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Ⅰ 要 旨 

100 GHz を超える超高周波数帯の電波利用の安全を担保する実験データを

得るために以下の実験を行った。

1. ジャイロトロンを保有する福井大学遠赤外領域開発研究センター内にレン

タカーを利用した仮設実験動物飼育室を作成し、同センター101 室を動物

飼養保管施設として申請し、受理された。本動物飼養保管施設の環境、衛

生状態は、種々の動物飼育基準に合致していた。実験終了後は、福井大学

の施設またはレンタカーに如何なる損傷を与えることなく、原状復帰およ

び撤去が可能であった。

2. キロワット級のパワーを持つジャイロトロンをばく露装置の波源として、

動物実験に利用可能なミリワット程度の出力に制御することにより、実験

家兎眼に 162 GHz のミリ波のばく露を実施した。その結果、倫理的にも許

容できる眼障害を誘発することが可能であった。

3. 動物を用いたばく露実験が安定かつ再現性良く実施できるシステムおよび

ばく露環境チャンバーを設置した。

Ⅱ 研究目的 

超高周波数帯が日常生活で十分に活用されることにより、国民生活の質は飛

躍的に向上することが期待される。30－300 GHz の超高周波の利用はすでに拡

大し始めており、「無線通信」や「セキュリティ検査」、皮膚癌検査等の「医療

アプリケーション」等は既に実用化が進んでいる。60 GHz や 77 GHz 帯では

ハイビジョン画像データ通信や衝突防止レーダー技術に既に実用化されてお

り、120－300 GHz においても無線通信やセキュリティ検査技術に関して実用

化に向けた実証試験や実用化研究が開始されている（総務省 R&D 研究）。 
一方で、100－300 GHz の超高周波での研究知見は大幅に不足しており、生

体影響に関する十分な根拠がない状態での利用促進には国民の不安を伴う。ま

た不必要に厳しい安全基準は電波活用の普及を阻み、国民にとって大きな不利

益ともなり得る。そのためにも超高周波数帯の電波ばく露の安全性を適切に評

価し、根拠となる生体影響データを蓄積することは必要不可欠である。

超高周波のほとんどは体表で吸収されるため、生体影響を考慮すべき部位は

皮膚および眼部である。100－300 GHz 帯の超高周波は周波数の増加に伴い体

表の浅い部位に吸収されるが、ばく露障害を受けやすい眼表面（角膜）に関し

ては血流がなく、また生体内波長・侵入深度が角膜組織厚と同程度のオーダで

あることから、体表内外での熱の輸送を十分に考慮した上での影響評価が必要

である。しかし、これまで 100－300 GHz の超高周波数帯では、その周波数帯

固有の熱輸送を体表内外で考慮した生体影響についての研究知見がほとんど

（以下、金沢医科大学　受託分）
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ないため、眼表面への安全性が十分に確認できない状態である。 
一方で、Tri バンド（11n: 2.4 GHz, 11ac: 5 GHz, 11ad: 60 GHz）の Wi-Fi

チップセットの普及が見込まれており、100 GHz 以上の超高周波数帯に近接す

る 60 GHz 帯を使用する次世代無線 LAN 規格の WiGig 等を使用する製品の増

加が想定される。このような背景から 60 GHz 帯の電波利用に関する技術基準

が情報通信審議会において議論されているが、この技術基準が眼部へのばく露

に関わる熱的生体影響とどのような関係にあるかについての知見もほとんど

ない。 
以上より本研究の目的は、ミリ波帯電波についてこれまで報告されている研

究知見を総合的に評価し、現在の電波防護指針の妥当性について検証するとと

もに、将来の電波防護指針改定等のために必要な安全性評価の方向性を明らか

にすることである。そのための成果目標として以下の項目を設定した。 
 
1. ジャイロトロンを用いた熱的障害閾値を検索可能な超高周波数帯高強度電

磁界ばく露システムを開発する。 

2. 上記システムを用いて、160 GHz から 265 GHz の間の適切な周波数を選択

し、超高周波数帯における眼障害の閾値を動物実験により明らかにする。 

3. 超高周波数帯における角膜内外の熱輸送について明らかにするため動物実

験とシミュレーションを実施する。動物実験では眼球組織内での温度測定

を行い、また角膜外部の外気流と角膜内部の房水対流の特徴を明らかにす

る。シミュレーションでは家兎の眼球モデルを用い、超高周波数帯に適し

た電磁界シミュレーション技法を検討し、実験で得た温度計測と対流熱輸

送の結果と首尾一貫するような角膜内外での流体熱輸送を考慮した計算コ

ードを開発する。 

4. 眼障害の閾値を推定するための数理モデルを検討し、それに基づいた計算

機シミュレーションシステムを構築する。閾値の推定モデルの構築ではそ

の精密化のため、角膜上皮細胞を用いた温度ばく露実験を実施し、熱障害

の温度閾値と温度ばく露依存性の関係を明らかにする。細胞実験により得

たデータに基づいた理論的なモデルを構築し、電磁界及び熱輸送シミュレ

ーションと連携し閾値推定を行う。 終的には動物実験の閾値検索結果と

首尾一貫するように閾値推定シミュレーションシステムの 適化を行い、

実験で実施した以外の周波数においても閾値推定を行う。またヒトの眼球

モデルに閾値推定シミュレーションを実施し、ヒトの眼球に与える影響に

ついて定量的な推測を行う。この成果は、動物実験基準についての 3R
（「Replacement（代替）」「Reduction（削減）」「Refinement（改善）」）の

一つである代替法の開発（Replacement）にも貢献することが期待できる。 
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Ⅲ 試験方法 
 
1.  超高周波ばく露が家兎眼球に与える影響について 

 
1.1. 実験動物 

 
Specific Pathogen Free（SPF：特定の病原菌がいない環境で飼育された

動物：付帯資料「1. 家兎感染症に関する検査成績」を参照）の有色家兎

（Dutch 種（ダッチ：家兎の種類）、体重：1.80－1.90 kg、平均体重：1.84±0.03 
kg、週令：11－13 週令）32 羽を実験に供した。なお、実験家兎の体重や週

令が実験データに影響を及ぼさない予備実験には、体重と週令のみが異なる

リタイア動物を使用した（平均体重：2.07±0.24 kg、週令：15－18 週令）。 
飼育は金沢医科大学（以下、「金沢医大」と略す）動物実験施設（基礎研

究棟地下 1 階 実験室 104 号室、105 号室）または福井大学（以下、「福井

大」と略す）遠赤外領域開発研究センター（以下、「遠赤センター」と略す）

総合開発実験補助室（101 室）に設置する仮設実験動物飼育室で飼育した。 
金沢医大の実験では、実験開始の少なくとも 3 日前に家兎を搬入し、実験

開始日まで飼育環境（温度：24±2ºC、湿度：50－80%）に順化させた（図 1）。 
福井大での実験では、遠赤センター101 室（室温 22－24ºC にエアーコン

ディショナー設定）内に仮設実験動物飼育室を設置した。この仮設実験動物

飼育室での順化期間は、実験動物の体重変化を指標にした予備実験結果（実

験内容及び結果は後述する）より、2 日間とした。 
家兎には飼料（170 g／家兎／日）および水道水を飲料水として（500 ml

または 650 ml／家兎／日）を摂取させた。実験動物の汚物は動物ペット用シ

ーツを利用して処理を行った（図 2）。 
 

 
図 1：金沢医大の SPF 環境動物飼育装置（A：104 号室、B：105 号室） 
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図 2：福井大での動物飼育状況 

 
 

家兎は実験開始前に細隙灯顕微鏡（眼部観察用顕微鏡、SL-130、Carl Zeiss 
AG、Germany、図 3）で眼部に異常がないことを確認した後に実験に供し

た。 
なお、動物実験は金沢医大動物実験指針[1]および福井大学動物実験規定

[2]、眼科・視覚研究における動物実験指針（Statement for the Use of 
Animals in Ophthalmic and Visual Research）[3]を順守して行った。 

 

  

図 3：遠赤センターに設置した細隙灯顕微鏡 
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1.2. 実験動物飼養施設の作成 

 
当該研究遂行には、高額な 100 GHz 超のばく露装置が必要となるが、福

井大遠赤センターが保有するジャイロトロンを当該研究のばく露装置とし

て利用することにより、本実験の予算を大幅に削減できる。 
ジャイロトロンを保有している遠赤センターで当該研究を行うには、福井

大学内での実験動物の飼養保管施設（以下、「飼養施設」と略す）の利用が

前提条件となる。 
研究に使用する実験動物は通常、移動によるストレスからの回復と新しい

飼育環境に順化するために、輸送日から2－3日間の順化期間を設けている。

一方で、福井大の動物実験規定では、動物を飼養する施設以外での実験動物

の保管時間を 48 時間と定めているため、遠赤センター内での動物飼養施設

の確保が必須条件である。 
遠赤センターでは、既存の飼養施設が 1カ所（福井大学文京キャンパス 総

合研究所 7 階 生体システム研究室）利用できるが、本施設は飼育スペース

が満杯状態で、家兎の受け入れは 2 羽から 大 4 羽が限界である。従って、

この動物飼養施設を使用する場合、飼育スペースの確保が困難であり、計画

の遂行が難しくなる。仮に確保できた場合でも、1 回当たりの実験で使用で

きる動物の数が少なくなり、統計的な有意性を得るために、出張回数が増加

することになる。 
代替案として、冷凍車のレンタカーを遠赤センター内に仮設飼育室として

設置し、実験動物の飼育条件である温度、湿度、明暗サイクル、衛生的な飼

養環境を整備し、これを福井大に飼養施設として申請する方法を考えた（図

4）。 
 

 
図 4：レンタカー（冷凍車）を利用した仮設実験動物飼養施設構想 
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1.2.1. 実験動物飼養施設として使用するレンタカー車種の選択実験 
 

冷凍車の冷凍庫内には断熱材が使用されており、外気温度に左右されにく

い特徴があるため、冷凍車のレンタカーを選択した。冷凍車には軽自動車（エ

ンジン停止時に冷凍庫のエアーコンディショナー（以下、「エアコン」と略

す）を外部電源より供給できるスタンバイ装置あり）、ワンボックスカー（ス

タンバイ装置なし）、1.5 トントラック（スタンバイ装置あり）、2 トントラ

ック（スタンバイ装置あり）の選択肢があったが、遠赤センター建屋の実験

室の開口部の高さ制限のため、1.5 トントラックおよびワンボックスカーで

温湿度制御および落下菌実験を行った。 
金沢医大では、福井大遠赤センターにあるような自動車を入れられる適当

な建屋がないため、屋根付きのガレージで実験を行った（図 5）。 
 

 
図 5：屋根付きガレージ内に駐車した 1.5 トントラックとワンボックスカー 

 
 

1.5 トントラックとワンボックスカーの庫内を仮設実験動物飼育室と見立

て、福井大の動物実験規定[2]に従い、以下の要件を満たすことを目標とした。 

1) 適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造等とするこ

と。 

2) 動物種や飼養保管数等に応じた飼育設備を有すること。 

3) 床や内壁等の清掃・消毒等が容易な構造で、器材の洗浄や消毒等を行う

衛生設備を有すること。 

4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。 

5) 臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとら

れていること。 

6) 実験動物管理者が置かれていること。 
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1.2.2. レンタカー庫内の温度、湿度コントロール実験 
 

上記 1)、2)、4)の要件を満たすべく、1.5 トントラックでは装備品のエア

コンを外部電源で運転し、必要に応じて加湿器、除湿機を追加して実験を行

った。一方、ワンボックスカーには外部からの電源供給ができるスタンバイ

装置がないため、後付けの窓用エアコン、除湿機を設置し、必要に応じて加

湿器を使用した。両レンタカー庫内の温度、湿度、二酸化炭素の測定にはデ

ータロガー（TR-76Ui-H、株式会社ティアンドデイ）を使用し、図 6 のよう

な配置での測定を行った。 

 
図 6：レンタカー内の空調の配置と温度、湿度、二酸化炭素の測定位置 

 
 

照明に関しては、冷凍車の庫内は窓がないため、両車両ともに外付けの

LED（light emitting diode）照明器具にタイマーを設置し、午前 6 時点灯、

午後 6 時消灯の 12 時間明暗サイクルで照明を行った（図 7、図 8B）。 

 
図 7： 1.5 トントラックとワンボックスカーのケージ、照明、逸走防止柵配置 
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福井大遠赤センター101 室では、冷凍車ワンボックスカーおよび通常のワ

ンボックスカーの 2 種類のレンタカーを使用した。両レンタカーとともに、

窓用エアコン（図 8B）を用いて温度管理し、除湿機（図 8A）または加湿器

（図 8B）を用いて湿度制御を行った。通常のワンボックスカーには窓があ

るため、遮光幕で窓を覆った。4－6 羽の家兎を飼育している状態で温度、湿

度、CO2を測定した。測定には前述のデータロガー（TR-76Ui-H）を使用し

た。 
 

 
図 8A：除湿機、図 8B：加湿器（左手前）、エアコン（左奥）、光触媒脱臭装

置（中央奥）、飼育ケージ（右）、照明装置（右上） 
 
 

1.2.3. レンタカー庫内の衛生状態の検討 
 
動物実験規定の飼養施設の要件 3)（消毒、衛生面）を担保する目的で、レ

ンタカー（冷凍 1.5 トントラック、冷凍ワンボックスカー）を金沢医大施設

の公用車駐車場（屋根付き）に駐車し（図 5）、レンタカー庫内の落下菌検査

を行った。動物を飼育していない状態で動物飼養施設専用の着衣を着用し、

手術用滅菌帽子、マスク、手袋を装着した上で、両車両ともに 70％エタノー

ルを噴霧して消毒を行った。その後、密閉状態（空調なし）および開放状態

（空調あり、除湿機等器材あり）の 2 種類で落下菌検査（一般細菌および真

菌）を実施した（図 9、図 10）。 
検査用シャーレの設置及び回収は、コンタミネーション防止のため一人の

研究員が行った。一般細菌用としてトリプチケースソイ 5％ヒツジ血液寒天

培地（日本ベクトン・ディッキンソン株式会社、以下「日本 BD」と略す）

を、真菌用としてサブローデキストロース CG 寒天培地（日本 BD）を用い、

培地を床に置き、ふたを開けた状態で 30 分放置した（図 9、図 10）。その後、

一般細菌用培地は孵卵器（37℃）で 2 日間、真菌用培地は実験室内（24℃）
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で 5 日間培養した。判定はコロニー数を計測し、シャーレ一枚当たりの平均

コロニー数を求めた。 

 
図 9：落下菌検査（冷凍ワンボックスカー） 

 
 

 
図 10：落下菌検査（冷凍 1.5 トントラック） 
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福井大遠赤センター101 室内には、飼養施設設置の条件である専用清掃道

具（ほうき、塵取り、ごみ袋、キムタオル）、専用履物、専用実験衣、手指

消毒薬（ウェルパス、丸石製薬株式会社）、飼育室用消毒薬（消毒用アルコ

ール）を配置した。また、家兎用餌（ラボ R ストック、日本農産工業株式会

社）は密閉できる専用餌箱に保管した（図 11）。 
 

 
図 11：飼養施設専用物品（福井大動物実験規定[2]に準じた） 

 
 

1.2.4. 飼養施設設置による臭気、騒音測定実験 
 

動物実験規定 5) 臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止

する措置については、福井大遠赤センター101 室に冷凍ワンボックスレンタ

カー又は、通常のワンボックスレンタカーを持ち込んで実験を行った（図

12A、図 12D）。実験動物からの糞尿の臭気は、光触媒除菌脱臭装置

（QOL-MINI-V3、株式会社レナテック）（図 12C）により吸引し、除菌、脱

臭した。冷凍ワンボックスレンタカーの側面ドア付近に窓用クーラー

（CWH-A1815-WS、コロナ株式会社）を設置し、除菌・消臭された庫内の

空気を 30 cm 程度開けた状態の側面ドアから、熱交換を行ったエアコンの排

気とともに車外に排出した（図 12B）。 
冷凍車庫内には家兎 6 羽をケージ（W385 x D450 x H400mm、アルミ打

抜製）に入れて個別に飼養し（図 12E）、飼料、飲料水は前述の如く規定量

を摂取させた。糞尿はペットシーツで収集し、福井県のゴミ処理方式に従い、

可燃物用の大型ごみ袋に入れて、毎日適切に処理を行った。 
家兎飼育中のケージ扉前における騒音（特性 A）、照度、風速をそれぞれ

積分形普通騒音計（NL-14、リオン株式会社）、照度計（T-1M、コニカミノ
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ルタジャパン株式会社）、風速計（アネモマスター®風速計 Model 6004、日

本カノマックス株式会社）で測定した。また、庫内および庫外のアンモニア

濃度は気体採取器（GV-100、株式会社ガステック）にアンモニア検知管

（NO.3L、株式会社ガステック）を装着して測定した。測定法は機器説明書

に従った。アンモニア測定は 45 秒吸引を 2 回繰り返し、その合計値をアン

モニア濃度とした。 
なお、本飼養施設の設置状況、運営状況について、福井大動物実験委員会

にて、書類審査の後、検査員 3 名による実地検査を受けた。 
 

 
図 12A：遠赤センター内のレンタカー、図 12B：レンタカーに設置した窓用   

エアコン、図 12C：光触媒除菌脱臭装置、図 12D：通常のワンボックスカー、   

図 12E：家兎用ケージ 
 
 

1.3. ばく露装置 
 

福井大遠赤センター2 階実験室の Gyrotron FU CW G V（以下、「ジャイ

ロトロン」と略す）を使用して 162 GHz ミリ波を家兎眼ばく露実験に使用

した。現時点で、ばく露装置は未完成の状態であるので、ばく露装置の詳細

は首都大学東京（以下、「首都大」と略す）の報告書を参照されたい。 
 

1.4. 福井大、首都大で共同開発した超高周波ばく露装置による家兎眼部へ

のばく露方法の確立 
 

家兎を使用したミリ波による眼障害の実験の際に、瞬目の抑制なしに熱障

害がおこる程度のミリ波を眼部に照射すると、忌避反応によって家兎が眼瞼
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を閉瞼するため、熱障害は眼瞼皮膚に発生する。一方、瞬目制限下にミリ波

を眼部にばく露させると、眼部の熱障害は瞳孔領中央に角膜混濁を誘発する

ことを報告者はすでに報告している（図 13）[4]。 
 

 
図 13：瞬目制限の有無によるミリ波熱障害部位の相違 

 
 

電波が可視化される方向を可視化する方法として、実験に使用するアンテ

ナの詳細なビームプロファイルの検討により、 も均一に照射される部位を

特定し、この位置に仮のターゲットを設置する（図 14A）。このターゲット

の位置に赤および緑の 2 種類のレーザーポインターを交差させ、このレーザ

ーの交点に家兎眼球瞳孔領中心部の角膜頂点に一致させる（図 14B）。なお、

現時点では 162 GHz ばく露装置用の 適なレンズアンテナの設計が終了し

ていないので、レンズアンテナ表面からターゲットまでの距離は仮の数値で

ある。 

 
図 14：95 GHz 帯ばく露装置 
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前述の 2種類のレーザーポインターで可視化したばく露の 適位置への家

兎角膜の設置には、麻酔下の家兎をプラスチック製固定器に保定し、図 15A
の XYZθ装置および電動光学台（図 15B）を使用して家兎眼球の位置合わせ

を正確に行った。 
 

 
図 15：家兎眼部の位置調節用 XYZθ装置および電動光学台 

 
 

1.5. ばく露方法 
 

実験家兎は塩酸メデトミジン（Domitor®, Orion Corporation, Espoo, 
Finland）0.3－0.5 mg/kg およびブプレノルフィン塩酸塩（ブプレノルフィ

ン 0.2mg 注「日新」、日新製薬株式会社）0.03－0.05 mg/kg を皮下に注射す

ることにより全身麻酔および実験動物の鎮静化を行い、前述の如くプラスチ

ック製の固定器（本実験用にデザインした特注品）で保持した。 

電波ばく露時には全ての家兎に、眼部局所麻酔として 2％塩酸リドカイン

液（キシロカイン®注射液 2%、アストラゼネカ株式会社）をばく露眼、非ば

く露対照眼の両眼に点眼した。 

ばく露中の家兎の瞬目（まばたき）は眼内への電波の進入を妨げる。また、

通常瞬目により角膜表面上温度は一瞬上昇するが（1 秒程度）、その後徐々に

低下することが知られている[5]。一方、10－300 GHz の高周波のエネルギ

ーは皮膚表面や眼球の外部（角膜：報告者加筆）で吸収されると報告されて

いる[6]。電波ばく露により角膜表面温度が大きく上昇した場合は、家兎の瞬

目により、角膜表面温度が低下する可能性も考えられる。これらのことから、

ばく露中に家兎が随意に瞬目をすることにより、電波ばく露により眼部に生

じる障害が軽減され、実験データのバラつきの原因となることが予測される。 
本研究では、電波ばく露による 悪の事態を想定した実験を行うため、ば

く露中の家兎の眼瞼（まぶた）をばく露直前にガムテープで両眼瞼ともに固

A B 
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定した（図 16）。また、局所麻酔を施行していない眼部周辺への電波ばく露

の軽減の目的で、ボーラス（こども用熱さまシート、小林製薬株式会社）を

眼部に貼付した（図 16）。また、瞬目抑制による角膜の乾燥を防止する目的

で生理食塩水を適宜点眼した。 

 
図 16：家兎の眼瞼保持と眼部周辺の熱症からの保護 

 
 

1.6. ばく露中の表面温度測定方法 
 

ジャイロトロンから発振した 162 GHz ミリ波ばく露による表面温度の測

定には、サーモグラフィカメラ（CPA‐T620、FLIR Systems, Inc.、USA）

を使用した。 

 

1.7. 162 GHz ばく露による眼障害実験 

 
1.7.1. 眼障害発生の閾値検索法 

 

眼障害閾値検索の手法として、以下の方法を採用した。実験家兎に明らか

な眼障害が作成できるばく露量を基準とし、その際に出現する眼障害の程度、

経時変化を詳細に記録し、同様のモデルを複数の実験家兎に誘発した際に再

現性良く同様の眼障害の推移を示すものを実験モデルとした。 

実際的には、Rosenthal (1976) [7]、Chalfin (2002) [8]で報告されている

角膜上皮障害および角膜実質障害が再現性良く誘発されるばく露量を基準

とした。なお、電波非照射の反対眼を非ばく露対照眼とした。また、標準的

なばく露時間設定については、我が国の防護指針[9]に従い、6 分間と規定し

た。 
上述の実験モデルを使用し、ばく露量を徐々に低下させていく中で、眼障

害が消失する値を閾値とする方法を採用した。 
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1.7.2. 角膜上皮障害検出法 
 

角膜上皮障害を観察する方法は、Rosenthal [7], Chalfin [8]に従い、角膜

蛍光染色法を若干改良した方法を用いた。すなわち、家兎の眼球を充分量の

生理食塩水で洗浄後、0.05％フルオレセイン溶液（蛍光色素の名称）25 μl
を結膜嚢内にマイクロピペットで点眼、一回閉瞼（まぶたを閉じること）を

行って蛍光色素を眼球表面に拡散後、充分な生理食塩水で余剰のフルオレセ

インを洗浄除去後に観察と画像記録を行った。 
蛍光色素観察の蛍光励起フィルターは従来のものと同様で、細隙灯顕微鏡

に付属するブルーフィルターを使用したが、本研究では、新たに励起光カッ

トフィルターを挿入することにより、蛍光染色部位をより明確にした（図 17）。 
蛍光染色による角膜上皮障害の検討では、電波ばく露による障害以外に、

全身麻酔による瞬目の抑制が原因の乾燥による角膜上皮障害や、家兎の体毛

が眼内に入ることによる角膜上皮障害が生じる。これら電波ばく露以外の原

因による角膜上皮障害を除去するための除外基準は既報の基準に準拠した

[10]。すなわち、ばく露眼、非ばく露眼の両方に蛍光染色を認めるものは除

外した。また、体毛等による擦過が原因と思われる線状の障害痕（図 18）は

形状から判定し、除外した。 
 

 
図 17：蛍光観察方法（A：蛍光励起フィルターのみ（従来の観察方法） 

B：蛍光励起フィルター＋励起光カットフィルター（今回使用の方法） 

A、B は同一の家兎症例であるが、B の方が角膜中央部の緑色染色がより鮮明

に観察されている。） 

 

 

図 18：擦過（外傷）による角膜上皮障害 
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1.7.3. ジャイロトロンによる 162 GHz 眼部ばく露実験 
 

1.7.3.1. ジャイロトロンからのミリ波出力の mW クラスへの低減 
 

ジャイロトロンは kW級のパワー（煉瓦が熔ける程度の出力）であるため、

動物実験で使用できる mW 程度にパワーダウンさせる方法を探りながら、実

験を行った。 
ジャイロトロンより発振した 162 GHz ミリ波は導波管により、家兎眼球

設置部位に設置したパワーメータ－まで導かれた（図 19、図 20）。 
3％寒天で作成したファントムの表面にジャイロトロンから発振した 162 

GHz ミリ波をばく露し、ファントム表面の温度をサーモグラフィで撮像記録

した（図 21）。ジャイロトロンから発振するパルス波の周波数を調節するこ

とにより、従来の研究で得られた電波ばく露前の温度と電波ばく露後の温度

差（以下、「ΔT」と略す）を目安として、家兎眼球ばく露が倫理的に許され

る程度の障害に収まるばく露強度を目指した。 
 

 
図 19：ジャイロトロンばく露装置の概要 

 
 

1.7.3.2. ジャイロトロン導波管から家兎眼球への直接ばく露 
 

ジャイロトロンからの 162 GHz ミリ波ばく露のパワーを mW 級まで低減

することができたので、家兎眼球に導波管から直接ばく露実験を行った。な

お、現時点でジャイロトロンからばく露の出力を正確に測定するパワーメー

タ－がないので、眼球表面での ΔT をばく露量の目安とした。 

4 羽の家兎を供試動物とし、図 20 に示すように導波管から直接家兎の眼部

に照射した。なお、ファントムの実験結果から本ばく露法ではばく露面積が

家兎眼球の面積を上回ることが判明したので、家兎にボーラスを施し、眼瞼
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に明らかな熱障害が表れた場合は、その時点を実験のエンドポイントと設定

した。ばく露直後及びばく露 1 日後に細隙灯顕微鏡（図 3）を用いて家兎眼

球を観察し、画像を記録した。 
 

 
図 20：ジャイロトロンから家兎眼球への直接ばく露 

 

 

1.7.3.3. 95 GHz 用レンズアンテナを介した 162 GHz ミリ波の家兎眼球ば

く露実験 
 

ジャイロトロンに 95 GHz ミリ波実験で使用したレンズアンテナを接続し、

眼障害を誘発するのに必要・十分なばく露を目指してばく露量調節を行った。

ファントムにレンズアンテナを介したばく露を行った結果、ファントムの表

面温度が 53℃に達し、ばく露直後にはファントム表面に直径 4 mm 程度の

へこみが観察された（図 21）。以上より、レンズアンテナを使用することに

より、眼部のみに 162 GHz のばく露が可能と判断されたので、同条件で、

家兎 4 羽にばく露を行った。ばく露後の家兎はばく露直後、ばく露 1 日後に

観察し、画像を記録した。 
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図 21：95 GHz 用レンズアンテナを使用し、162 GHz ミリ波をファントムに

照射（ΔT＝45－65C） 
 
 

1.8. 環境温湿度管理チャンバーの作成、設置 
 

高周波のミリ波は体表部に吸収されることは、周知のことであるが、眼部

へのミリ波ばく露時に環境温湿度がばく露による眼障害の誘発程度に影響

を及ぼすことは、先に報告している[11]。 
超高周波ばく露による眼障害の再現性の高いモデルを作成するには、ばく

露中の環境条件（室温、湿度、風向と風力）が重要となる。 
精密空調機（図 22A、PAU-AR、株式会社アピステ）を使用して、市販の

グリーンハウス（図 22C）内にダクト（図 22B）を介して温度調節した空気

を送り込み、グリーンハウス内の温度を 24℃、湿度を 60％程度になるよう

に加湿器（dyson hygienic mist MF01、ダイソン株式会社）で環境温湿度管

理を試みた。 
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図 22A：精密空調機、図 22B：温度調節された空気をグリーンハウス内に 
送り込むダクト、図 22C：市販グリーンハウス 

 
 

1.9. 角膜蒸散量測定 
 

電波ばく露による眼障害、特に角膜上皮障害の程度は、電波ばく露時の環

境、すなわち、環境湿度に影響される[11]ことは前述した。 
家兎角膜の水分蒸散量を測定する目的で、携帯型閉鎖チャンバー方式水分

蒸散量測定装置（VAPO SCAN、AS-VT100RS、日本アッシュ株式会社）を

使用した（図 23）。 
 

1.9.1. 角膜水分蒸散量測定再現性（両眼）の検討 
 

1 羽の正常家兎両眼の角膜水分蒸散量（以下、「角膜蒸散量」と略す）を

VAPO SCANで6回ずつ測定し、左右眼の蒸散量測定値の平均値、標準偏差、

変動係数を求めた。 
 

1.9.2. 162 GHz ばく露による角膜蒸散量変化の検討 
 

3 羽の家兎を使用し、右眼のみに 162 GHz、 約 0.1 W（ばく露量は見安

とする）、6 分ばく露直後の角膜蒸散量を 3 回測定し、ばく露眼（右眼）と非

ばく露対照眼（左眼）を比較検討した。 
 

 
図 23：携帯型閉鎖チャンバー方式水分蒸散量測定装置 
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Ⅳ 試験結果および考察 
 
1. 超高周波ばく露が家兎眼球に与える影響について 

 
1.1. 家兎飼育室として使用するレンタカー車種の選択実験 

 
冷凍車レンタカーの 1.5 トントラックとワンボックスカーの 2 車種で利便

性の比較検討を行った。1.5 トントラック庫内高さは 0.95 m に対して、ワン

ボックスカーは 1.2 m であった。消毒、清掃作業等の際は 1.5 トントラック

では低い姿勢での作業が必要で、利便性が悪かった（図 24A）。また、家兎

ケージを 6 羽分設置すると、1.5 トントラックでは空気循環のためのスペー

スがワンボックスカーに比較して著しく狭かった（図 25A）。以上の結果よ

り、冷凍車レンタカーを仮設飼育室として使用する際にはワンボックスカー

の方がより利便性が高いとの結論となった（図 24B、図 25B）。 

 

 
図 24：1.5 トントラック（A）とワンボックスカー（B）の庫内高さ比較 

 

 
図 25：庫内に 6 ケージを設置した際の 1.5 トントラック（A）とワンボック

スカー（B）の庫内スペースの比較 
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1.2. レンタカー庫内の温度、湿度コントロール実験 
 

ワンボックスカーの冷凍車レンタカーは、エンジン停止時に冷凍車に設置

されているエアコンを外部電源で運転するスタンバイ装置が設定されてい

ない。一方、福井大遠赤センターの建屋内でレンタカーのエンジンを 24 時

間アイドリングで運転することは、安全上および排気ガスの問題で実行不可

能である。そこでワンボックスカーに窓用のクーラーを設置して温湿度の制

御状態を検討した。なお、本実験は両レンタカーともに動物を飼養しない状

態で、金沢医大の屋根付き駐車場で行った。 
図 26 に窓用エアコン（設定温度 20C）をワンボックスカーに設置、運転

中の温湿度制御結果を示した。エアコンの運転によりレンタカー庫内の温度

が下降するにしたがって、庫内の湿度は相対的に上昇した。また、温湿度と

もにある一定の周期で上昇する現象が見られた。この結果から、温度制御に

よりエアコンの運転が停止した際に温度上昇が起こり、これと同時に湿度が

上昇することが考えられる。実験実施場所が屋外かつ夏場であることから、

連続的な除湿が必要であることが確認できた。 
 

 
図 26：窓用エアコンによるワンボックスカー庫内の温湿度推移 

（庫内にエアコンを設置し、データロガーで 5 秒おきに温湿度を計測） 

 
 

前回の実験結果を踏まえて、除湿機（設定 50%）の追加導入を行い、同様

の実験を行った。その結果、エアコンの電源の ON－OFF に伴う変動（図

26）は消失した（図 27）。庫内の温湿度を、平均温度：23.9℃（ 大：27.1℃、

小：21.5℃）、平均湿度：56.4％（ 大：75.1％、 小：47.6％）に制御で

きた（図 27）。 
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図 27：窓用エアコン＋除湿機によるワンボックスカー庫内の温湿度推移 

（庫内にエアコンおよび除湿機を設置し、2 分おきに温湿度を計測） 
 
 

冷凍 1.5 トントラックには、スタンバイ装置（エンジン停止時に外部電源

より車に搭載されたエアコンを使用し、庫内温度を一定にできる）が設置さ

れている。1.5 トントラックの実験では、ワンボックスカーの実験結果を踏

まえて、冷凍車に設置されているエアコンに除湿装置を追加した状態で温

度・湿度の管理状態を実験した。その結果、平均温度：19.9℃（ 大：21.4℃、

小：18.7℃）、平均湿度：61.3%（ 大：84.7％、 小：42.2％）に制御可

能であった（図 28）。 
 

 
図 28：1.5 トントラックの温湿度制御＋除湿機 
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実験動物を飼育する際の環境条件には、団体、出典によって様々な基準値、

目標値、推奨値が存在する。本実験では、産業技術総合研究所の動物実験・

実験動物取扱ガイドライン、日本実験動物協会の目標値、日本建築学会の基

準値、ILAR の推奨値、OECD の推奨値を参考にした[12-14]（表 1）。 
ウサギの飼育温度は 16－28℃とその範囲は広い。ウサギは暑さに弱いと

の報告もあるので[13]、18－24℃を目標値とし、16－28℃を許容値とした。

湿度は 40－60％を目標値とし、30－80％を許容値とした。 
今回の実験結果では、温度制御に関して冷凍車の既存のエアコンおよび後

付けの窓用エアコンでも十分に温度制御の対応が可能であることが明らか

となった。一方、湿度に関しては、 高湿度がワンボックスカーおよび 1.5
トントラックともに基準を超えるデータであったが、実験の実施日が夏場で

雨天であったこと、屋根付きではあるが屋外の駐車場での実験データである

ことを考慮に入れる必要がある。実際に動物実験を行う福井大遠赤センター

では、建屋の空調を 24℃に設定して 24 時間エアコンの運転が可能なことを

考えると、温湿度の制御はどちらの車種ともに可能であり、必要に応じて除

湿機をもう 1 台導入することで解決できる。 
以上より、冷凍車の庫内高さ等の条件を考え合わせると、今後の実験では

ワンボックスカーを選択することに決定した。 
 

表 1：動物施設における環境条件（ウサギ） 

 
 
 

1.3. レンタカー庫内の衛生状態の検討 
 

 ワンボックスカー（空調なし）の条件では、一般細菌の平均コロニー数

は 0.3 個、真菌の平均コロニー数は 3.0 個であった（図 29）。また、ワンボ
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ックスカー（空調あり）の条件では、細菌の平均コロニー数は 0 個、真菌の

平均コロニー数は 6.3 個であった（図 30）。 
 

 
図 29：ワンボックスカー（空調なし）の条件での落下菌検査 

 
 

 
図 30：ワンボックスカー（空調あり）の条件での落下菌検査 

 
 

一方、冷凍 1.5 トントラック（空調あり）の条件では、細菌の平均コロニ

ー数：0.5 個、真菌の平均コロニー数：0.75 個であった（図 31）。 
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図 31：1.5 トントラック（空調あり）の落下菌検査 

 
 

実験動物施設における落下菌数の基準値は、表 1 にあるように、動物を飼

育していないバリア区域で細菌数 3 個以下、動物を飼育していない通常の区

域で 30 個以下である。 
今回の落下菌検査では、ワンボックスカー、1.5 トントラックともに「動

物を飼育していないバリア区域」の条件に一致した。 
表 1 の基準値は血液寒天培地を用いた細菌数で真菌数の基準はないが、仮

に真菌コロニー数も基準に準ずるとすると、「動物を飼育していない通常区

域」の条件に一致した。したがって、レンタカーであっても実験開始前に適

切な消毒措置を行うことにより、十分に衛生的な運用が可能であることが明

らかとなった。 
 

1.4. 仮設飼育室での家兎飼育 
 

1.4.1. 動物を飼育しない状態での環境値 
 

前述のようにワンボックスカーの冷凍車（断熱材あり）に外付けの窓用ク

ーラーを使用することにより、動物飼養に適切な環境を維持できることが明

らかとなった。しかし、11 月から 3 月までの冬期間は冷凍車需要の繁忙期の

ため、冷凍車がレンタルできないとの連絡を受けた。そこで、通常ワンボッ

クスカー（断熱材なし）のレンタカーでも仮設飼育室として温湿度を制御で

きるかどうかの実験を行った。なお、通常レンタカーの窓には、黒い遮光シ

ートで覆い外部からの光の進入を遮断した（図 12D）。 
図 32 に通常ワンボックスレンタカー（断熱材なし）に外付けの窓用エア

コンを使用した際の温湿度推移を示した。建屋のエアコンの温度は 24℃に設
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定し、レンタカー内部の窓用エアコンの設定は、暖房モードで 18℃に設定し

た。その結果、実験開始時の温度は 21.6℃、湿度 32％であったが、時間経

過とともに温度が 22.6℃まで徐々に上昇した。そこで、建屋 101 室のエアコ

ン設定を 22℃に変更し、外付けのエアコン設定を冷房モードで 20℃設定に

変更した。また、加湿器の準備がなかったため、清潔な濡れタオルをレンタ

カー内に設置して、レンタカー庫内の湿度上昇を試みた。その結果、平均温

度：20.2℃（ 大：22.6℃、 小 18.8℃）、平均湿度：37.3%（ 大：42.7%、

小：31.7%）に制御できた（図 32）。したがって、通常のワンボックスレ

ンタカーであっても基準値（表 1）の温湿度に制御できること、加湿器を追

加導入すれば適切な湿度が保てることが示された。 
 

 
図 32：通常ワンボックスレンタカー（断熱材なし）での温湿度推移 

（温度、湿度、5 分間隔測定） 
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1.4.2. 動物を飼育した状態での仮設飼育室内の環境値 

 
前述のようにワンボックスカー（冷凍車タイプ、通常タイプ）を用いた仮

設飼育室は、温湿度、衛生度（落下菌）ともに基準値を満たすことができた。

そこで次に、家兎を導入した環境で温湿度とともにそれ以外の環境値を測定

した。この実験ではばく露実験を想定して、同じ系統のリタイア動物（平均

体重：2.07±0.24 kg、週令：15－18 週令）を使用した。遠赤センター101 室

内の温度は 21.8℃、湿度は 46.2％であった。冷凍車に設置した外付けエアコ

ン設定は冷房モードで 20℃、除湿機は湿度 60％に設定した。その結果、平

均温度：20.0℃（ 大：21.7℃、 小 18.6℃）、平均湿度：54.8℃（ 大：

66.1%、 小：41.6%）に制御できた（図 33）。 
 

 
図 33：動物を飼育した状態での仮設飼育室内の温湿度推移 

 
 

本実験で使用したワンボックスカー（冷凍車、通常車）では外付けクーラ

ーによって常時換気を行っている。適切に換気されているのか客観的に示す

ために、ワンボックスカー内の二酸化炭素濃度を測定した。その結果、平均

二酸化炭素濃度：525 ppm（ 大：818 ppm、 小：458 ppm）であった（図

34）。101 室内の二酸化炭素濃度が 405 ppm であったことから、ワンボック

スカー内の二酸化炭素濃度は、家兎から排出される二酸化炭素によって上昇

していると考えられる。実験動物施設の環境基準（表 1）では換気回数を 6
－15 回／時に推奨しているのみで二酸化炭素濃度の基準はない。「建築物に

おける衛生的環境の確保に関する法律施行令」では、建物内の二酸化炭素濃

度を 1,000 ppm 以下と定めている[15]。本実験結果は人間にとって適切な換

気状況であり、したがって動物においても適切であると考えられる。 
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図 34：動物を飼育した状態での仮設飼育室内の二酸化炭素濃度 

 
 

本実験では、家兎飼育に伴う臭気を抑えるために光触媒脱臭装置を使用し

た。4－6 羽の家兎を飼育中に、仮設飼育室内および飼養施設（遠赤センター

101 室）内のアンモニア濃度を測定したところ、いずれも検出限界（0.5 ppm）

以下であった（表 2）。また、人が感じられる動物・糞尿臭もなく、第三者（福

井大動物実験委員会委員）からも全く臭気がしないとの評価を得た。 
仮設飼育室内に設置した外付けエアコン、除湿機、加湿器、脱臭装置は発

生する騒音や風量は大きくない。実際、騒音、風量を飼育ケージ手前で測定

したところ、基準値を下回っていた（表 2）。また、照明は LED 照明（図 8B）

を適切な位置に設置することにより、基準値に合致させることができた（表

2）。 
以上の実験で得られたワンボックスカー（冷凍車、通常車）における各種

環境値を「建築及び設備」（2007）と ILAR の基準値とともに表 2 にまとめ

た。この結果から、本実験で作成した動物飼養施設は、測定したすべての環

境値がこれらの基準をほぼ満たしていることが分かった。したがって、本実

験で作成した実験動物飼養施設は実験動物、作業者や周辺環境に十分配慮し

た施設であると言える。 
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表 2：仮設飼育室（ワンボックスカー）における環境値 
「建築及び設備」(2007)の基準 ILARの基準（8th Edition） 本実験

温度 18～24℃ 16～22℃ 20.6℃（18.3～22.7℃）

湿度
40～60%

（30%以下70%以上になってはいけない）
30%～70% 47.7%（33.8～60.7%）

換気回数 6～15回／時 10～15回／時

二酸化炭素濃度 545ppm（447～805ppm）

気流速度 13～18cm／秒
直接動物の体に風をあてることは
避ける事

10～23cm/秒

落下細菌
3個以下（動物を飼育しいないバリア区域）
30個以下（動物を飼育しいない通常区域）

細菌：0.15個（真菌：4.65個）

臭気 アンモニア濃度で20ppmを超えない 検出限界（0.5 ppm）以下

照明 150～300lux(ルクス）（床上40‐85cm）
130～325lux（ルクス）

(ケージの位置）
115.4～167.9lux

騒音 60dBを超えない 48.5dB

ケージの大きさ
床面積0.14/匹cm2、高さ40.5ｃｍ（体重2kg
未満の場合）

床面積0.14/匹cm2、高さ40.5ｃｍ
（体重2kg未満の場合）

床面積0.17cm2、高さ40cm

 
本実験の値は、平成 28 年 8 月、11 月、12 月、平成 29 年 1 月実験の平均値。温度、湿度、二酸化炭素濃

度のカッコ内は 小値と 大値を示す。落下細菌数は動物がいない 7 月実験での値。 

 
 

1.4.3. 家兎の体重変化と順化期間 

 
輸送中の家兎はストレスからエサや水を摂取しないため、24 時間以内の輸

送では、輸送箱に餌や水を必要としない[13、16]。本報告書で用いた家兎の

出荷時から搬入後 2 日目までの体重とその変化率を図 35、表 3 に示した。 
搬入後 2 日目までの体重変化を計算したところ、搬入時の家兎の体重は出

荷時に比べて 6.1±2.2％減少していたが、順化 1 日目、2 日目ではそれぞれ

1.0±3.0％、0.7±2.9％増加していた（図 35）。Swallow ら [16]は、家兎の順

化期間として 2 日間を推奨しており、本実験における順化期間も妥当である

ことが示された。 

 
図 35：実験施設への家兎搬入後の体重変化（値は平均±SD） 
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表 3：出荷時から搬入後 2 日目までの家兎体重とその変化率 

 
 
以上、仮設飼育室の環境値、順化期間の結果から、ワンボックスカーを用

いた家兎飼育室は、既存の実験動物施設に準ずる安定した環境であり、福井

大遠赤センター101 室に設置した飼養施設は、短期間の飼養施設として十分

な役割を果たすことがわかった。本飼養施設は、レンタカーおよび遠赤セン

ター101 室に何ら改造を施すことはなく、実験終了後は速やかに原状復帰さ

せることができた。遠赤センター101 室は、仮設飼育室としてのレンタカー

を設置するという条件で福井大の飼養施設として承認された。 
 
1.5. ジャイロトロンによる 162 GHz ばく露による眼障害実験 

 
1.5.1. ジャイロトロンからの出力を mW クラスに低減 

 
ジャイロトロンで発振した 162 GHz ミリ波を 3％寒天で作成したファン

トムの表面に 6 分間ばく露したところ、ばく露開始前の温度とばく露中の

高温度の差ΔT が 16℃であった（図 36）。従来の実験データではΔT16℃は

眼障害が惹起される温度である。図 37 に 95 GHz 300 mW/cm2 を 6 分間ば

く露した際の眼障害を示した。ばく露終了直後より、ばく露部位に一致した

領域に瀰漫性の蛍光染色を認めたことより、角膜上皮障害が惹起されたこと

が示された（図 37 写真中央）。ばく露 1 日後の前眼部所見では、角膜が白濁
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しており、蛍光染色写真では角膜の白濁した部位に一致して、緑色の蛍光染

色を認めることより、角膜上皮が欠損したことを示している。 
一般的にばく露開始温度の高低は、電波ばく露中の組織 高到達温度に関

与する。今回のファントムのばく露開始温度は、動物の眼球の表面温度と比

べて明らかに低いこと、ファントムの体積は眼球の体積より、明らかに大き

いので直接比較はできないが、今回の実験結果を目安に動物実験での眼部の

温度上昇を類推すると、ジャイロトロンの出力を制御することにより、今後

のばく露装置の発振ソースとしてジャイロトロンを使用可能であると判断

した。 

 
  図 36：ジャイロトロン導波管よりファントムに 162 GHz ミリ波照射 

 

  
図 37：95 GHz 300 mW/cm2 6 分ばく露による眼障害 
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1.5.2. ジャイロトロンの導波管から家兎眼球への直接ばく露実験 

 
ジャイロトロンから発振した 162 GHz ミリ波を 4 羽の家兎の右眼のみに

ばく露した直後の典型例を図 38 に示した。ばく露眼の瞳孔径は非ばく露眼

に比べて縮瞳（炎症により瞳が小さくなる）しており、ばく露により眼内に

炎症が惹起されたことが示された。蛍光染色所見では、瞳孔領周辺が瀰漫性

に染色されていることより、角膜上皮に障害が及んだことが示された。一方、

非ばく露の僚眼には、縮瞳や蛍光染色等の異常所見は認めなかった。 
 

 
図 38：ジャイロトロンから家兎眼球への直接ばく露 

 
 

ばく露 1 日後の所見を図 39 に示す。4 羽中 3 羽は眼球中央部の角膜に白

濁を認めた。角膜に白濁を認めた 3 羽のスリット所見では、いずれの角膜も

浮腫を示した。前眼部検査で角膜の白濁を示さなかった 1 羽の角膜所見は、

瞳孔領中央部に角膜上皮障害を示す小さな眼障害を認め、その部位に一致し

て蛍光染色を認めた。角膜に混濁（白濁）を認めた 3 羽の蛍光染色所見は、

いずれも角膜中央部に緑色の蛍光染色部位を認めた。これら蛍光染色の形状

は一定ではなかった。 
蛍光染色部位の形状が家兎毎に異なったことより、ジャイロトロンから照

射されるミリ波は均一ではない可能性が示唆された（図 39：蛍光染色所見）。 
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図 39：162 GHz ミリ波をジャイロトロンの導波管より家兎眼に直接ばく露 

 
 

1.5.3. 95 GHz 用レンズアンテナを介した 162 GHz ミリ波の家兎眼球ばく

露実験 

 
ばく露実験を行った 4 羽の角膜表面温度は、53.6℃、74.8℃、75.0℃、75.0℃

とバラつきが大きかった。ばく露直後の所見でも 4 羽中 2 羽は明らかな障害

を認めなかったが、4 羽中 2 羽は、ばく露中に角膜混濁が認められた（図 40、
41）。前眼部所見では、瞳孔領より上部に角膜の白濁がばく露中より観察さ

れた。ばく露終了直後の細隙灯顕微鏡検査では、前房内（角膜と虹彩・水晶

体の間にある部位で、血液をろ過した房水で満たされている。図 40 写真中

央）に炎症惹起を示すフレア所見（図 40 矢印）を認めた。蛍光染色所見で

は、淡い蛍光染色は認めるが、明らかな上皮障害ではないことが示された。 
今回の結果で見られるばく露中の角膜表面温度やばく露直後の眼障害の

差は、ばく露ビームのプロファイルの違いと推定された。 
 

 
図 40：レンズアンテナを介した 162 GHz ミリ波ばく露所見（ばく露直後） 
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レンズアンテナを介した162 GHz 6分ばく露実験のばく露1日後の観察で

は、4 羽中 2 羽は角膜浮腫、上眼瞼浮腫、角膜上皮欠損を起こした。眼障害

（角膜混濁）がみられた家兎 2 羽のばく露中の角膜表面温度は 75℃であった。

一方、ばく露中の角膜表面温度が 74.8℃の家兎（#949）は、ばく露 1 日後

の所見は透明性を維持し、異常所見は認めなかった。家兎#949 のばく露中

の角膜表面温度は 53.6℃であったが、ばく露 1 日後の観察では、透明性を維

持し、異常所見を認めなかった（図 41）。 
 

 
図 41：レンズアンテナを介した 162 GHz ミリ波ばく露所見（ばく露 1 日後） 
 
 
1.6. 仮設環境温湿度管理チャンバー制御実験結果 
 

本実験に使用したジャイロトロンおよびばく露装置は、遠赤センター201
室内に設置されている。ばく露実験中の温湿度を制御するために、市販のグ

リーンハウスを設置し、仮設温湿度環境チャンバーとした（図 22C）。精密

空調機からダクトを介しグリーンハウス内に温度調節した空気を送り、チャ

ンバー内に加湿器を導入し、チャンバー内の温度を 24℃、湿度を 60％程度

になるように温湿度管理を試みた。 
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1.6.1. 精密空調機単独での環境チャンバー内温度制御 

 
建屋（201 室）の空調を切った状態で、チャンバー内の室温の推移を検討

した。その結果、実験開始時は 23℃であったが、チャンバー内の温度調節の

みでは 19℃まで低下したことより、建屋の空調なしでは環境温度が維持でき

ないことが明らかとなった。 
 

1.6.2. 建屋の空調＋精密空調機での環境チャンバー内温度制御 
 

建屋空調（27℃設定）、チャンバー空調（40℃設定： 高温度設定）でば

く露環境温度 24℃が達成できるかを検討した。その結果、建屋の空調単独（温

度設定：27℃）の条件下では、実験開始 30 分程度でチャンバー内の室温が

19℃から 22℃まで上昇した。チャンバー内の空調（温度設定：40℃）を組

み合わせることにより、実験開始 30 分で 19℃から 24.6℃まで上昇した。以

上より、建屋空調とチャンバー空調の連動で、24℃の室温環境が維持できる

ことが明らかとなった。 
 

1.6.3. 環境チャンバー内の湿度制御 

 
建屋温度設定 27℃＋チャンバー内の空調（温度設定：40℃）の条件で、

加湿器 2 台を設置し、チャンバー内湿度 60％を目標に実験を行った。開始時

チャンバー内温度 24.7℃（以下、「CT」と略す）、チャンバー内湿度 26％（以

下、「CH」と略す）の状態で加湿器（60％湿度設定）の条件で実験を開始し

た。チャンバー内の温湿度が実験動物飼養条件を満たすまで、加湿器の台数

を増やす実験を繰り返した。その結果、加湿器 6 台（70％湿度設定）で 終

的に CT 24℃、CH 60％の環境が維持できた。 
以上の冬季で湿度が低い条件での実験結果および仮設飼育室（レンタカ

ー）の温湿度管理の経験より、チャンバー自体の改良（予備実験では、ビニ

ール製のテントで外部との環境の遮断を行ったが、関係者会議で実験中の火

災発生の危険性を指摘されたため、テントを難燃性にすることを決定、図

42A）およびチャンバー自体に窓用エアコンを設置することとした（図 42B）。 
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図 42A：改良型環境チャンバー、図 42B：環境チャンバーエアコン 

 
ジャイロトロンから発振した 162 GHz ミリ波を導波管より直接、または

95 GHz で使用していたレンズアンテナを介して家兎眼にばく露する実験で

は、両実験結果ともにばく露後の眼障害にバラつきが認められた。これら

眼障害のバラつきの原因として、1) ミリ波を家兎眼球に当てる位置の精度

の問題、2) ばく露時（ばく露中）の環境変化（温度、湿度、風）、3) ジャ

イロトロンによるミリ波の発振自体の不安定要因、4) ジャイロトロンから

発振されたミリ波が物体（ファントムあるいは家兎眼）に当たった際の物体

からの反射の程度が不明、などが要因と考えられる。 
 

1) ミリ波を家兎眼球に当てる位置の精度の問題に関して、従来は通常の実験

台の上にレンズアンテナを設置し、高さ等の調節はラボジャッキにより

行っていた（図 43A）。また、ばく露位置を表示する赤および緑のレーザ

ーポインターは市販の自在アームを使用してばく露位置を設定していた

（図 43A）。一方、改良したシステムは、レンズアンテナ、赤および緑の

レーザーポインターの設置位置、表面温度を測定するサーモグラフィの

設置場所は、同一の治具上に固定するようにした（図 43B）。また、レー

ザーポインターやサーモグラフィの位置合わせを行うアームはより精度

の良いものを使用した（図 43B）。 
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図 43A：従来のばく露部位表示システム 

図 43B：改良を行ったばく露部位表示システム 
 
 

2) ばく露中の環境変化に関しては、仮設の環境チャンバーを設置したが、

設定した温湿度に到達するまでに時間を要し、これが実験遂行の律速段

階になることが予測された。また、電波利用の安心・安全を担保するた

めには、極端な環境条件下での動物実験結果も今後必要であると考える。

以上より、環境チャンバーの改良が必要と考えた。レンタカーを使用し

た仮設飼育室での実験データより、窓用エアコンの効果が示されている

ので、改良チャンバーには窓用エアコンを設置した（図 42B）。また、外

気との遮断に使用したビニール製のテントは、チャンバー内での火災発

生時に危険との指摘があり（関係者会議）、テントの素材を難燃性に変更

した（図 42A）。 
 

3) ジャイロトロンによるミリ波の発振自体の不安定要因については、現時

点では、ジャイロトロンの kW 級のパワー（煉瓦が熔ける程度の出力）

を動物実験で使用できる mW 程度にパワーダウンさせる方法を採用して

いるためであると考えられる。今後の実験では、ジャイロトロンのミリ

波発振が安定する領域で運転を行い、バリアブルアッテネーターにより

パワーを減弱し、家兎眼ばく露実験に必要なばく露量を得る準備を首都

大で行っている。 
 

4) ジャイロトロンから発振されたミリ波が物体（ファントムあるいは家兎

眼）に当たった際の物体からの反射の程度が不明である問題点について

は、以下の改良案を予定している。すなわち、ジャイロトロンからの電

波を家兎眼にばく露中に、ネットワークアナライザーを用いて、眼球か

らの反射を詳細に測定する実験を来年度早々に実施する予定である。 

 

上記対策を講じることにより、眼障害のバラつきが改善されるものと考える。 
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1.7. 角膜蒸散量測定結果 

 
1.7.1. 角膜蒸散量（両眼）測定の再現性 

 
VAPO SCANにより家兎角膜両眼の蒸散量をそれぞれ6回測定し、平均値、

標準偏差、変動係数を測定した。表 4 に測定結果を示した。右眼の蒸散量は

97.3±7.9 g／h・m2、左眼は 93.5±7.6 g／h・m2で、共に変動係数は 8.2％で

あった。 
 

表 4：VAPO SCAN による家兎角膜蒸散量の両眼再現性 

 
 
 

1.7.2. 6 分間ばく露直後の角膜蒸散量の比較 

 
162 GHz 約 0.1－0.15 W  6 分ばく露直後の VAPO SCAN による角膜蒸

散量の比較データを表 5 に示した。家兎 #954 のばく露眼（ばく露直後）角

膜蒸散量は 65.3±4.5 g／h・m2、非ばく露対照眼の角膜蒸散量は 79.5±4.1 g
／h・m2 であった。#955 のばく露眼角膜蒸散量は 71.3±6.4 g／h・m2、非

ばく露対照眼の角膜蒸散量は 83.0±10.4 g／h・m2、#956 はばく露眼 49.7±4.3 
g／h・m2、非ばく露対照眼 72.3±11.2 g／h・m2であった。統計解析では、

3 羽中 2 羽において、ばく露眼は対照眼に比べて角膜蒸散量が有意に低い結

果を示し、1 羽のばく露眼、非ばく露対照眼の角膜蒸散量に有意差はなかっ

た（表 5）。 
 

表 5：162 GHz 6 分ばく露直後の VAPO SCAN による角膜蒸散量の比較 
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VAPO SCAN は本来、香粧品科学や皮膚科領域で皮膚のバリア機能を評価

する機器として使用されている。皮膚のバリアが障害された際に経表皮水分

蒸散量（transepidermal water loss）が上昇するとの報告がある[17]。 
角膜は角膜上皮と角膜内皮がバリア機能を持ち、角膜の含水率は 78％前後

に維持されている[18]。このバリア機能（角膜上皮細胞層または角膜内皮細

胞層）の障害部位によって生じる角膜浮腫の種類が異なる。 
図 44 に角膜上皮バリアの損傷による角膜浮腫と角膜内皮バリア障害によ

る角膜浮腫の形態の相違を示した。Kues らは、60 GHz ミリ波ばく露では角

膜内皮障害を認めないことを報告している[19]。ミリ波ばく露による角膜障

害は角膜表面にミリ波が吸収され、発熱することにより角膜上皮細胞が障害

され発症する[6、10]。以上より、ミリ波ばく露により認められる角膜浮腫の

発生機序は、以下のことが考えられる。角膜上皮のバリア機構は角膜外部か

らの水の角膜内への侵入を抑制している。ミリ波の熱障害により、この角膜

バリアが障害された結果、角膜の前方より水が角膜内に侵入することにより、

前方に突出した角膜浮腫が形成されると考える（図 44）。 
 

 
図 44：角膜バリア障害部位による角膜浮腫所見の相違 

 
VAPO SCAN を本研究に導入した理由は、角膜上皮バリア機能が障害され

ることにより、経皮蒸散量の増加と同様に角膜蒸散量が上昇するとの仮説に

よる。しかし、電波ばく露直後の家兎角膜の角膜蒸散量測定結果は、予想と

反して 3 羽中 2 羽において、ばく露眼の角膜蒸散量が非ばく露対照眼に比べ

て有意に低かった（表 5）。 
ミリ波ばく露後の角膜厚の詳細な観察の典型例を図 45 に示した。非ばく

露眼の角膜厚は測定部位 3 部位ともに 0.36 mm（正常値：0.36－0.38 mm）

を示したのに対して、95 GHz 200 mW/cm2 10 分ばく露の条件では、ばく露

眼の角膜厚は 0.27－0.29 mm と菲薄化した。ばく露 1 日後の所見では、非

ばく露眼は、測定部位 3 地点とも 0.38 mm であったが、ばく露眼では 0.49
－0.59 mm と明らかな浮腫を認めた（図 45）。ミリ波ばく露後の角膜厚の推

移（ばく露直後に菲薄化し、ばく露 1 日後に肥厚する）は、40、60、75、
95 GHz ミリ波ばく露の一連の実験でも同様の所見を得ている。 

以上、従来のミリ波ばく露による角膜厚所見から角膜蒸散量の結果を考察

すると、ミリ波ばく露による角膜での発熱によって角膜上皮層が変性、脱水

することにより、角膜厚が菲薄し、また、角膜蒸散が阻害されたと考える。 
今後は、ばく露前の正常状態、ばく露直後、ばく露後の各状態での角膜蒸

散量と角膜厚の経時変化を詳細に測定する必要があると考える。 
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図 45：95 GHz ばく露後の角膜厚の推移 

 
 

Ⅴ まとめ 
 

1. レンタカーを利用して実験家兎の仮設飼育室を作り、福井大学遠赤外線領

域開発研究センター101 室に持ち込むことにより、福井大学動物飼養保管

施設としての認可を得た。この飼養保管施設は、実験終了後にはレンタカ

ー、施設ともに如何なる瑕疵も残すことなく、原状復帰を速やかに行えた。 

2. ジャイロトロンから発振した 162 GHz のミリ波を実験家兎眼にばく露で

きた。 

3. 162 GHz 約 1.1 W（ばく露量は目安）6 分ばく露により、ばく露直後に

眼内炎症の惹起を示す縮瞳と角膜上皮障害を示す瀰漫性の蛍光染色所見

を得た。ばく露 1 日後には角膜の白濁（角膜浮腫）、角膜上皮細胞に欠損

を示す蛍光染色所見がみられた。 

4. ミリ波ばく露中の環境条件を一定する目的と極端な環境条件でのミリ波

ばく露の眼障害の状態を把握する目的で、環境チャンバーを福井大学遠赤

外線領域開発研究センター201 室に設置した。 

5. ジャイロトロンを利用した 100 GHz 超の高周波ミリ波ばく露による眼障

害には、バラつきを認めた。バラつきの要因を検討し、来年度の実験で安

定した眼障害を得るための糸口をつかむことができた。 
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Ⅰ 要 旨 

 

本研究では，0.16THz 帯電磁波が眼部に及ぼす影響を明らかにするため，ジャイロトロン

をTHz波源とする眼障害閾値検索システムを開発する．また0.1THz以上の電力吸収の特性，

前眼部の熱輸送の特性を数値解析するための手法，そしてそれらの数値シミュレーション

結果から眼障害を推定するための数学モデルの構築と眼障害推定シミュレーションシステ

ムの開発を行う．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． 

 

 

動物実験用ばく露装置の開発とばく露評価 

 

イ-1 超高周波数帯高強度ばく露システムの開発 

・ジャイロトロンを波源とする 0.16THz 帯のばく露システムの構築を行った．ばく露シ

ステムにはレンズアンテナを用い，WR-06 規格の導波管系を用いたばく露装置を構成した．

ジャイロトロンと WR-06 規格の導波管の接続テストを行い良好に動作することを確認した．

また寒天ファントムを用いてばく露装置の動作試験を実施した．その結果として，６分間

のばく露で 40º 程度の温度上昇が得られることを確認し，ジャイロトロンを波源とした場

合，閾値検索のための十分な電力が得られることが分かった． 

 

イ-2 ばく露評価とばく露システムの保守およびばく露管理 

・0.16THz におけるレンズアンテナの焦点付近の電界分布測定を行い，そのデータから３

次元の電界分布の再構成を行った．また 0.16THz の電磁界ばく露のシミュレーションを前

述の実測からの再構成データを入射界として実施し，角膜における電力吸収の計算を実施

した．眼球モデルの解像度を検討した結果，0.16THz の計算には 0.25µm 解像度が必要であ

ることが分かった． 

 

超高周波数帯のドシメトリシステムの開発 

 

ウ-1 100 GHz 超の電磁界解析手法の開発 

0.1THz 以上の電磁界解析手法として，GPU を用いた超並列 FDTD の高速化の検討を行っ

た．検討には広帯域幅メモリ「HBM2」を用いた GPU での性能評価を行い，結果として FDTD 

法の超並列化により，140GFlops 程度の実行性能が得られることを確認した．また陰的解法

である LOD-FDTD 法の２次元眼球モデルを用いたばく露評価への適用を検討した．その結

果として CFL 数が５の時，従来の陽的解法の計算時間の 50%で計算できることが確認でき
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た．以上のことから陰解法が THz 領域のドシメトリに対して有用であることが分かった．

また数値ドシメトリにとって重要なパラメータである THz 帯における角膜の複素誘電率測

定の検討を行った．測定手法としてはテラヘルツ時間領域分光法を用いた．予備検討の結

果として約 0.2-1THz の周波数帯において比較的安定したデータが得られることが分かった． 

 

ウ-2 眼内外の対流熱輸送を考慮したコード開発 

今年度は試みとして，前房水の対流を考慮した 0.16THz のばく露における熱輸送解析を

実施した．その結果として 100mW/cm2 の入射電力密度のとき 6 分間で 30ºC 程度の温度上

昇が前房水の対流だけを考慮した場合得られることが分かった．また熱輸送コードについ

て角膜外部の空気の対流を考慮するコードの検討を行った． 

 

数理モデルによる超高周波数帯の眼障害閾値推定 

 

エ-1 細胞影響の温度閾値とそのばく露時間依存性に関する研究 

本年度は，HCEpC ヒト角膜上皮細胞をさまざまな条件の下で培養を行い，最終的に安定

した培養が可能となる条件を見い出した．また，セルカウンターや乳酸脱水素酵素(LDH)

活性の測定を行い細胞死の測定系を確立した．さらに，インキュベータを使用した高温ば

く露系を開発し，高温ばく露の場合のばく露温度と影響指標の関係の測定データから，プ

ロビット関数を用いて，温度の閾値を求める方法を考案した．生残率以外の指標に関して

は，高温ばく露後のヒートショックプロテイン(HSP27，HSP70)，リン酸化（活性型）Akt

およびリン酸化（活性型）mTor の量を試験的に測定した．一方で，アレニウスモデルに基

づき，温度閾値の実験データから，ばく露温度・時間と障害性の関係を定式化する方法を

構築した． 

 

60 GHz 帯システムのドシメトリと人体への影響評価 

 

オ-1 60 GHz 帯システムの調査と波源の選定 

WiGig などの無線 LAN 規格に使用されている新たな 60GHz 帯システムのばく露波源と

しての調査を行った．ビームフォーミング機能などを有する新たな 60GHz 周波数帯の電波

利用の技術基準を考慮し，利得の高いアンテナである集光型のレンズアンテナを数値的な

ばく露評価に使用することの予備検討を行った．高解像度の眼球モデルを用いて角膜への

電力吸収と対流熱輸送を考慮した温度上昇のシミュレーションを実施しばく露評価の検討

を行った． 
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II 研究全体の背景と目的の内容 

 超高周波帯が日常生活で十分に活用されることにより，国民生活の質は飛躍的に向上

することが期待されるため，その活用推進が求められている．30-300 GHz の超高周波の利

用はすでに拡大し始めており，「無線通信」や「セキュリティ検査」，皮膚癌検査等の「医

療アプリケーション」等は既に実用化が進んでいる．60 GHz や 77 GHz 帯ではハイビジョ

ン画像データ通信や衝突防止レーダーが既に実用化されており，120〜300 GHz においても

無線通信やセキュリティ検査技術に関して実用化に向けた実証試験や実用化研究が開始さ

れている（総務省 R&D 研究）．一方で，100-300 GHz の超高周波での研究知見は大幅に不

足しており，この領域における電波利用が開始される前に，生物学的な検証データの収集

が必須である．生体影響に関する十分な根拠がない状態での利用促進には国民の不安を伴

う．また一方で，不必要に厳しい安全基準は電波活用の普及を阻み，国民にとって大きな

不利益ともなり得る．そのためにも超高周波帯の電波ばく露の安全性を適切に評価し，根

拠となる生体影響データを蓄積することは必要不可欠である． 

超高周波のほとんどは体表で吸収されるため，生体影響を考慮すべき部位は皮膚および

眼部である．100-300 GHz 帯の超高周波は周波数の増加に伴い体表の浅い部位に吸収される

が，ばく露障害を受けやすい眼表面（角膜）に関しては血流がなく，また生体内波長・侵

入深さが角膜組織厚と同程度のオーダであることから，体表内外での熱の輸送を十分に考

慮した上での影響評価が必要である．しかし，これまで 100-300 GHz の超高周波帯では，

その周波数帯固有の熱輸送を体表内外で考慮した生体影響についての研究知見がほとんど

ないため，眼表面への安全性が十分に確認できない状態である． 

一方で，Tri バンド（11n: 2.4 GHz, 11ac: 5 GHz, 11ad: 60 GHz）の WiFi チップセットの普

及が見込まれており，100 GHz 以上の超高周波数帯に近接する 60 GHz 帯を使用する次世代

無線 LAN 規格の WiGig などを使用する製品の増加が想定される．このような背景から 60 

GHz 帯の電波利用に関する技術基準が情報通信審議会において議論されているが，この技

術基準が眼部へのばく露に関わる熱的生体影響とどのような関係にあるかについての知見

もほとんどない． 

以上より本研究の目的は，ミリ波帯電波についてこれまで報告されている研究知見を総

合的に評価し，現在の電波防護指針の妥当性について検証するとともに，将来の電波防護

指針改定等のために必要な安全性評価の方向性を明らかにすることである．そのための成

果目標として以下の項目を設定した． 
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ジャイロトロンを用いた熱的障害閾値を検索可能な超高周波帯高強度電磁界ばく露シス

テムを開発する． 

上記システムを用いて，160 GHz から 265 GHz の間の適切な周波数を選択し超高周波数

帯における眼障害の閾値を動物実験により明らかにする． 

超高周波数帯における角膜内外の熱輸送について明らかにするため動物実験とシミュレ

ーションを実施する．動物実験では眼球組織内での温度測定を行い，また角膜外部の外気

流と角膜内部の房水の対流の特徴を明らかにする．シミュレーションでは家兎の眼球モデ

ルを用い，超高周波数帯に適した電磁界シミュレーション技法を検討し，実験で得た温度

計測と対流熱輸送の結果と首尾一貫するような角膜内外での流体熱輸送を考慮した計算コ

ードを開発する． 

眼障害の閾値を推定するための数理モデルを検討し，それに基づいた計算機シミュレー

ションシステムを構築する．閾値の推定モデルの構築ではその精密化のため，角膜上皮細

胞を用いた温度ばく露実験を実施し，熱障害の温度閾値と温度ばく露依存性の関係を明ら

かにする．細胞実験により得たデータに基づいた理論的なモデルを構築し，電磁界及び熱

輸送シミュレーションと連携し閾値推定を行う．最終的には動物実験の閾値検索結果と首

尾一貫するように閾値推定シミュレーションシステムの最適化を行い，実験で実施した以

外の周波数においても閾値推定を行う．またヒトの眼球モデルに閾値推定シミュレーショ

ンを実施し，ヒトの眼球に与える影響について定量的な推測を行う． 

実用化される 60 GHz WiGig システムの電波の放射特性について調査を行い，それに基づ

いたヒトの眼球モデルを用いた計算機シミュレーションに基づいたばく露評価を実施する．

ばく露評価では電磁界解析による吸収電力の評価，流体熱輸送を含めた温度上昇の評価，

および 4.において開発した障害閾値推測システムを用いた評価を実施し，眼球への熱的影

響のリスクに関する考察を行う． 

上記の 2. 4. 5. の結果及びこれまで金沢医科大学・首都大学東京のグループで実施してき

たミリ波帯における障害閾値の既存データを総合的に評価し，我が国の電波防護指針の妥

当性および国際的なガイドライン・規格との整合性を検証する．検証結果に基づき将来の

電波防護指針の安全性の評価方法について提言を行う． 

なお，本研究の全体的な枠組みは次のとおりである． 
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 超高周波の電波ばく露による眼部等の人体への影響に関する定量的調査 

 

（ア）超高周波ばく露が家兎眼球に与える影響について 

ア－１ 超高周波ばく露による障害発生の経時変化，治癒過程， 

障害発生閾値検索 

ア－２ 超高周波ばく露による眼内での熱輸送の検討 

ア－３ 超高周波ばく露による眼外での熱輸送の検討 

 

（イ）動物実験用ばく露装置の開発とばく露評価 

イ－１ 超高周波数帯高強度ばく露システムの開発 

イ－２ ばく露評価とばく露システムの保守およびばく露管理 

 

（ウ）超高周波数帯のドシメトリシステムの開発 

ウ－１ 100 GHz 超の電磁界解析手法の開発 

ウ－２ 眼内外の対流熱輸送を考慮したコード開発 

 

（エ）数理モデルによる超高周波数帯の眼障害閾値推定 

エ－１ 細胞影響の温度閾値とそのばく露時間依存性に関する研究 

エ－２ 眼障害閾値推定システムの開発 

エ－３ シミュレーションによる閾値推定 

 

（オ）60 GHz 帯システムのドシメトリと人体への影響評価 

オ－１ 60 GHz 帯システムの調査と波源の選定 

オ－２ 60 GHz 帯システムの電磁界・温度ばく露評価 

オ－３ 数理モデルを用いた熱的影響の評価 

 

（カ）超高周波数帯眼障害閾値の総合的な評価 

 

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「イ）動物実験用ば

く露装置の開発とばく露評価」，「ウ）超高周波数帯のドシメトリシステムの開発」，「エ）

数理モデルによる超高周波数帯の眼障害閾値推定」，「オ）60 GHz 帯システムのドシメトリ

と人体への影響評価」に関する平成 28 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金沢医科大学による報告書を参照されたい． 
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III 動物実験用ばく露装置の開発とばく露評価 

3.1 超高周波数帯ばく露システムの開発 
 
3.1.1 はじめに 

 

従来の周波数 95 GHz までのばく露実験では波源として MMIC (Monolithic microwave 

integrated circuit) 発振器が用いられている.図 3.1.1 にテラヘルツ帯電波における各発振器の

出力電力を表す図を文献[1]より引用し示す． 

横軸は周波数[THz]を示し，縦軸は出力電力[W]を示す．図 3.1.1 より周波数 0.1 THz 以上

における MMIC 発振器の出力電力は周波数 0.1 THz で 1 W 程度であり，周波数が高くな

るにしたがって減少していく．ばく露実験に要求される出力電力は 数 W 程度であるため，

MMIC 発振器では，100 GHz 以上でばく露実験に必要な出力電力を得ることが困難である． 

そこで本研究では，周波数 100 GHz 以上での高出力なばく露実験を行うため，ばく露実験

の波源としてジャイロトロン[2]の利用を検討した．ジャイロトロンはプラズマ加熱や電子

スピン共鳴計測における波源として利用されており，大電力で超高周波帯電波を発振させ

ることを目的とした電子管である．ジャイロトロンの出力電力は周波数 100 GHz 以上にお

いて 1 kW から数 MW である．ジャイロトロンの出力電力をばく露実験に適切な電力まで

減衰させることができれば，100 GHz 以上でのばく露実験が実現可能であると考えられる．

以上より，周波数 100 GHz 以上でのばく露実験を可能とするために，ジャイロトロンを波

源に用いたばく露システムの開発を検討する． 
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図 3.1.１ テラヘルツ帯における各発振器の出力電力と THzギャプ．文献 [1]より引用 

 
3.1.2 0.16THz ばく露システムの構築 

 

ばく露システムの波源には，福井大学遠赤外領域開発研究センターが開発したジャイロ

トロン FUCWGV[3]を用いる．ジャイロトロン FUCWGV の発振周波数は，0.16 THz から 

0.265 THz であり，ここでは，0.16 THz の発振周波数を想定した家兎眼へのばく露システム

について述べる． 

ジャイロトロンは大電力で超高周波帯電波を発振させることを目的とした電子管である．

ジャイロトロンの概念図を図 3.1.2 に示す．ジャイロトロンは主に電子銃，空洞共振器，出

力窓，コレクタから構成される．以下にジャイロトロンの発振原理の概要を示す．電子銃

から高圧で打ち込まれた電子は，超電導マグネットから生じる磁力線に巻きつくようにら

せん運動をする．その運動エネルギーは電磁波エネルギーに変換され空洞共振器の周波数

で発振する．このような原理を用いてジャイロトロンは高出力でミリ波，テラヘルツ波を

発生させる． 

今回ばく露実験への適用を検討しているジャイロトロン FUCWGV の外観を図 3.1.3 に示

す．ジャイロトロン FUCWGV の仕様として出力電力は 1 kW であり，発振される電磁波

は多モードとなる．出力窓は直径 40 mm のオーバーサイズ導波管と接続される．これらの

特徴を踏まえ，ジャイロトロンを波源としたばく露システムを開発する． 
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図 3.1.2 ジャイロトロンの概念図 
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図 3.1.3 ジャイロトロン FUCWGV 
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図 ばく露システム構成図
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本研究で検討したばく露システムの構成図を図 3.1.4 に示す．ばく露システムは，ジャイ

ロトロン FUCWGV，オーバーサイズ導波管，テーパー導波管，ばく露用アンテナ，その他

各種ミリ波コンポーネント（WR-06 規格）で構成する．ジャイロトロン FUCWGV の出力

電力は数 W に粗調整し，WR-06 の導波管系に可変の減衰器を導入し電力の微調整を行う．

粗調整により WR-06 の導波管系に入力する電力は最大 5W とし，導波管コンポーネンド類

はその入力電力に耐えうる定格を持つものを仕様する． またばく露用アンテナとしては円

錐ホーンと誘電体レンズを組み合わせた集光型誘電体レンズアンテナを使用する．集光型

誘電体レンズアンテナは家兎眼への局所的な照射が可能であり，電磁波を集光させばく露

対象物への電力吸収量を効率的に増加できる．家兎眼部への電波ばく露のための適切なア

ンテナの選定が必要であり，本研究ではまずばく露用アンテナについて検討を行った． 
 
 
3.1.3 誘電体レンズアンテナの検討 
 

本研究では下記の３タイプの誘電体レンズアンテナの検討を行った． 

（１）強集光型レンズアンテナ 

（２）弱集光型レンズアンテナ 

（３）平行ビーム型レンズアンテナ 

それぞれのレンズアンテナに関して電界分布の測定を行った．その結果を図 3.1.5 – 3.1.8

に示す．また，レンズアンテナからの距離と 3dB 幅の関係についてまとめた結果を表 3.1.1

に示す．強集光型のレンズアンテナの焦点付近では 3dB 幅が約 2mm 程度であり，家兎眼の

角膜の直径が 13mm であることを考慮すると比較的小さな照射スポットである．また弱集

光型のレンズアンテナの場合 3dB 幅が約 7-9mm であり，角膜の直径に対して比較的広い範

囲の照射が行えることがわかる．これまで行ってきた 40GHz から 95GHz までの照射実験で

の 3dB 幅は約 10mm-4mm 程度であり，角膜障害のモデルをこれまでの低周波側の実験と首

尾一貫したものにするためには弱集光型のアンテナが適していると考えられる．一方で周

波数が上昇すると回折限界の値が小さくなるために潜在的に電磁波の収束が強い条件が存

在する．このような理由から強集光型での角膜障害に関する知見の収集も必要である．ま

た，強集光タイプのばく露と弱集光タイプのばく露で障害閾値がどのように変わるかも人

体防護を考える上で重要であると考えられる． 
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図 3.1.5 強集光型レンズアンテナの電界分布(160GHz, アンテナからの距離 147mm) 

 
 
 

 
 
図 3.1.6 強集光型レンズアンテナの電界分布(160GHz, アンテナからの距離 137mm) 
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図 3.1.7 弱集光型レンズアンテナの電界分布(160GHz, アンテナからの距離 229mm) 

 
 
 

 
 
図 3.1.8 平行ビーム型レンズアンテナの電界分布(160GHz, アンテナからの距離 195mm) 
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表 寒天ファントムを用いたばく露実験

 

 
 
 
3.1.4 寒天ファントムを用いたばく露実験 
 

本研究では家兎眼へのばく露時に，角膜障害が観察される程度の十分に強い電力が得ら

れているかどうかを確認するため，寒天ファントムを用いた 160GHz 帯の電磁波照射実験

を行った．ジャイロトロンの出力窓の外には電波を導くための内径 30mm 程度のオーバー

サイズ導波管が設置されており，照射実験ではその先端に図 3.1.9 に示すような，テーパー

管を取り付けファントムに対する照射実験を行った．テーパーの先端の内径は直径 10mm

である．また電力測定には図 3.1.10 に示す電力計（Gentec-EO 製 THZ12D）を用い，図 3.1.11

のように測定を行った． 

また，寒天 5%と純水 95%で構成される１片 50mm の立方体寒天ファントムを図 3.1.11 の

ようにテーパーの先端から 20mm の距離に設置し，161.9GHz でばく露実験を行った．Duty

比 99.9%, 電力 1.1W において６分間のファントム表面温度の上昇を赤外線サーモカメラ

（FLIR 製 CPA‐T620）で測定した．結果として最大の温度上昇で約 17ºC 程度になり，

角膜障害を得るのに十分な温度上昇が得られることが分かった． 
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図 ジャイロトロンのオーバーサイズ導波管の先端に付けられたテーパー管

 

 
図 電力測定に使用した電力計（ 製 ）
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図 3.1.11 電力測定に使用した電力計（Gentec-EO 製 THZ12D） 

 
 

 
 

図 3.1.12  寒天ファントムを用いたテーパー管先端からの 161.9GHz ばく露実験 
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次に，レンズアンテナを用いた 161.9GHz のばく露システムを構築し同様に寒天ファント

ムに対する照射実験を行った．図 3.1.13 に示すのは構築したばく露システムである．この

システムでは入力電力を導波管に接続できるパワーセンサ(VDI 社製 PM5）を用いてアンテ

ナへの入力電力を測定した．使用したアンテナは前述の強集光型である．この実験におい

てアンテナへの入力電力が約 400mW（160GHz 帯での精密な較正が行われていないことに

注意が必要である）とし，6 分間のファントムへのばく露を実施した．このときレンズアン

テナとファントムとの距離は 150mm である．この結果として焦点付近に配置したファント

ムの最大温度上昇が約 65ºC であり，レンズアンテナを使用した場合にも十分に角膜障害が

得られるだけの電力密度になることが分かった． 

 
 

 
 

図 3.1.13 レンズアンテナを用いた 161.9GHz ばく露システム 
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3.1.5 家兎眼へのばく露実験 
 

上述の強集光型誘電体レンズアンテナを用いたばく露システムを用い，図 3.1.4 に示すよ

うに家兎眼へのばく露実験を実施した．前述のファントムを使用した実験から，電波の一

番集光する焦点位置でのばく露は非常に強い角膜障害が予測されることから，レンズアン

テナと家兎眼の距離を 140mm とし，焦点の位置から 10mm アンテナ側の位置で家兎眼のば

く露実験を実施した．実験条件は周波数 161.9GHz，アンテナへの入力電力は約 140mW

（160GHz 帯での精密な較正が行われていないことに注意が必要である），ばく露時間は 6

分である．ファントムにおけるばく露実験と同様に赤外線サーモグラフィーカメラを用い

て照射中の角膜表面の温度を測定した．結果として，角膜の最大温度上昇は約 17ºC であっ

た．この照射により，角膜表面の障害が観察されており，ばく露装置としては十分に機能

することが示された．しかし現状で電力の測定が精密でなく，今後パワー160GHz 帯におけ

るパワーセンサの精密な較正が必要になる． 
 

 
図 3.1.14 家兎眼への 161.9GHｚばく露実験 
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3.2 ばく露評価とばく露システムの保守およびばく露管理 
 
3.2.1 レンズアンテナからの の 次元電界測定 

 
3.2.1.1 ２次元電界測定の方法 

 

2 次元電界測定には図 3.2.1 に示すような測定装置を用いた．自動ステージとネットワー

クアナライザを同時に制御するプログラムを Visual Basic 2010 Express で作成し，自動で測

定を行った．図 3.3.2 のようにレンズアンテナの中心軸を z 軸として，(−xmax,−ymax) か

ら (xmax,ymax) まで ∆x,∆y ずつ測定プローブを移動させながら S パラメータを測定し

ていく．アンテナ側を 1 端子，プローブ側を 2 端子として S21 を測定することで相対的

な電界分布を測定した． 

測定プローブは切り離し導波管であり，伝搬モードは TE10 モードなので電界の 1 方向

成分のみを測定することができる．測定プローブと拡張モジュールの間に同じ長さのスト

レート導波管もしくはツイスト導波管を挟み，測定プローブを 90 度回転させることで電

界の x 方向成分と y 方向成分の両方を測定した． 

 

図 ２次元電界測定装置の概略図
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図 ２次元電界測定方法の説明図

 

 

実際の測定装置の写真を図 3.2.3 に，使用した機器を表 3.2.1 に示す． 
 

図 実際の測定装置
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表 3.2.1 使用機器 

 

 
3.3.1.2 2次元電界の測定条件 
 

測定環境を表 3.2.2 に，測定条件を表 3.2.3 に，測定距離の説明図を図 3.2.4 に，測定範

囲の説明図を図 3.2..5 に示す． 

実際に必要な 2 次元電界の範囲は 25mm × 25mm だが，電界の中心の位置がずれていた

ときに調整するために，電界の y 方向成分の振幅が最大となる位置を中心とした 30mm × 

30mm の範囲を測定した． 

測定間隔 (∆x,∆y) は，先行研究 [1] より 95GHz の 2 次元電界は 1mm 間隔での測定デ

ータから 3 次元再構成可能であることが分かっているので，160GHz においては測定間隔

を半分の 0.5mm とした． 

測定距離は電界の y 方向成分の振幅が最も大きくなる距離に設定した．このとき，レン

ズアンテナの誘電体レンズの表面中央から測定プローブの先端までの距離が 104mm であ

った． 

また，室温が変動しないように空調を稼働させ続けた． 

自動 y 軸ステージの可動範囲が 20mm だったので，可動範囲 10mm の手動 y 軸ステ

ージをつなげて 2 回に分けて測定を行い，その後 2 つのデータをつなげた． 

 
表 3.2.2 測定環境 
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表 測定条件

図 測定距離

図 測定範囲
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3.2.1.3 2次元電界の測定結果 

 

実際に測定した 2 次元電界分布を図 3.2.6-3.2.9 に示す．同じ場所の電界を測定したはず

だが，x 方向成分と y 方向成分で中心位置がずれている．これは，使用したストレート導

波管とツイスト導波管が完全にまっすぐではないことが原因と考えられる． 

PWS 法によって 2 次元電界を 3 次元電界に再構成するためには，このずれを補正する

必要がある． 

 

 
図 3.2.6 ２次元電界の x 方向成分の振幅  図 3.2.7 ２次元電界の x 方向成分の位相 

 

 
図 3.2.8 ２次元電界の y 方向成分の振幅  図 3.2.9 ２次元電界の y 方向成分の位相 
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中心位置のずれを補正した 2 次元電界データを図 3.2.10-3.2.13 に示す．この補正後の 2 

次元電界を，PWS 法により 3 次元電界に再構成する． 

 
図 3.2.10 ２次元電界の x方向成分の振幅   図 3.2.11 ２次元電界の x方向成分の位相 

（補正後）                  （補正後） 

 

 
図 3.2.12 ２次元電界の y方向成分の振幅   図 3.2.13 ２次元電界の y方向成分の位相 

（補正後）                  （補正後） 
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3.2.2 PWS 法による 2 次元電界の 3 次元再構成について 

 
3.2.2.1 PWS法の原理[3] 
 

散乱界 FDTD 法のによる家兎眼内部の SAR 計算の入射電界を作成するために，測定し

た 2 次元電界を PWS 法を用いて 3 次元電界へと再構成した． 

PWS(Plane Wave Spectrum) 法とは，任意の電磁波を平面波の和に分解する考え方で，測

定した 2 次元電界分布 (電界の x 方向成分 Ex,y 方向成分 Ey) から 3 次元の電界分布 

(Ex,Ey,Ez) を再構成することができる． 

 

電界ベクトルの x 成分 Ex(x,y,0) の 2 次元フーリエ変換を Ax(kx,ky) とすると，フー

リエ変換は 

     

 

Ax を逆フーリエ変換することで，任意の位置の Ex が求まる． 

     

kz は 

     

により求めることができる． 

Ey も同様の方法で求めることができる． 

真空中においてガウスの法則に対して次の式が成り立つ 

     

 
式 (3.2.4) に式 (3.2.2) を代入することにより Ez が求まる． 
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3.2.2.2 ３次元再構成の条件 

 

PWS 法による 3 次元再構成の条件を表 3.2.4-3.2.5 に示す． 

PWS 法では粗いデータを補完し細かいデータにすることが可能なので，散乱界 FDTD 

法のセル数にあわせ，データ数 10003 の 3 次元電界へと再構成した．また，図 3.2.14 の

ように電界を測定面から z 軸正方向にのばすように再構成した． 

 
表 3.2.4 再構成前の２次元電界データ 

 

表 3.2.5 再構成後の３次元電界データ 

 

 

 

 

図 3.2.14 次元再構成のイメージ図 
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3.2.2.3 ３次元再構成の結果 
 

2 次元電界の各方向成分ごとの 3 次元再構成結果を図 3.2.15-3.2.20 に, 電界強度の実効

値の分布を図 3.2.21-3.2.22 に示す． 

図 3.2.19-3.2.20 から，再構成がずれてしまっていることが分かる．これは，2 次元電界の 

x 方向成分と y 方向成分の中心位置のずれを補正しきれていないことが原因と考えられ

る．この問題の解決策としては，より精密な導波管を用いて 2 次元電界測定を精密に行う

こと，2 次元電界の測定点数を増やすことで解像度を上げ位置ずれの補正の精度を上げる

ことなどが考えられる． 

しかし，図 3.2.21-3.2.22 から散乱界 FDTD 法を用いた家兎眼内部の SAR 計算において

最も重要である電界強度分布はおおむね再構成ができているように見える．このため，本

研究ではこの 3 次元電界がうまく再構成できていると仮定し，散乱界 FDTD 法の入射電界

として使用することにした． 
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図 3.2.15 再構成された３次元電界の      図 3.2.16 再構成された３次元電界の 

    ｘ方向成分の振幅 (z=0 平面)             x方向位相(z＝0 平面) 

 

 
図 3.2.17 再構成された３次元電界の      図 3.2.18 再構成された３次元電界の 

    ｙ方向成分の振幅 (z=0 平面)             ｙ方向位相(z＝0 平面) 
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図 3.2.19 再構成された３次元電界の      図 3.2.20 再構成された３次元電界の 

   ｚ方向成分の振幅 (z=0 平面)             ｚ方向位相(z＝0 平面) 

 
 
 
 

 
図 3.2.21 再構成された３次元電界の      図 3.2.22 再構成された３次元電界の 

    電界強度の実効値分布(z=0 平面)        電界強度の実効値分布(z＝0 平面) 
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3.2.3 散乱界FDTD 法による家兎眼内部のSAR 分布の算出 
 
3.2.3.1 散乱界FDTD法 [4] 
 

レンズアンテナから照射される電界分布が家兎眼内にどのように吸収されるかを求める

計算の方法として，散乱界 FDTD 法を使用した．散乱界 FDTD 法を用いることでレンズ

アンテナを散乱帯として扱わずにすむので，波源のモデル化をする必要がなくなる．散乱

界 FDTD 法では入射界が分かっている状態で散乱界を求めることで全電磁界をもとめる．

散乱電磁界を求める式を以下に示す． 

ここで，式（3.2.7）より解析領域内すべての透磁率が µ0 であれば，入射磁界を与える必

要がないことが分かる． 

 

 
3.2.3.2 散乱界FDTD法のセルサイズの決定 
 

散乱界 FDTD 法では，セルサイズを十分小さくしなければ生体内部の SAR 分布が過大

評価になってしまうことが知られている．そのため，どの程度までセルサイズを小さくす

るべきか調査する必要がある． 

図 3.2.23 は，セルサイズを 100µm,50µm,25µm と変化させた時の家兎眼の眼軸上の SAR 

分布である．100µm セルの SAR 分布は 50µm,25µm セルの時と比べて明らかに過大評価

となっており，50µm セルの SAR 分布も 25µm セルの SAR 分布と比較すると過大評価

となっている．このことから，160GHz の電磁界による家兎眼内部の SAR 分布を散乱界 

FDTD 法を用いて計算するためには少なくとも 25µm までセルサイズを小さくする必要

があることが分かる． 

また，今回は 25µm までしかセルサイズを縮小できていないため，セルサイズ 25µm の

散乱界 FDTD 法を用いて家兎眼内部の SAR 分布を算出するが，実際にはセルサイズをさ

らに縮小させる必要がある可能性が高い． 
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図 におけるセルサイズ毎の 分布の比較

 
3.2.3.3 散乱界FDTD法の条件 
 

表 3.2.6 に今回使用した家兎眼の各組織の複素誘電率を，表 3.2.6 に散乱界 FDTD 法の計

算条件を，図 3.2.24 に今回使用した家兎眼モデルの断面図を示す． 

家兎眼のモデルは，先行研究 [2] で作成されたモデルを用いた．160GHz の家兎眼の複

素誘電率は，現段階で推定できていないので 110GHz の複素誘電率 [5][6] を代用した． 
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表 3.2.6 家兎眼モデルの各組織の複素誘電率 [7][8] 

 

表 3.2.7 散乱界 FDTD 法の計算条件 

 

 

 

図 3.2.24 FDTD 法に使用した家兎眼モデルの断面図 
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3.2.3.4 SAR の算出結果 
 

散乱界 FDTD 法による 160GHz 電磁界入射時の家兎眼内部の SAR 分布の算出結果を

図 3.2.25 に示す． 

角膜でほぼすべての電力が吸収されていることが分かる．この SAR 分布を平均化し，

熱輸送プログラムにセルサイズを合わせることで熱輸送解析の熱源として使用する． 

本論文で使用した家兎眼モデルには本来角膜表面上に存在している涙液層が考慮されて

いない．涙液層の厚さは 7µm 程度と薄いが，100GHz を超える周波数の電磁波は図 3.2.24

から分かるようにエネルギーの大部分が角膜表面付近で吸収されるため，今後は涙液層を

モデルに取り入れる必要がある可能性がある． 

 

図 SAR の算出結果 (左：全体，右：拡大)
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Ⅳ 超高周波数帯のドシメトリシステムの開発 

 

4.1 100GHz 超の電磁波解析手法の開発 
 
4.1.1  GPU を用いた高速化の検討 

 
4.1.1.1 はじめに 
 

近年，並列演算性能の高いメニーコアプロセッサを用いたシミュレーションの高速化が

多くの科学技術分野で検討されている．メニーコアプセッサの主な例として GPU (Graphics 

Processing Unit)や Intel MIC(Many Inte- grated Core)が挙げられる.我々はこれまでに FDTD 

法(Finite Difference Time Domain Method)の GPU 及び Intel MIC への実装について，性能評

価や性能解析を行い[1]，実行性能を決める要因としてプロセッサのメモリバンド幅が重要

であることを明らかにしてきた． 2016 年にリリースされた NVIDIA GPU の最新のアー 

キテクチャである Pascal アーキテクチャはデバイスメモ リとして  3 次元積層構造の 

DRAM である HBM2(High Bandwidth Memory 2)を搭載し，その最大メモリバンド幅は前

世代のアーキテクチャの 3 倍程度の 720GB/sec であり，FDTD 計算の高速化が期待され

る．本稿では，3 次元 FDTD 法を Pascal アーキテクチャ GPU 上へ実装し，その実行性

能を評価する．  
 
 

4.1.1.2 性能測定条件 
 

本稿では標準的な電磁界 FDTD 法の性能測定を行う．  

境界条件として，Berenge の PML 吸収境界条件を 16 層 配置する場合と，PML を配

置しない(完全反射壁)場 合のそれぞれで測定を行う．計算規模依存性について調 べるため，

43，1283，2563，5123 セルの各場合の実行 性能を測定する.プロセッサには NVIDIA Pascal 

アーキテクチャの Tesla P100，NVIDIA Kepler アーキテクチャの Tesla K40，Intel MIC ア

ーキテクチャの Xeon Phi 7120P を用いて性能比較を行う.各プロセッサの実 効メモリバン

ド幅はそれぞれ，500GB/sec，183GB/sec， 155GB/sec であった.並列化の実装には GPU の

場合 CUDA を，Intel MIC の場合には OpenMP を用いた.． 
 
  



 

  
H28_超高周波 37 

 

 
4.1.1.3 測定結果 
 

図 4.1.1に Tesla P100 への実装の実行性能の規模依存性を，図 4.1.2-4.1.3に規模 5123セル

における各プロセッサの実 行性能比較を示す． 

図 4.1.1 より，PML の有無にかかわらず計算規模が大きいほど実行性能が高く，より大

規模な問題において Pascal アーキテクチャ GPU への実装による高速化が有効であること

が確認できる.PML を配置したモデルにおいて はこの傾向が顕著に表れている.． 

図 4.1.2 より，PML なしの場合の Tesla P100 の実行性能は 170GFlops であり，Tesla K40 

の 2.9 倍，Xeon Phi 7120P の 4.0 倍であることが確認された．図 4.1.3 より，PML16 層 を

配置した場合の Tesla P100 の実行性能は 140GFlops であり，Tesla K40 の 2.5 倍，Xeon 

Phi 7120P の 4.0 倍 であることが確認された.これより，Pascal アーキテク チャ GPU へ

の実装による高速化は PML 層を配置するような現実的なアプリケーションの高速化にも

有効であると考えられる．  
 

 
図 4.1.1 電磁界 FDTD 法の Tesla P100 上での実行性能の規模依存性 
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図 4.1.2 PML なしの実装におけるプロセッサの実行性能比較(規模:5123 セル)  

 

 

図 4.1.3 PML16 層を配置した実装におけるプロセッサの実行性能比較(規模:5123 セル) 
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4.1.2 LOD-FDTD 法による眼球モデルの解析の検討 
 
4.1.2.1 はじめに 
 

時間の刻み幅に制限を受けない FDTD 法として，局所 1 次元 (LOD) 法に基づく手法が

開発されている [1].波長 に比べ空間の刻み幅が極めて小さくなる問題に対して計 算時間

の短縮が顕著になる.LOD-FDTD 法はこれまで 様々な分散性媒質を解析するために拡張さ

れてきた [2]. しかし，導電率を考慮した一般的な定式化による検討は 多くない.本稿では，

導電率を考慮した LOD-FDTD 法 の定式化を行い，基礎検討として 2 次元の眼球モデル

を 解析する.  

 

 
4.1.2.2  LOD-FDTD 法 

導電率を考慮した 2 次元 LOD-FDTD 法の第 1 ステッの計算式 (TM 波) は  
(4.1.1) 

 

(4.1.2) 

 

 

  

(4.1.3) 

 

となる．上式で，σ は導電率，c は光速，εr は比誘電率， μr は比透磁率，Z0 は真空中

の特性インピーダンスであ る.E と H の振幅を揃えるため，界は正規化されている .式 

(4.1.3) を式 (4.1.2) に代入して陰的に，引き続き式(4.1.3)を陽的に解く.第 2 ステップの計

算も同様である． 
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4.1.2.3  LOD-FDTD 法への眼球モデルの適用 
 

計算精度を評価するため，眼球モデル [3],[4] を取り上  げる.本稿ではヒトの眼球の  2 

次元断面を解析する.構 造及び材料パラメータには，文献 [4] の値を用いる.入 射波として 

x 方向にガウス分布を持つ界 (f = 95 GHz) を z = 10 mm から+z 方向に励振する.空間の刻

み幅 を ∆x = ∆z = 50 μm に選ぶ.  
図 4.1.4 に陽的 FDTD 法と LOD-FDTD 法の Ex 成分の 界分布を示す.入射振幅を基準

とし dB 表示している.  
陽的 FDTD 法で取り得る最大の時間刻み幅を ∆tCFL と し，∆t/∆tCFL を CFLN と定義

する .図から，電磁波の一部が眼球に侵入し一部が反射していることがわかる. 入射パワー

に対して反射パワーは約 30 %である.また， CFLN = 5 での LOD-FDTD 法の界分布は陽

的 FDTD 法の界分布と大差ないことがわかる.  
界の振る舞いをより詳細に比較するため，図 4.1.5 に x = 0 における z 断面の界振幅を

示す.CFLN = 1 では，LOD- FDTD 法の結果は陽的 FDTD 法の結果と一致する.ま た，

CFLN = 3, 5 としても波形が保たれている.  
最後に，Core i7-4790 プロセッサ (3.6 GHz) を搭載し た PC を用いた際の計算時間を調

査する.LOD-FDTD 法の計算時間は，CFLN = 3 で陽的 FDTD 法の計算時 間と同等，CFLN 

= 5 で約 50 %となり，LOD-FDTD 法の高速性が確認できる.  
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図 4.1.4 界分布 

 
 

図 4.1.5 |Ex|の界振幅 
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4.1.3 眼球組織の複素誘電率の測定の検討 

 

本研究では，超高周波数帯における電力吸収量を数値計算により推定するために，眼球

組織（主に角膜）の正確な複素誘電率の値を測定する手法の検討を行った． 

H28 年度には，テラヘルツ時間領域分光法を用いた複素誘電率測定システムを構築し，

眼球組織の乾燥による複素誘電率の変化を防ぐために，試料採取後 20 分以内に測定できる

環境を準備した．複素誘電率測定システムの写真を図 4.1.6 に示す．光伝導アンテナから発

生したテラヘルツ波を放物面鏡とテフロンレンズにより試料に対して集光し，試料を透過

したテラヘルツ波を光伝導アンテナにより検出する構成とした．また，図 4.1.7 に示すよう

に，試料は 2 枚の石英板で挟み込んで固定し，試料の厚さはシリコーンゴム製のスペーサ

ーの厚みを変えることで調整することとした． 
 

 
 
図 4.1.6 テラヘルツ時間領域分光法を用いた複素誘電率測定システムの写真（左） 

試料部の拡大写真（右）． 

 
 

 
図 4.1.7 角膜試料の写真． 
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実際に角膜の複素誘電率測定が可能であることを確認するため，ばく露実験に用いる家

兎から角膜を採取し，測定を行った．2 つの試料について各 1 回測定を行った場合の中央値

とそのデータ範囲を図 4.1.8 に示す．複素誘電率測定システムの特性上，約 0.2 THz 以上に

おいて，比較的安定したデータが得られることが確認できた．また，水の複素誘電率の周

波数依存性と似た傾向のグラフが得られたが，角膜は 78%の水を含むため，リーズナブル

な結果と言える．来年度は更に測定回数を増やし，複素誘電率の値の妥当性について，他

の測定手法や文献値，他の動物種のデータ等と比較することによって検討を行う予定であ

る． 
 

 
図 複素誘電率測定システムの動作試験の結果．
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4.2 眼内外の対流熱輸送を考慮したコード開発 
 
4.2.1 眼内の対流熱輸送を考慮したコード検討 

 
4.2.1.1 0.16THz熱輸送計算 
 

前房水の対流を考慮した家兎眼内部の熱輸送解析プログラム [1] を用いて，160GHz の

電磁界ばく露による家兎眼内部の温度上昇の解析を行った． 

熱輸送解析の条件を表 4.2.1 に，使用した家兎眼モデルの断面図を図 4.2.2 に，家兎眼モ

デルの初期温度と前房水の流速の分布を図 4.2.2 に示す． 

眼部の初期温度は，ばく露なしの状態で家兎眼内部の温度が定常状態に達するまで熱輸

送計算を行った状態の温度とした． 

角膜表面中央を中心とした直径 13mm の円内の平均電力密度が任意の値になるように 

SAR の値に定数を乗じることで，任意の平均電力密度の電磁界入射時の熱輸送解析を行っ

た． 
表 4.2.1 熱輸送計算の条件 

 
 

図 4.2.1 熱輸送計算にしようする家兎眼モデルの断面図(左) 

図 4.2.2 家兎眼モデルの初期温度と初期流速（下） 
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4.2.1.2 熱輸送計算の結果 
 

平均入射電力密度 200mW/cm2 の 160GHz 電磁界ばく露時の家兎眼内部の温度と前房

水の流速の時間変化の断面図を図 4.2.3-4.2.6 に，160GHz 電磁界ばく露時の平均入射電力密

度ごとの家兎眼の角膜表面中央の温度の時間変化を図 4.2.7 と表 4.2.2 に示す． 

図 4.2.7 と表 4.2.2 から分かるように，ばく露開始直後の 10 秒間で角膜頂点の温度が急

上昇している．これは，今回使用したレンズアンテナの焦点の半値全幅が約 3.2mm で平均

電力密度を計算する 13mm の円に対し非常に小さいので，局所的に強い電磁界がばく露さ

れたためだと考えられる． 

また，この熱輸送計算プログラムに使用した家兎眼モデルも涙液層が考慮されておらず，

涙液層の蒸散効果が無視されている．図 4.2.3-4.2.7 から分かるように，100GHz を超える周

波数の電磁界ばく露時には角膜表面付近の温度が急上昇するので，涙液層の蒸散効果を考

慮する必要がある可能性がある． 

 
図 4.2.3 ばく露開始 2 秒後 (200mW/cm2)  図 4.2.4 ばく露開始 2 秒後 (200mW/cm2) 
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図 4.2.5 ばく露開始 60 秒後 (200mW/cm2)  図 4.2.6ばく露開始 360 秒後 (200mW/cm2) 

 
 

 
図 4.2.7 平均入射電力密度ごとの家兎眼の角膜表面中央の温度の時間変化 
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表 4.2.2 平均入射電力密度ごとの家兎眼の角膜表面中央の温度の時間変化 
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デルの開発及びミリ波ばく露解析への応用”, 電子情報通信学会論文誌 

C,Vol.J99-C,No.5,pp.222-233,2016 

 
  



 

  
H28_超高周波 50 

 

Ⅴ 数理モデルによる超高周波数帯の眼障害閾値推定

 

5.1 はじめに 
 

高温ばく露の生体影響は，一般に，温度の他にばく露時間にも依存し，単純な温度閾値

は存在しない．本研究では，さまざまな影響指標を用い，どのくらいの温度にどの程度の

時間ばく露されると影響が現れるかを定量的に明らかにする． 

図 5.1.1 に本研究の意義を示す．一般に，数値シミュレーションは，生体に対する電磁界

の熱作用を調べる際の有効な手法であり，これによって電磁界ばく露の際の生体内の温度

およびその経時的変化を予測することができる．しかし，ばく露温度・時間と障害発生の

関係のデータが不足しているため，数値シミュレーションの結果のみから障害の発生を予

測することはできない．本研究の目的は，このばく露温度・時間と障害発生の関係のデー

タを提供することである．さまざまな電磁界強度，周波数，ばく露状況について，数値シ

ミュレーションを行い，その結果に本研究で得られる関係を適用することによって，障害

の発生を予測できる． 
 

図 本研究の意義
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本研究では，培養角膜上皮細胞を高温へばく露させ，その影響（細胞死，熱ショックタ

ンパク質の発現など）を調べる．さまざまな温度と時間のばく露を行い，どのくらいの温

度にどの程度の時間ばく露されると影響が現れるのかを定量的に評価する．そのデータを

アレニウスモデルによる予測と比較することによって，ばく露温度・時間と障害性の関係

を定式化する． 

本研究で得られたばく露温度・時間と障害性の関係を数値シミュレーションに組み込む

ことにより，広範な周波数範囲にわたって，また，その他のさまざまな条件について，障

害発生の閾値など，電波防護指針のばく露規制値の策定のための基礎データを提供するこ

とができる． 

3 年計画の初年度である平成 28 年度は，角膜上皮細胞の培養系および細胞死の測定系の

確立を目標とする． 
 
 

5.2 ばく露温度・時間と障害性の関係の定式化 
 

本研究で得られる影響指標の測定データから，アレニウスモデルに基づいて，ばく露温

度・時間と障害性の関係を定式化する方法を考案した． 

アレニウスモデルは，化学反応の速度の温度依存性を予測するモデルである．アレニウ

スモデルの考え方を図 5.2.1 に示す．化学反応の単位である分子は，通常は，正常状態にあ

り，ランダムな熱運動を行っている．その熱エネルギーの状態の分布は，ボルツマン分布

で表される．活性化エネルギーを超える熱エネルギーの状態の分子は，一定の割合で，エ

ネルギー障壁を乗り越え，異常状態へ遷移する． 
 

 
図 アレニウスモデルの考え方
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ボルツマン分布は，次の式で表される． 
𝜌(𝐸) =

1

𝑘𝐵𝑇
exp (−

𝐸

𝑘𝐵𝑇
) 

ここで，E はエネルギー，ρ(E)は状態密度，T は温度（絶対温度），kB はボルツマン定数

である． 

エネルギーが活性化エネルギーを超える状態の割合は，次のように計算される． 
 

∫ 𝜌(𝐸)
∞

𝐸𝐴

d𝐸 =
1

𝑘𝐵𝑇
∫ exp (−

𝐸

𝑘𝐵𝑇
)

∞

𝐸𝐴

d𝐸 = exp (−
𝐸𝐴

𝑘𝐵𝑇
) 

ここで，EAは活性化エネルギーである． 

正常状態から異常状態の遷移の反応速度は，エネルギーが活性化エネルギーを超える状

態の割合に比例する．すなわち， 
𝑣 = 𝐴 exp (−

𝐸𝐴

𝑘𝐵𝑇
) 

ここで，v は反応速度，A は比例定数である． 

反応量は，反応速度と時間の積で表されるので， 
𝑦 = 𝑣𝐷 = 𝐴𝐷 exp (−

𝐸𝐴

𝑘𝐵𝑇
) 

ここで，y は反応量，D は時間である．特に，高温ばく露実験では，D はばく露時間，T

はばく露温度（絶対温度）となる． 

反応量がある閾値に達したときに，障害が現れると仮定する．その時の温度（絶対温度）

とばく露時間の間には，次の関係がある． 
𝑦𝑇𝐻 = 𝐴𝐷𝑇𝐻 exp (−

𝐸𝐴

𝑘𝐵𝑇𝑇𝐻
) 

ここで，yTH は，反応量の閾値，DTH と TTH は，それぞれ障害発生の閾条件におけるばく

露時間とばく露温度（絶対温度）である． 

したがって， 
ln 𝐷𝑇𝐻 =

𝐸𝐴

𝑘𝐵

1

𝑇𝑇𝐻
+ ln 𝑦𝑇𝐻 − ln 𝐴 

すなわち，障害発生の閾条件では，ばく露時間の対数とばく露温度（絶対温度）の逆数

の関係は，一次関数で表される． 

この式を実験データにフィッティングすることによって，未知のパラメータの値を決定

し，ばく露温度・時間と障害性の関係を定式化することができる． 
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5.3 高温ばく露系の確立 
通常の培養用のインキュベータほかに，高温ばく露用のインキュベータを用意した．高

温ばく露用のインキュベータは，温度を既定のばく露温度に設定し，内部の温度が設定温

度に達した後に，高温ばく露に使用した． 

細胞は，培養フラスコに入れ，37℃の通常のインキュベータの中で培養した．高温ばく

露の際には，培養フラスコを通常のインキュベータから高温ばく露用のインキュベータへ

移し，既定のばく露時間の後に，元のインキュベータへ戻した． 

この系を用いた場合，細胞が実際にばく露されると考えられる温度を調べた．培養フラ

スコの内部の底面に接するように温度センサー（サーミスタ）を固定し，その配線を上面

に開けた穴を通して外に出し（図 5.3.1），温度を測定した．培養フラスコの中には，細胞を

培養する場合と同じように培地を入れた． 
 

 
図 5.3.1 温度測定に使用した培養フラスコ 

 
 

図 5.3.2 に，培養フラスコの中の細胞の位置における温度の測定値の一例を示す．培養フ

ラスコを，37℃の通常の培養用のインキュベータから 48℃の高温ばく露用のインキュベー

タへ移し，30 分後に元のインキュベータへ戻した場合である．培養フラスコを 37℃の環境

から高温の環境へ移動，および，高温の環境から 37℃の環境へ移動した場合のどちらも，

培養フラスコの中の細胞の位置における温度が環境温度に一致するまで，時間を要した．

その際の温度の変化は，近似的に指数関数で表すことができた． 
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すなわち， 
𝑇(𝑡) = 𝑇1 + (𝑇2 − 𝑇1)(1 − 𝑒−𝑡 𝜏⁄ ) 

ここで，t は，環境の移動の時点を原点とした時刻，T(t)は，時刻 t における培養フラスコ

の中の細胞の位置における温度，T1 は，移動前の環境温度，T2 は，移動後の環境温度，τ

は時定数である． 

 
 

図 培養フラスコの中の細胞の位置における温度の経時変化の例

 

図 5.3.3 に，培養フラスコを 37℃の環境から高温の環境へ移動，および，高温の環境から

37℃の環境へ移動した場合の培養フラスコの中の細胞の位置における温度の変化の時定数

を示す．高温環境温は 43℃，48℃，53℃とし，37℃の環境から高温環境への移動，および，

高温環境から 37℃の環境への移動について，それぞれ 2 回から 4 回温度の変化を測定し，

時定数を求めた．時定数は，5，6 分程度であった． 

以上の結果から，本高温ばく露系は，おおむね 15 分以上のばく露に使用できると考えら

れる． 
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図 温度環境移行時の細胞の位置における温度の変化の時定数

 
 
 

5.4 角膜上皮細胞の培養系の確立 
 

HCEpC ヒト角膜上皮細胞培養キット（HCEpC ヒト角膜上皮細胞，ヒト角膜上皮細胞増殖

培地(基本培地+添加剤)およびサブカルチャー用試薬）は東洋紡ライフサイエンス（大阪）

より購入した． 

HCEpC ヒト角膜上皮細胞は東洋紡が定めた培地及び継代方法で 5%CO2 状態下で，37°C

で培養された．実験に用いる時には，実験日より 1～2 日前に最終的な 25 cm2 フラスコで

培地交換を行ない温度ばく露に備えた． 
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5.5 細胞死などの測定系の確立 
 

前述の高温ばく露系と角膜上皮細胞の培養系を使用し，実際に，角膜上皮細胞を高温へ

ばく露させ，その影響を調べた． 

 
5.5.1  消耗品 

細胞培養用フラスコおよびピペット（1, 5, 10, 25 mL）はそれぞれサーモフィッシャーサ

イエンスティフィック社（ウォルサム, MT, USA）およびアズワン（大阪）のものを用いた．

ホースラディッシュペルオキシダーゼ結合抗マウスイムノグロブリンは，サーモフィッシ

ャーサイエンスティフィック社（ウプサラ，スウェーデン）から購入された． nonradioactive 

cytotoxicity assay キットおよび Anti-Rabbit IgG (H+L)－HRP コン十ゲートはプロメガ（マデ

ィソン，WI，USA）製である． Anti-Hsp27 antibody および Anti mTOR（phospho Ser）は ア

ブカム（ケンブリッジ，英国）およびコスモ・バイオ（東京）から購入した．トリパンブ

ルー溶液（0.5%）及び細胞数カウントスライドは，バイオラド（ハーキュリーズ, CA, USA）

製である． すべての他の化学薬品は，市販特級試薬を用いた． 

 
5.5.2  高温ばく露 

高温ばく露には 2 種類の CO2インキュベーター（ダイレクトヒート CO2 インキュベータ

ーSCA-165D 他）を用いた．ひとつのインキュベータで 37°C での通常培養，もうひとつの

インキュベータで高温ばく露を行なうこととした．HCEpC ヒト角膜上皮細胞を通常培養し

ているフラスコを，予め温度設定を行なっているばく露用インキュベーターに移し，ばく

露後，速やかに元のインキュベーターに戻した．ばく露温度は 45°C から 49°C の範囲，ば

く露時間は 30 分から 4 時間までの範囲でばく露を行ない，ばく露後，37°C インキュベータ

ーに戻した後さらに 37°C で 0，1，2，4，24，48 および 72 時間引き続き培養を行ない，細

胞を回収した．回収した細胞を用いて細胞生残率の測定を行ない，さらに乳酸脱水素酵素

(LDH)活性測定およびウェスタンブロット解析のためにタンパク質抽出を行なった． 

また，高温ばく露及びばく露後の培養に際し，予備実験で得た温度変化の知見に従い，

フラスコは上に積み上げること無く，平面的に配置するようにした． 
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5.5.3  細胞生残率 

細胞生残率は，0.5%トリパンブルー染色液を用いて測定された．高温ばく露後所定の時

間に，まず LDH 活性測定のための培地を 500 μＬ採取し－20℃で保存した．その後，フラ

スコの角膜上皮細胞は，HEPES 緩衝液にて洗浄後，37℃5 分のトリプシン EDTA 処理さら

に中和剤処理により回収された（底面に強固に付着している細胞はスクレイパーで軽く掻

き取る）．回収細胞は，1,500 rpm で 2 分間遠心後，リン酸緩衝化生理的食塩水で 1 回洗浄

を行なう．洗浄後の細胞の一部をエッペンドルフチューブに取り（ca 5 μＬ），同量の 0.5%

トリパンブルー染色液を加えた．全細胞数およびトリパンブルー染色細胞数は，セルカウ

ンター（バイオラド，USA）を用いて数えた．細胞生残率は，各々の実験の総細胞数に対

する生存細胞（染色されなかった細胞）のパーセンテージ比として表される．生残率測定

後，細胞はもう一度 1,500 rpm で 2 分間遠心し，上清を注意深く取り除き，得られた細胞を

さらなる実験のために－20℃で保存した． 

 

 
 

図 セルカウンター．

中央の穴にスライドを挿入すると総セル数および染色セル数をカウントする．

セルカウンター 
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図 5.5.2 細胞生残率のイメージ（赤が死細胞，緑が生細胞） 

 

結果を図 5.5.3 に示す．対照の細胞の生存率は，90%以上であった．ばく露温度が 43℃と

46℃の場合には，ばく露終了後 48 時間までのデータしかないが，細胞生存率は，80%以上

を維持していた．したがって，ばく露温度が 46℃以下の場合には，細胞死は起きないと考

えられる．それよりも高温では，ばく露温度が高いほど，ばく露終了後の早い時刻に細胞

生残率が低下する傾向が見られた．以上の結果から，細胞死に対する高温ばく露の影響の

有無の判定は，ばく露終了後 48 時間の時点で行うとよいと思われる． 
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図 細胞生残率測定の結果

 
5.5.4  タンパク質抽出 

生残率測定後に保存した細胞に. 200 µL の lysis 緩衝液（2 mM HEPES, pH7.4, 100 mM NaCl, 

10 mM EGTA, 1 mM PMSF, 1 mM Na3VO4, 0.1 mM NaMoO4, 5 mM 2-グリセロリン酸, 50 mM 

NaF, 1mM MgCl2, 2 mM DTT および 1% Triton X-100）を加え氷中に 10 分間静置する．その

後，超音波破砕機（Sonifire250 Branson）を用いて氷温中で 30 秒 2 回処理を行ない（30 秒

超音波処理後 30～60 秒氷温静置），未破砕細胞および細胞破砕物を取り除くため 3,000 rpm

で 5 分間遠心し，遠心上清を 1.5 mL エッペンドルフチューブに移す．移した遠心上清のう

ち 5～50 µL をタンパク質濃度測定に，残りをウェスタンブロット測定に使用する．蛋白濃

度測定はバイオラド社製の Protein Assay Dye を用いて牛血清アルブミンを標準液として濃

度を算出した．  
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5.5.5  培地中の LDH 活性の測定 

細胞回収時に採取した培地をプロメガ社の nonradioactive cytotoxicity assay キットを用い

て測定した．イムノプレートのウェルに 50 µL の培地に 50 µL のテトラゾリウムを含む基

質溶液を加え，30 分間室温で反応させ，その後 50 µL の反応停止液を加える．反応したフ

ォルマザンの量を 490 nm のバンドフィルターを用いてイムノプレートリーダーiMark 

Microplate Reader (バイオラド社製)で測定した．また同時に，培養前の培地および規定の. 

LDH が含まれるポジティブコントロール値も測定した．LDH 活性は培地を採取した細胞の

総タンパク量で補正された． 

結果を図 5.5.4 に示す．今回調べたばく露温度では，ばく露終了後，時間と共に LDH の

活性が増加する傾向が見られた．これは，時間と共に細胞死が増えることを意味しており，

前述の計数による細胞死の評価の結果と一致する． 
 
 
 

 
図 活性測定の結果
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5.5.6  ウェスタンブロット 

タンパク質濃度測定後のサンプル溶液は lysis 緩衝液を用いて同じタンパク質濃度に合

わせられた．その後，同量の 2x サンプル緩衝液（0.1 M Tris-HCl, pH 6.8, 12% ß- 

mercaptoethanol, 4% SDS, 20% glycerol および 0.2% ブロモフェノルブルー）を加え，100°C

で 10 分処理し，4˚C， 3,000 rpm で 5 分間遠心後，ウェスタンブロット実験に供するまで

–20˚C で保存した．処理したサンプルは 12 から 15%の SDS を含んだポリアクリルアミドゲ

ルで分画され，その後分画されたタンパク質はセミドライ方式（type-AE6678，ATTO，東

京)でニトロセルロースメンブランに 転写された．転写されたメンブランは 2%のブロッキ

ング溶液および150mM NaClを含む40 mM Tris-HCl 緩衝液, pH 7.4中に一晩4°Cで浸漬し，

メンブランへの結合およびメンブランに結合したタンパク質への 抗体の非特異的な結合

を抑制させる．翌朝，メンブランをプラスチックバッグに入れ，1%のブロッキング溶液お

よび 150mM NaCl を含む 40 mM Tris-HCl 緩衝液, pH 7.4 に一次抗体（500 から 2000 倍希釈）

を加え密封し，37°C で 1 時間反応させる．反応後，0.3% Tween 20 および 150mM NaCl を含

む 40 mM Tris-HCl 緩衝液, pH 7.4 でメンブランを 3 回洗浄する．その後，最初と同様にメ

ンブランをプラスチックバッグに入れ，1%のブロッキング溶液および 150mM NaCl を含む

40 mM Tris-HCl 緩衝液, pH 7.4 に過酸化酵素が結合された二次抗体（500 倍希釈）およびビ

オチン化二次抗体（タンパク質の分子量マーカーの可視化のため）を加え密封し，37°C で

1 時間反応させる．反応後，0.3% Tween 20 および 150mM NaCl を含む 40 mM Tris-HCl 緩衝

液, pH 7.4 でメンブランを 3 分間 5 回洗浄する．抗体に対応するタンパク質のバンドは化学

発光試薬を用いて，バイオラド社の ChemiDoc XRS で可視化し撮影し，そのシステム内の

ソフトを用いバンドの濃さから抗体に結合したタンパク量の定量化を行なう． 

HCEpC 細胞に 48°C 30 分ばく露した際のヒートショックプロテイン量の経時変化を図

5.5.5 に示す． 
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図 5.5.5 ヒト角膜上皮細胞 48℃30分ばく露後の HSP27 および 90量の経時変化 
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Hsp70 はばく露直後に最大を示し，その時間経過とともに漸減傾向を示している．48˚C30

分のばく露は細胞生残率から考えると致死的なばく露条件である．Hsp70 の機能がタンパ

ク質のフォールディングに関与し，熱に対する耐性を形成することにあると報告されてい

る（Schlesinger MJ.（1990）"Heat shock proteins."J.Biol.Chem. 265,12111-12114.）ことから，

高温ばく露により細胞防御機構が発現したと考えればこの現象はわかりやすい．また Hsp27 

はストレス非存在下では細胞質に局在しており，ストレスに応答して核へ移行し，DNA や

核膜を安定化させると考えられており，in vivo における他の機能としてはシャペロン活性，

熱耐性およびアポトーシスの抑制などが挙げられている（Arrigo, Cell Stress Chaperones. 

2017 doi: 10.1007/s12192-017-0765-1）．このタンパク質が何故ばく露後 4 時間で誘導されて

いるのかは今のところその原因は良く分からないが，今後他の高温ばく露での挙動および

その際の細胞死への影響と照らすことでその原因が分かって来ることを期待している．来

年に向けて，様々な温度条件およびばく露時間に対する HSP90 を含めたヒートショックプ

ロテインの挙動の解析を進めていく予定である． 

HCEpC 細胞が高温ばく露により障害を受けた際に，ヒートショックプロテインの発現に

よりその障害を修復したり軽減したりすることが考えられるが，細胞死に至る経路として

アポトーシスによるものか，あるいはオートファジーの経路をとって最終的にアポトーシ

スあるいはネクローシスに向かうのかを明らかにすることは高温ばく露影響を評価する上

で重要なステップであると考えられる．高温ばく露によってオートファジー誘発因子が上

昇しているか否かについて致死的効果のボーダーライン上であると思われる 47°C1 時間お

よび 2 時間のリン酸化（活性型）Akt およびリン酸化（活性型）mTor の量をウェスタンブ

ロット法により評価した（図 5.5.6）．その結果，まだ 1 回しか行っていない予備的な結果で

あるが 47°C1 時間では，リン酸化 Akt およびリン酸化 mTor がばく露後 2 時間で上昇してお

り，同温度の 2 時間ばく露ではそれがさらに早まりばく露後直後から上昇していた．この

ことから，細胞は温度ストレスに対し直ちにオートファジー機能を発現させているものと

推察された．現在，アネキシン V のキットを用い，細胞が死に至る場合，このオートファ

ジーを経由しているか否かをフローサイトメトリー法を用いて検証すべく予備的実験を進

めている．次年度はこれらオートファジーに関わる実験を積み重ね，オートファジーと細

胞死の関係およびそれに至る温度条件およびばく露時間を確定させるべく，これらのデー

タを積み上げていく予定である． 
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図 5.5.6 ヒト角膜上皮細胞 47℃1時間および 2時間ばく露後の 

リン酸化 Akt およびリン酸化ｍTor 量の経時変化 
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5.6 データ解析方法の確立 
 

高温ばく露の場合のばく露温度と影響指標の関係の測定データから，プロビット関数を

用いて，温度の閾値を求める方法を考案した． 

実際にこの方法を用い，ばく露 30 分後における細胞生残率のデータから温度の閾値を求

めた． 

 
 

図 5.6.1 温度の閾値の求め方 

 

図 5.6.1 の黒丸が，生残率とばく露温度の関係を示す実験データである．この関係が，次

のプロビット関数によって表せると仮定した． 

𝑣(𝑇) = 𝑣𝑚𝑖𝑛 + (𝑣𝑚𝑎𝑥 − 𝑣𝑚𝑖𝑛)
1

√2𝜋𝜎
∫

1

𝑥
exp (−

(ln 𝑥 − 𝜇)2

2𝜎2 ) d𝑥
𝑇

0

 

 

ここで，T はばく露温度，v(T)は，ばく露温 T における生残率，vmin と vmax は，それぞ

れ，生残率の最小値と最大値，μ と σ は，それぞれ，プロビット関数の平均と標準偏差であ

る．vmin と vmax は，生残率の測定値の最小値と最大値が，それぞれ，0%と 100％になら

ないため，導入した．μ，σ，vmin，vmax はをパラメータとし，最小自乗法によって，プロ

ビット関数を実験データにフィッティングさせた．この時の μ の値の自然対数が，vmin と

vmax の中間の値に対応するばく露温度である．これを温度の閾値とする． 

図 5.6.1 の曲線が，フィッティングさせた結果のプロビット関数である．実際に，細胞生

残率のばく露温度依存性がプロビット関数で記述できることがわかる．この場合の温度の

閾値は，47.9℃であった． 

他の影響指標についても，本方法を用いて解析を行う予定である． 
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5.7 短時間高温ばく露系の開発 
 

角膜上皮由来の細胞を用い，短時間での高温ばく露時の細胞増殖などへの影響を調査す

るため，短時間高温ばく露系のばく露条件の確立を行った． 

本実験では，高温ばく露による培地温度の上昇変化を把握し，細胞が実際に高温に晒さ

れる時間を確認するための予備実験であるため，細胞は使用せず，フラスコ内に培地の代

替として精製水を用い温度上昇の測定を行った． 

 
5.7.1 測定装置 

 

培地内の温度の計測には日機装ワイエスアイ製サーミスタ温度プローブと KEITHLY 社

製 2000 型 10CH マルチメーターを用いた． 

プローブの感温部の直径が 0.8mm であり，培地の液面がフラスコ底面から 1.0mm あれば

培地内の温度を測定することが可能である． 

フラスコ底面にプローブを取り付けるため，フラスコ側面の上面から１㎜のところに直

径１㎜の穴を開け，サーミスタ温度計のプローブを通し，プローブの先から 1.5cm の箇所

を絆創膏を用いてフラスコ底面中央に固定する（図 5.7.1）． 

 
図 5.7.1 細胞培養フラスコの上面を切り取り，側面に開けた穴から温度センサーであるプ

ローブを通し，フラスコ底面中央に固定する． 

測定の際は切り取った上面でフタをする 
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高温ばく露にはアズワン製内部循環式恒温水槽 WBX-270 を用いた．開口寸法 295 ㎜×

500 ㎜であり，一度に６個のフラスコをばく露が可能である． 

但し，6 検体がばく露の位置によりばく露温度に違いが出ないかを今回の検討項目の１つ

としている． 

フラスコには細胞培養用フラスコ Thermo Scientfiv BioLite T25 を用いている．湯浴

による高温ばく露のためキャップにパラフィルムを巻いて測定を行った． 

高温ばく露は測定用フラスコの側面にプローブを通す穴を開けているため，穴の１㎜下

まで湯浴し，その際，フラスコが浮くのを防ぐため同じ培養用フラスコを満水にし，予め

ばく露温度に湯浴しておいた物を重りとして被検体となるフラスコの上に重ねた（図 5.7.2）． 
 
 

図 一度に６個のフラスコの温度ばく露が可能である．下段のフラスコが検体のフラ

スコであり，その上に重りと保温を兼ねてばく露温度に温めた満水のフラスコを置く．

 
 

今回は別の小型恒温水槽をばく露温度と同じ温度に設定し，

そこで６個の満水にしたフラスコを温めた． 

別のプローブで 37℃に設定した CO２インキュベーター内，

高温ばく露用の水槽内の温度もモニターしている． 

また，今後恒温水槽内でのばく露位置について右図のように

表す． 
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5.7.2 循環式恒温水槽を用いた高温ばく露の温度上昇測定と再現性の検証 

 

細胞培養用フラスコに培地の代替として精製水 5ml を入れ，50℃でばく露した場合の温

度上昇の変化の再現性と恒温水槽内のばく露位置の違いによる温度上昇への影響を確認し

た．ばく露位置⑤，⑥については未確認である． 

その結果を図 5.7.3 に示す．ばく露温度に設定した恒温水槽内をモニターした平均値とば

く露開始時の被検体の培地温度の差を 100 とし，その上昇率を縦軸に表している． 

結果，ばく露位置①については温度上昇に若干のばらつきがあり，熱時定数 76.0 秒から

100.0 秒の値を取ったが，②，③，④については高温ばく露時の温度上昇の変化に再現性が

あることが確認された．ばく露位置②から順に熱時定数の平均値は 75.7 秒，73.0 秒，69.3

秒 であった． 
 
 
 

 
 

図 ℃ばく露の場合のフラスコ内培地の温度測定（ ）

℃に温度設定した恒温水槽内の温度実測値を とし，その到達度を表示
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5.7.3 培地を減少することによるによるばく露温度到達時間短縮の検討 

5.7.2 の結果より更に温度上昇を速め，ばく露温度に到達する時間を短縮するために，高

温ばく露時のみ培地を減少することを試みた． 

培地は通常５ml 添加している．しかし高温ばく露の目的温度に達する時間を早めるため

にこれを 2.5ml に減らしたが，精製水の表面張力とプローブが障害物となり精製水の凝集が

起こりフラスコ底面に液が行き渡らずプローブが空気中に露出してしまう．そこで，界面

活性剤を少量添加し，プローブが安定して液に浸かっている状態にした．実際にばく露す

る場合には培地に含まれる組成により精製水より表面張力は低くなり，また，プローブの

ような障害物もなくなるため細胞表面に培地が行き渡る状態になる． 

ここで界面活性剤は食器用洗剤「ライオン チャーミーグリーン（界面活性剤含有率

18％）」を用い，本製品が 0.05％（界面活性剤濃度 0.009％）になるように添加した． 

界面活性剤を添加した精製水を 3.0mlフラスコに入れた場合と 2.5ml入れた場合の温度上

昇を測定し，5.0ml 精製水を入れた場合と比較したものを図 5.7.4 に示す． 

結果，培地量を 2.5ml に減らした場合に温度上昇が安定して速まることが分かり，5.0ml

精製水を用いて測定したときの熱時定数の平均値が約 72.7 に対して 2.5mlSSA 添加精製水

で測定した場合の熱時定数は約 43.7 秒となり，検体の温度上昇速度が約 1.6 倍速くなった． 

図 フラスコ内の培地量の違いによる温度上昇の比較
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5.7.4 培地 2.5ml にした時の高温ばく露時の温度測定 

 

培地の代替として界面活性剤を添加した精製水 2.5ml をフラスコに入れ，42，46，60，70℃

での高温ばく露時の培地の温度変化について観測した．この時，ばく露位置②のみを用い

ている． 

その結果を図 5.7.5 に示す． 

42℃から 70℃までばく露温度に到達する温度上昇を表す曲線はほぼ同じ形を取り，この

範囲内ではほぼ同等の速さでばく露温度に到達することが分かる． 

次に測定位置による温度上昇の差異がないことを確認するため，60℃ばく露時の温度変

化について，ばく露位置①～⑥までの 6 か所について n=2 で測定した．その結果を図 5.7.6

に示す．この結果から本実験に用いた循環式恒温水槽のばく露位置による温度上昇の差異

は認められず，再現性も確認され，６検体同時に高温ばく露実験が可能であることが確認

された． 

図 恒温水槽内のばく露位置②における各々の温度への高温ばく露時の温度上昇
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図 恒温水槽内の各々のばく露位置での温度上昇の再現性（ ）
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5.8 まとめ 
3 年計画の初年度である本年度の目標は，角膜上皮細胞の培養系および細胞死の測定系の

確立である．本年度は，HCEpC ヒト角膜上皮細胞をさまざまな条件の下で培養を行い，最

終的に安定した培養が可能となる条件を見い出した．細胞死の測定系に関しても，セルカ

ウンターを用いて，生細胞数，死細胞数を数え，生残率を計算できることを確認した．さ

らに，培地中の乳酸脱水素酵素(LDH)活性の測定することによっても細胞死を評価できるこ

とを示した． 

本年度は，その他に，インキュベータを使用した高温ばく露系を開発した．その試験を

行い，実験に使用できる性能をもつこと確認した．高温ばく露の場合のばく露温度と影響

指標の関係の測定データから，プロビット関数を用いて，温度の閾値を求める方法を考案

した． 

試験的に，角膜上皮細胞を 46℃から 49℃の高温へ 30 分間ばく露させ，生残率を測定，

そのデータから温度の閾値を求めた．本年度開発した細胞培養，高温ばく露，生残率測定，

データ解析の手法が実際に実行可能であることを示した． 

生残率以外の指標に関しては，高温ばく露後のヒートショックプロテイン(HSP27，HSP70)，

リン酸化（活性型）Akt およびリン酸化（活性型）mTor の量を試験的に測定した． 

アレニウスモデルに基づき，温度閾値の実験データから，ばく露温度・時間と障害性の

関係を定式化する方法を考案した． 

本年度使用した高温ばく露系は，温度変化の時定数が 5，6 分であり，15 分程度以下の短

時間ばく露には使用できない．そこで，あらたにウォーターバスを使用した短時間高温ば

く露系を開発した．このばく露系は，時定数が 1 分程度であり，最小 3 分程度の短時間の

ばく露にも使用できると期待される． 
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