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Ⅰ 要 旨 

本研究課題の目標は、日常生活における電波ばく露の実態をより定量的に把握する方法を開

発し、多様な電波による人体ばく露を、測定及び推定により定量的に示すこと、また、ばく露

評価の精度が電波の健康リスク評価を目的とした疫学研究に及ぼす影響を定量的に示した上

で、不確かさを考慮したばく露評価により、疫学研究の示す数値の意味を明確にすること、さ

らに国際的に進められている研究と連携して、健康リスク評価に貢献すること、また、発がん

が長期にわたる過程であることを考慮し、電波ばく露と疾病との関連を研究する際の要件とな

る、電波環境のモニタリングのあり方を示すことである。  

２９年度は３年間の研究計画の最終年度であり、総合評価も含め、上記目標に関する成果を

とりまとめた。検討課題及びその成果を以下に要約する。  

 

ア）電波ばく露量の定量的把握  

最終年度は、ばく露モデルのさらなる改良を行うための検討を引き続き行うとともに、国際

共同研究と連携して、日常生活環境における電波ばく露の実態について明らかにした。  

ア－１ 無線通信端末からの電波ばく露量の把握  

端末からの出力電力の特性については、これまで予備的な検討にとどまっていた第４世代の

LTE 回線を利用した音声通話の出力特性の検討を行った。パケット通信のピーク電力の分布

と、送信信号がパルス的に発信される時間率の測定を行い、実効値について検討した。その結

果、第３世代と同等またはやや高いレベルであることを示した。シミュレーションでは第３世

代の端末で測定された出力電力分布を仮定しているが、この仮定が第４世代を対象とした場合

でも妥当であることが示された。  

頭部内のＳＡＲ分布の検討については、前年度までに目標をほぼ終えているが、欧州を中心

に行っている国際共同研究と並行して、日本と韓国で実施している共同研究において、２カ国

間で独自の端末分類を行うことになったため、新たな分類に対応した SAR 分布の計算を追加

した。  

ア－２無線通信端末以外の発生源による電波ばく露量の把握  

携帯電話基地局からのばく露については、２８年度に詳細な検討を行い、第３世代以降の端

末に比べて、SAR の累積値に関して無視できないレベルであることを示した。２９年度は、

その他の発生源に着目して、無線 LAN ルータからのばく露による頭部 SAR の検討を行い、大

容量のデータ転送時には携帯電話端末と比べて大きな SAR を生じることを示した。但し、デ

ータ転送を行っていない場合のばく露は小さいことを示した。  

このほか、ポータブルタイプの WiMAX ルータからのばく露についても検討を行った。  

イ）脳腫瘍罹患状況の疫学的評価  

前年度に引き続き、東京女子医大による研究の工学的支援を行い、特に、日韓で進めている
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共同研究のための端末の分類について、検討項目アで述べた SAR の評価を行い寄与した。

う。  

ウ）  電波ばく露と疾病の因果関係のシミュレーション  

ウー１  ばく露応答モデルおよび発症モデルの構築  

２８年度に構築した発症モデルを引き続き用いることにし、以下のシミュレーションを行

った。  

ウー２  モデルに基づくトレンドシミュレーション  

２８年度は集団に対して脳腫瘍の発症トレンドのシミュレーションを行ったが、２９年度

は、ウー３で行った症例対照研究シミュレーションに付随して、出生者全員に対して個別に発

症シミュレーションを行い、さまざまなばく露応答関係を仮定した場合のトレンド解析シミュ

レーションを行った。  

ウー３  症例対照研究シミュレーション  

症例対照研究に関する数値シミュレーションを行った。本研究では、発症モデルとして

Armitage-Doll モデルを仮定している。このモデルは、ばく露の時点から発症までの時間遅れ

を恣意的に仮定しないため、結果が恣意的なものにならない点が利点である。但し、このモデ

ルが適切であるかどうかは議論の余地はあると思われる。このモデルが適切であるとするなら

ば、１９９０年代に急激に普及した携帯電話端末による電波の発がんについて検討するために

は、ばく露による影響が仮にあったとしても、インターフォン研究で調査された 2000 年―

2004 年においては、リスクの増加が検出されない可能性が高いこと、2020 年以降に再度調査

を行う必要があることが示唆された。検討結果より、ばく露評価の不確かさが、疫学研究の検

出力を弱めることについて、定量的な知見を得た。また、先行研究で議論されていた、ばく露

評価のランダム誤差及び系統誤差による影響についても、定量的な考察を行った。  

エ）総合評価  

本研究の結果を総合して、第 3 世代以降の携帯電話端末からの電波が平均値としては微弱に

なったことから、また、その結果、他の発生源からのばく露との量的な差異が明確でなくなっ

たことから、これまでのような携帯電話端末の使用時間に基づくばく露評価による症例対照研

究が困難になっている。一方、第 1 世代、第 1 世代、第 2 世代の携帯電話端末からのばく露

は、最近の端末によるばく露比較して大きいことから、これらの端末のユーザに着目した検討

が望ましい。  

発がんのような晩発性の疾病への影響を調査するためには、1990 年代の電波利用の急激な

拡大を踏まえて、2020 年以降に再度調査を行う必要性が示唆された。また、長期にわたる観

察が必要であり、電波利用技術の変遷を考慮した、人体ばく露の継続的なモニタリングが必要

である。  

 



 

4 

 

 

 

Ⅱ 研究目的  

本研究課題の最終的な目標は、日常生活における電波ばく露の実態をより定量的に把握する

方法を開発し、多様な電波による人体ばく露を、測定及び推定により定量的に示すこと、ま

た、ばく露評価の精度が電波の健康リスク評価を目的とした疫学研究に及ぼす影響を定量的に

示した上で、不確かさを考慮したばく露評価により、疫学研究の示す数値の意味を明確にする

こと、さらに国際的に進められている研究と連携して、電波の健康リスクに関する研究の国際

的協調に寄与し、健康リスク評価に貢献することである。また、発がんが長期にわたる過程で

あることを考慮し、電波ばく露と疾病との関連を研究する際の要件として、電波環境のモニタ

リングのあり方を示すことである。  

国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）による、高周波電磁界ばく露が「ヒトに対して発がん性があ

るかもしれない」という評価については、疫学研究による証拠が「限定的な証拠」と判定され

たことが重要な根拠となっている。ＩＡＲＣのプレスリリース [1]に述べられているように、

限定的な証拠と判定されたのは携帯電話端末の使用にともなうばく露と脳腫瘍の罹患の関連性

に関する証拠であり、職業的なばく露や基地局等からの電波など、環境におけるばく露につい

ての証拠は「不十分」と判定されている。このことから、携帯電話端末の使用と脳腫瘍の罹患

との関係については、より詳細な検討が必要とされている。  

これまで、携帯電話端末の使用と脳腫瘍の罹患との関連についての研究は、主に症例対照研

究によって行われてきた。このような分析疫学によるアプローチが引き続き重要である一方

で、症例対照研究における調査対象の選択や情報の偏り、ばく露評価の精度の限界による誤分

類に起因する誤差について、十分に考察する必要性が指摘されている。ＩＡＲＣの研究者から

は、今後の道筋として、症例対照研究が示唆する結果について、その再解析が必要であり、ま

た記述疫学による時系列トレンドと症例対照研究の結果の一貫性の検証が必要との指摘がなさ

れている [2]。実際に、ＩＡＲＣの研究者は、北欧における神経膠腫の罹患率の時系列トレン

ドが、症例対照研究の示唆するリスクの増加と一貫しないことを報告している [3]。  

これらの指摘を踏まえて、本研究では、国際共同研究として実施されている症例対照研究に

寄与しつつ、わが国における脳腫瘍罹患率の時系列トレンドと電波ばく露の状況のトレンドを

解析し、両者の整合性についての考察を行う。具体的には、国際的に協調して行われる症例対

照研究（欧州の GERoNiMO、Mobi-Kids の日韓連携研究）のデータ解析をこれまでの実績を踏

まえて継続し、国際共同研究に寄与すること、これと並行して、症例対照研究のばく露評価を

再検討し、携帯電話端末の使用による電波ばく露が実際にはどの程度であり、累積通話時間な

どで表されるばく露の指標が、実際のばく露をどの程度反映し、どの程度の不確かさが含まれ

るのか、その不確かさが疫学研究の結果にどのような影響を及ぼすか、という考察を行う。考

察では、症例対照研究及びトレンド解析のそれぞれについて、さまざまなシナリオを仮定した
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シミュレーションを行い、リスクに関して想定されるシナリオと実際のデータとの整合性を比

較検討する。  

電波のばく露が健康リスクである可能性についての疫学研究による根拠は非常に弱いとされ

るが、結論の曖昧さのために、電波に対する不安が払拭されず、人体防護が適切になされてい

ないという懸念も解消されない。このような状況の背景には、定量的に議論を行うためのわか

りやすいデータが不十分であることがあげられる。本研究では、日常の環境における多様な電

波による人体ばく露を、測定及び推定により定量的に示すこと、ばく露評価の精度が電波の健

康リスクに関する疫学研究に及ぼす影響をわかりやすく定量的に示すことにより、電波の生体

安全性についての理解を深めることを目的とする。  

 

具体的な検討項目、及び２９年度の目標は以下の通りである。  

 

ア）電波ばく露量の定量的把握  

最終年度は、ばく露モデルのさらなる改良を行うための検討を引き続き行うとともに、国際

共同研究と連携して、日常生活環境における電波ばく露の実態について明らかにする。  

 

ア－１ 無線通信端末からの電波ばく露量の把握  

端末からの出力電力の特性については、ウ）のシミュレーションの結果を踏まえて、ばく露

モデルの改良を行う。  

頭部内のＳＡＲ分布の検討については、前年度までの成果に加えて、国際共同研究との連携

に対して、必要な追加検討を行う。  

 

ア－２無線通信端末以外の発生源による電波ばく露量の把握  

携帯電話基地局からのばく露については、ウ）のシミュレーションの結果を踏まえ、必要に

応じ、さらなるばく露モデルの改良を行う。  

無線ＬＡＮ端末等、他の電波からのばく露については、国際共同研究の動向を注視しなが

ら、より多くの発生源についてばく露への寄与を考察する。  

 

イ）脳腫瘍罹患状況の疫学的評価  

前年度に引き続き、東京女子医大による研究の工学的支援を行う。  

 

ウ）  電波ばく露と疾病の因果関係のシミュレーション  

ウー１  ばく露応答モデルおよび発症モデルの構築  

前年度までの検討を踏まえ、本検討のための適切なモデルを構築する。  
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ウー２  モデルに基づくトレンドシミュレーション  

前項のモデルを集団に適用した場合の発症トレンドのシミュレーションを引き続き行う。よ

り複雑なシナリオを考慮し、妥当なシナリオについて考察を深める。  

 

ウー３  症例対照研究シミュレーション  

症例対照研究に関する数値シミュレーションを進める。特に、実際のばく露と症例対照研究

におけるばく露評価との違いを、さまざまな不確かさを考慮したモデルにより仮定し、どのよ

うな結果が得られるかについて詳細な検討を行う。  

 

エ）総合評価  

ウ）のシミュレーションの結果とトレンド解析の結果の比較、過去の症例対照研究の結果と

の比較を通して、考えられるシナリオについて考察し、疫学研究の背後にあるシナリオについ

て、どのような可能性があり得るかを総合的に考察する。また、電波が健康にとってリスクと

なるかどうかを判定するためにどのようなばく露情報を記録しておくことが必要であるかを本

研究で行ったシミュレーションを通して考察し、提案を行う。なお、２９年度は本研究の最終

年度であり、総合評価を通して本研究で得た成果についてとりまとめる。   
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Ⅲ 研究方法および結果  

１．電波ばく露量の定量的把握  

１－１  携帯電話端末からの電波ばく露量の把握（検討課題ア－１）  

1-1-1 端末からの出力電力の特性：第４世代の回線を利用した音声通話の出力電力  

端末からの出力電力の特性については、これまでの検討から多くの知見を得てきた。しか

し、近年普及が進んでいる第４世代の端末（LTE 端末）では、 IP ネットワークを利用して音

声通話を伝送している。利用者は、第３世代（３G）の回線を利用しているのか、第４世代の

VoIP で通話しているのか（以下、LTE 通話と称する）、意識せずに利用している。これまで、

３G 回線利用時の出力電力特性を調査し、検討課題ウにおけるシミュレーションでも３G 回線

を使用した場合を想定して、出力電力の不確かさを考慮しているが、LTE 通話時との違いにつ

いて検討し、大きな違いがあれば、３G と４G の利用を区別したばく露評価も必要になる。  

LTE 回線使用時の出力電力については、２７年度に予備検討を行っていた。但し、このとき

の検討では、予備測定の範囲であったためデータ数が少なく、また電波を発している時間率の

測定を簡易なスペクトラムアナライザのゼロスパンモードを用いて行ったため、時間分解能が

不十分であったため、十分に信頼できる結果とはいえなかった。今年度は、十分なデータ量を

集めたこと、高速のオシロスコープを用いて波形観察を行ったことでより高精度の測定を行っ

た。  

 

（１）LTE 通話における出力電力特性  

ネットワーク解析ソフトウェア Sigma-ML をインストールしたスマートフォンを用いて、端

末からの出力電力からの特性を測定した。測定は、さまざまな場所を徒歩で移動して測定を行

う「徒歩」測定と、同じ場所で長時間連続測定を行う「定点」測定、２８年度に報告したドラ

イブ測定と同様に、自動車内に測定器を設置して、八王子市から都心を経て千葉県の九十九里

方面にわたる広範囲の測定を行った「ドライブ測定」によって測定を行った。また、電車、バ

ス等の移動手段を利用しながら測定したデータも取得した。  

Sigma-ML は通話が３G の W-CDMA で行われているか、LTE 通話であるかを識別して記録

できる。測定したデータの内、LTE 回線で通話を行った部分（延べ時間約 113 時間）の出力電

力の分布は図１－１のようになり、中央値は 3.26mW、平均値は 20.7mW となった。この値は

３G 回線使用時の出力電力より中央値で 80 倍、平均値で 20 倍程度大きい。但し、送信波形は

パケット送信時にだけ電波を発する非同期のパルス波であり、Sigma-ML の記録する送信電力

はパルス波のピーク値である。次項（2）で述べるように、実際に電波を送信している時間は

通話時間の約 2 －  8 %程度であるため、時間率を考慮した実際の RMS 値はピーク値の平均値

の 2 －8 ％である。すなわち、中央値は 65～260 µW、平均値は 0.41～1.7 mW 程度となる。  
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先行研究 [4]で行われた、第 3 世代携帯端末 (CDMA-2000)の送信電力は中央値が 40µW、平均

値が 1.2mW であり、第 3 世代と第 4 世代で出力電力の特性に大きな差はないと考えられる。  

 

 

 

図 1－1 LTE 通話における端末の送信電力（ピーク電力）の分布  

 

次に、周囲の環境や測定状態によって、出力電力の分布の違いが見られるかを確認するため

に、地域エリア（オフィス /商業地域、住宅地、田舎）屋内外（屋外、屋内鉄筋、屋内木造）、

測定手段（徒歩、電車 /船等、地下鉄、車、自転車 /バイク、定点）のカテゴリに分けて解析を

行った。  

地域別においては、同一測定手段の中央値で比較すると総じて「オフィス /商業地域＜住宅

地＜田舎」の順に出力電力が低い傾向にあることが確認できた。図１－２、図１－３はそれぞ

れ測定方法が「徒歩」「定点」での地域別の出力電力特性（LTE 通話時）となる。  
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図１－２ 徒歩測定における地域別の出力電力特性（LTE 通話時）  

 

 

 

図１－３ 定点測定における地域別の出力電力特性（LTE 通話時）  

 

平均値については測定場所に電波の悪いエリアがあるとその地点での出力電力が対数軸上で
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大きいな値をとるため、そのデータが支配的となって、平均値が高く出る場合があるので注意

してみる必要がある。また、図１－４で見るように測定の際の移動手段が「車・電車」の場

合、どの地域においても平均値がほぼ同程度となっている。これは、移動によるハンドオーバ

ーの影響が大きいためと考えられる。  

 

 

 

図１－４ 車・電車での測定における地域別の出力電力特性（LTE 通話時）  

 

（２）時間率について  

3G 世代携帯電話端末では CDMA (Code Division Multiple Access) 方式を用いており、通信中

の時間波形は信号が常に存在する。一方で LTE 方式の通信における上りリンクでは SC-

FDMA(Single Career –Frequency Division Multiple Access)を用いることにより、データシンボル

を時間軸方向に並べて伝送を行うため、データのスケジューリングによっては、通信中の時間

波形は信号が出ない期間がある。ばく露評価の観点からは、通信中に占める信号の存在する比

率  (以下、時間率と表現する ) を考慮し、送信電力の実効値を推定する必要がある。  

今回携帯電話端末の送信電力の測定に使用しているネットワーク解析ソフトウェア Sigma-

ML は、送信電力のピーク値を記録しているため、時間率を考慮した送信電力を考える必要が

ある。そこで、時間率を推定するために LTE 通信時の端末から発生する電波の時間波形の測

定を行った。  
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測定方法  

Sigma-ML がインストールされた携帯電話端末を通話状態にして、100msec の時間における

電圧を高速オシロスコープで測定した (図１－５ )。また、電波状態が悪い場合を想定して、携

帯端末に、アルミ箔で覆い内部に電波吸収体を貼り付けた段ボール箱を端末の上から被せた状

態での測定も行った。なお、音声の有無で時間率が異なるため、通話中の端末には音声が含ま

れない設定、音声を積極的に含む設定でそれぞれ測定を行った。測定に使用した機器を表１－

１に示す。  

 

 

図１－５ 測定の様子（左が遮蔽物なし、右が遮蔽物あり）  

 

表１－１ 使用機器  

測定器  オシロスコープ  DSO/DSA 90804A(Keysight Infinniium 90000A Series)  

アンテナ  ダイポールアンテナ 1700MHz～1950MHz 対応  (アンリツ MA5612) 

同軸ケーブル  SUCOFLEX_102 

 

 

測定結果  

通話中の端末には音声が含まれない設定において、電波の送受信環境が良好の場合の時間波

形を図１－６、電波の送受信環境が悪い場合の時間波形を図１－７に示す。送受信環境が良好

の場合のしきい値を 110 －116dBuV/m、送受信環境が悪い場合のしきい値を 110 – 118dBuV/m

とすると、それぞれの 100ms 間における送信電波の時間波形の ON の時間率は送受信環境が

良好な場合で 1.1～3.8％、送受信環境が悪い場合で 2.5～5.5％となった。  

次に通話中の端末には音声が含まれる設定の場合の時間率の測定結果については、送受信環

境が良好の場合の時間波形を図１－８、送受信環境が悪い場合の時間波形を図１－９に示す。

送受信環境が良好の場合のしきい値を 115 - 127 dBuV/m、送受信環境が悪い場合のしきい値を

115 - 136 dBuV/m とすると、それぞれの 100ms 間における送信電波の時間波形の ON の時間率

は送受信環境が良好な場合で 0.5 – 8.3％、送受信環境が悪い場合で 3.2 – 13.7％となった。  



 

12 

 

 

 

 

 

図１－６ 送受信環境が良好な場合の時間波形（音声なし）  

 

図１－７ 送受信環境が悪い場合の時間波形（音声なし）  

 

図１－８ 送受信環境が良好な場合の時間波形（音声あり）  
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図１－９ 送受信環境が悪い場合の時間波形（音声あり）  

 

送受信環境の違い、音声の有無について等確率として、下限と上限のそれぞれ平均を求める

ことにより、LTE 音声通話の時間率は 2 －  8 %と推定された。  

前項で、この時間率にピーク電力の平均値を乗じて RMS 値としたが、ピーク値は個々の送

信パケットのピーク値を求めているのではなく、１秒間のピーク値の中央値を記録している。

したがって、ここでの RMS 値の推定結果には誤差が含まれることに注意が必要である。  

 

 

1-1-2 頭部内のＳＡＲ分布  

頭部内の SAR 分布に関する検討は、国際共同研究 Mobi-Kids のためのばく露評価として、

共同研究の枠組みで実施してきた。国際共同研究 Mobi-Kids と並行して、日本の国内研究と韓

国の国内研究の協力の下で、国際共同研究を進めている。この研究は、欧州の状況とは異なる

日本、及び韓国の状況を考慮した検討を行うことを意図している。  

韓国の研究チームは、Mobi-Kids に比べてより詳細な携帯電話端末の分類を行っている。我

が国の携帯電話端末をこのカテゴリ分類に沿って再分類し、国際共同研究に寄与した。  

表１－２に日韓共同研究の携帯電話端末カテゴリ分類を示す。国際共同研究では、アンテナ

が下端にあるストレートタイプ（Bar タイプ）の端末を一つのカテゴリで表していたが、SAR

分布が端末の長さによって異なることから、韓国では、長さを３段階に分類している。これら

韓国から提案された分類に対し、日本にのみ存在するカテゴリが存在する。これらについて

は、SAR 分布を確認して、近いカテゴリに対応づけることにしたが、端末上部に外部アンテ

ナ（ヘリカルアンテナ）を配置した端末については対応するカテゴリがなく、新たに SAR 分

布を計算した。  
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表１－２ 日韓共同研究の携帯電話端末カテゴリ分類  

 

＊日本のみ存在する分類項目の（ ）の分類は該当の分布で代用  

 

 

カテゴリ
No

アンテナ
位置

周波数帯 イメージ図 日韓分類名
日本のみ

存在する分類

1 Bottom H M1H

2 L M2L (S1LB)

3 H M2H

4 L M3L
(S1LT & M1LT

& L1LT)

5 H M3H
(S1HT &

M1HT& L1HT)

6 L M4L

7 H M4H

8 L M5L

9 H M5H

10 L M6L

11 H M6H

12 L M7L

13 H M7H

14 L M2L&M4L

15 H M2H&M2H

16 L M3L&M5L

17 H M3H&M5H

18 L M8h

19 H M9h

20 L M8h&M8w

21 H M9h&M9w

22 H
L1H

（M1H_Long)

23 H
S1H

（M1H_Short)

24 L M1LE

25 H M1HE

26 L1LB

27 M1LB

999

Bottom

不明

L

形状

Bar
（105㎜<=長さ
<=140㎜）

Internal

Bar
（長さ＞140㎜）

Bar
（105㎜<=長さ
<=140㎜）

アンテナタイプ

Internal

Internal

ヘリカル

ヘリカル＆
ホイップ

External

Closed

Slide

Slide

Bottom

Bottom

Middle

Bottom

Open&
Closed

Flip

Open

Bar
（長さ＞140㎜）

Bar
（長さ＜105㎜）

Flip

Top

Bottom

Top

Middle

Top

Bottom

External ヘリカル Bar Top



 

15 

 

 

 

モデルの概要を図１－１０と表１－３ に示す。  

 

 

図１－１０ 上部外付けアンテナストレートモデル全体図及びアンテナ拡大図  

 

表１－３ 上部外付けアンテナストレートモデルの概要  

モデルの分解能  1 ㎜  

対応周波数  925MHz 1.5GHz 

アンテナタイプ  ヘリカルアンテナ  

アンテナ電気定数  PEC 

 

 

上部外付けアンテナストレートモデルにおけるフラットファントムによる⒑g 平均 SAR 分

布と電磁界強度分布（実効値）を各周波数（925MHz、1500MHz）毎に、図１－１１～図１－

１６に示す。尚、アンテナ入力電力は、携帯電話端末の最大送信電力 250mW とした。  
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図１－１１ 925MHz フラットファントムの 10g 平均 SAR 分布図 最大値 1.5mW/g 

 

図１－１２ 925MHz フラットファントムと上部外付けアンテナストレートモデルの電界強

度分布（実効値） 0ｄB=5.0e3V/m 

 

図１－１３ 925MHz フラットファントムと上部外付けアンテナストレートモデルの磁界強

度分布（実効値） 0ｄB=18.0A/m 

 

図１－１４ 1500MHz フラットファントムの 10g 平均 SAR 分布図 最大値 2.16mW/g 
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図１－１５ 1500MHz フラットファントムと上部外付けアンテナストレートモデルの電界

強度分布（実効値） 0ｄB=7.0e3V/m 

 

図１－１６ 1500MHz フラットファントムと上部外付けアンテナストレートモデルの磁界

強度分布（実効値） 0ｄB=27.3A/m 

 

外付けアンテナストレート型と耳元にアンテナがあるストレート型端末 [5]におけるバーチ

ャルファミリー１１歳頭部モデルの Cheek ポジションにおける電磁界強度分布（実効値）を

各周波数（925MHz、1500MHz）毎に図１－１７～図１－２０ に示す。尚、耳元にアンテナ

があるストレート端末は日韓共同研究のカテゴリ分類表１のカテゴリ NO４、５に該当する。  

アンテナ入力電力は 250mW とする。  

 

図１－１７ 925MHz 上部外部外付けアンテナストレートモデル（左）と  

耳元アンテナストレートモデル（右）の電界強度実効値分布  
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図１－１８ 925MHz 上部外部外付けアンテナストレートモデル（左）と  

耳元アンテナストレートモデル（右）の磁界強度実効値分布  

 

 

図１－１９ 1500MHz 上部外部外付けアンテナストレートモデル（左）と  

耳元アンテナストレートモデル（右）の電界強度実効値分布  

 

 

図１－２０ 1500MHz 上部外部外付けアンテナストレートモデル（左）と  

耳元アンテナストレートモデル（右）の磁界強度実効値分布  

 

次に外付けアンテナストレート型と耳元にアンテナがあるストレート型端末における１１歳

頭部モデルの脳 1g 平均 SAR 値の比較例を図１－２１、図１－２２に示す。  
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脳断面図の１㎝グリッド SAR 値は、まず１mm 均一セル毎に５ポジションの計算を行った

脳１g 平均 SAR 値を平均し、さらに各１mm セルの SAR 値を、 IEEE 規格の SAM ファントム

の携帯電話端末の保持位置が Cheek ポジションにおける頭部 10g 平均最大 SAR 値が１W/Kg

となる時のアンテナ入力電力値で換算した。次に１㎝キューブ毎に１㎜セルの SAR 値を合計

し、SAR 値が 0 より大きい 1 ㎜セルの数で除した値である。  

 

図１－２１ 外付けアンテナストレートモデルと耳元アンテナのストレートモデルにおける  

11 歳頭部モデルの SAR 分布（低周波数帯）  

 

 

図１－２２ 外付けアンテナストレートモデルと耳元アンテナのストレートモデルにおける  

11 歳頭部モデルの SAR 分布（高周波数帯）  

 

２つの端末を比較した結果、低周波数帯では、殆ど SAR 分布の差はみられないが、高周波

数帯では、外付けアンテナモデルは、脳の後側は耳元にアンテナがあるモデルより SAR が強

い傾向となった。他分類とは異なる SAR 分布がみられた事から、新たに日韓共同研究携帯電

話端末分類に加えられ、今後の解析に利用される予定である。  



 

20 

 

 

 

 

 

１－２  無線通信端末以外の発生源による電波ばく露量の把握  

1-2-1 無線 LAN ルータからの電波による脳へのばく露評価  

 日常生活における電波ばく露の実態を定量的に把握する為、携帯電話端末、基地局以外か

ら発生する電波ばく露も調査する必要がある。最近の携帯電話端末は、端末の出力電力が非常

に微弱になっている事から、２７年度報告で示す通り、無線 LAN 端末アクセスポイントから

の電波によるばく露が、無視できないレベルとなっている。そこで、今年度は無線 LAN ルー

タからの電波による脳ばく露量の推定と携帯電話端末使用時の端末からの電波による脳ばく露

量との比較を行った。  

 

（１）ばく露評価方法  

２７年度報告では、無線 LAN ルータからの電波について、様々な条件でその距離特性を測

定した。端末と接続しているだけの状態と、ファイル転送中では、電界強度のピーク値はあま

り変わらないが、平均値は大きく変わる事を明らかにした。アクセスポイントから比較的近距

離では、基地局からのばく露と比較して同程度以上の電界強度であった [6]。  

今回は無線 LAN ルータから人体頭部が近距離にある場合の、無線 LAN ルータからの電波

による脳における SAR 値を算出し、ばく露量を推定した。また、携帯電話端末からの電波に

よる脳 SAR 値との比較を行った。無線 LAN ルータと人体頭部の距離は、１ｍ、0.5ｍ、0.3ｍ

とした。測定では、無線 LAN ルータと測定器の距離が 1m の時、PC1 台がダウンロード中と

いう条件での無線ルータの電界強度実効値と基地局の電界強度実効値が同等であった。そこ

で、電界強度実効値が同等以上である 1m、0.5m、0.3m の距離に人体頭部モデルと無線 LAN

ルータを設置してばく露評価を行った。  

 

（２）数値モデル  

無線 LAN ルータと人体モデルが波長に比べて十分離れている場合は、遠方界となる。遠方

界での電界強度分布は、アンテナの形状による違いがほとんどないと考えられるため、標準ア

ンテナである半波長ダイポールアンテナモデルを用いて、無線 LAN ルータの電波発生源をモ

デル化した。  

27 年度に無線 LAN ルータから発生する電界強度実効値を様々な条件を測定し、距離特性を

求めた。 [7]今回はそれらの測定条件の中で２つの条件を想定して、数値解析を行った。２つ

の条件とは、無線ルータに無線接続した 3 台のノート PC のうち、1 台のノート PC がファイ

ルをダウンロードしているという条件（「通信時」と呼ぶ）と無線 LAN ルータの電源は ON に

しているが、ノート PC は接続していない条件（「非通信時」と呼ぶ）とした。測定で求めた
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電界強度実効値の距離特性と数値モデルの半波長ダイポールアンテナから発生する電界強度実

効値が一致するよう入力電力を決定した。  

実環境下では、電波の反射や干渉等がある事から理論値と誤差が生じる。今回は測定の電界

強度実効値と一致するよう数値モデルの入力電力を、微調整して求めた。その結果を下記の表

１－４に示す。  

 

表１－４ 無線 LAN ルータからの電界強度実効値の測定値とこれと等しい電界強度を  

生じる等価波源半波長ダイポールアンテナの入力電力  

周波数帯  

(GHz) 

距離  

（ｍ）  

通信時（11n 使用）  非通信時 (11ngb/11na 使用 ) 

電界強度実効値

（V/m）  

(dBμV/m)  

入力電力  

(mW) 

電界強度実効値

（V/m）  

(dBμV/m)  

入力電力  

(mW) 

2.4 

1 
0.98 

119 

22.5 

0.19 

106 

0.66 0.5 
2.05 

126 

0.37 

111 

0.3 
3.48 

130 

0.56 

115 

5.5 

1 
0.90 

119 

18.0 

0.089 

99 

0.21 0.5 
1.77 

124 

0.19 

106 

0.3 
3.2 

130 

0.29 

109 

 

（３）人体頭部モデル  

使用した数値モデルは、解剖学的不均一人体モデルの日本人標準男性モデルの 20 歳のモデ

ル [8]を用いた。全身モデルで計算した場合の脳の SAR との相対差が 10％以下となるよう、肩

から下の一部を含むモデルを用いた。使用した肩上頭部モデルを図１－２３に示す  
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図１－２３ 肩上 Taro20 歳モデル  

Taro20y 肩上モデルの脳組織の密度を表１－５に示す。  

表１－５ 脳組織の密度 [9] 

脳組織  密度

[kg/m3] 

Cerebellum 1045.0 

Greymatter 1044.5 

Hypothalamus 1053.0 

Midbrain 1045.5 

Pinealgland 1053.0 

Pituitarygland 1053.0 

Thalamus 1044.5 

Whitematter 1041.0 

 

（４）比較する為に使用した携帯電話端末モデル  

 無線 LAN ルータにおける脳のばく露量と比較する為に、第３世代の形状が代表的な  

携帯電話端末であるフリップ型でアンテナが真ん中にある機種を使用した。 [10] 

携帯電話端末は頭部右側の Cheek ポジションに配置した時の脳の SAR 値を算出した。  

尚、第４世代の携帯電話端末については、送信パワーのピークが出る時間率を加味し、平均

送信電力はオーダーとして 1.0ｍW と仮定した。すなわち、第３世代携帯電話端末からうける

ばく露量と同程度である。  

 

（５）計算方法  

人体頭部と無線 LAN ルータが、1m、0.5m、0.3m 離れた位置を想定し、半波長ダイポール

アンテナを人体頭部モデルの脳部とほぼ同じ高さで、頭部の前後・左右の 4 方向に設置した。

半波長ダイポールアンテナは垂直偏波で入射させた。モデルの設置図を図１－２４に示す。  
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図１－２４ 半波長ダイポールアンテナモデルと人体モデルの設置図  

 

計算手法は FDTD(Finite Difference Time Domain)法を用いた。計算ツールは  

SEMCADX ver14.8.6.1（Schmid&PartnerEngineering AG）を使用した。波源を含む広領域を

均一メッシュで離散化すると、Voxel 数が膨大になりメモリや計算時間も増える。そこで、使

用ソフト SEMCADX の機能の等価波源（Huygens Source）を用いて頭部モデルの SAR 分布を

算出した。等価波源を用いた計算は、２つのステップを経て SAR 分布を算出する。  

１． 人体頭部モデルは置かず、半波長ダイポールアンテナのみで解析領域内の電

磁界強度分布を算出する（Voxel 数は、可変メッシュで離散化する事で最小限にする）  

２． １．で求めた電界強度分布を使用し、人体頭部モデルを囲む等価波源の SAR

分布を算出する（頭部モデルは 1 ㎜均一メッシュで離散化する）  

 

吸収境界条件は SEMCADX の機能より領域の境界面で平面波が少なくとも 99.9％吸収され

るように設定した。  

計算条件について表１－６に示す。  

表１－６ 計算条件  

周波数帯  2.4GHz（2.4GHz 帯）5.5GHz（5.5GHz 帯）  

半波長ダイポールアンテナ  

（波源）設置距離  

1m 0.5m 0.3m 

波源 解析領域 Volume 3m×3m×2m 

〃    Voxel 数  366×366×252=33.8 Mcells（2.4GHz）  

801×802×540=347.3 Mcells（5.5GHz）  

〃    Voxel 最小サイズ  1mm 

〃    Voxel 最大サイズ  8.73mm 

〃    境界条件  U-PML10 層  
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等価波源 解析領域 Volume 538mm×276mm×602mm 

〃    Voxel 数  558*296*622=102.7 Mcells 

〃    Voxel サイズ  1 ㎜×1mm×1mm 

〃    境界条件  U-PML14 層 (2.4GHz)  U-PML12 層 (5.5GHz) 

 

 

（６）無線 LAN ルータの通信時・非通信時の脳ばく露量の推定  

無線 LAN ルータの電波による脳のばく露について、脳 1g 平均最大 SAR 値及び脳全体でば

く露量を平均した SAR 値で評価を行った。  

脳 1g 平均最大 SAR 値は SEMCADX の機能を用いて算出した（ IEEE/IEC62704-1 に準拠）。  

また、脳全体平均 SAR 値は、脳内の各セルの脳組織の密度に SAR 値をかけたものを合計

し、脳全体の質量で除す方法で算出した。式（1）に算出式を示す。ρ は脳組織の密度を示

す。  

 

脳全体の平均 SAR[W/Kg]＝ 
∫ ρ×各セルの SAR[W/kg]dv

∫ ρdv
        （1）  

 

 数値計算より求めた脳1g平均SAR最大値を図１－２５に示す。5.5 GHz の半波長ダイポー

ルアンテナを用いたときより、2.4 GHzの半波長ダイポールアンテナを用いたときの方が脳に

おけるSARが大きくなる事が明らかとなった。また、2.4 GHz, 5.5 GHz共通して、前方に半波

長ダイポールアンテナを設置したときより、他の３方向に配置した時の方がSARは大きい値を

示した。  
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図１－２５ 無線 LAN ルータ通信時各周波数、入射方向、設置距離による脳 1g 平均最大

SAR 値  

 

（７）無線 LAN ルータの設置位置による脳 1g 平均 SAR 値の差異  

2.4 GHz, 5.5 GHz 共通して、前方に半波長ダイポールアンテナを設置したときより他の3 方

向に設置した時の方がSAR が大きくなった。これは、頭部の解剖学的構造の違いによるもの

と考えられる。  

 図１－２６に各方向に半波長ダイポールアンテナを設置した場合の、脳 1g 平均 SAR 値の

最大値が生じた箇所を示す。いずれも無線 LAN ルータの設置距離は 0.5m とする。脳 1g 平均

SAR の最大値は黒丸内に示した点に生じた。図１－２６より、前方に半波長ダイポールアン

テナを設置した場合は、最大値が生じた箇所に到達するまでに電波が減衰している事がわかっ

た。このことから、前方に設置した場合は、脳組織に到達するまでに電波が減衰するため、

SAR が小さくなっていると考えられる。  

 

 

図１－２６ 各方向から電波が入射した場合の脳 1g 平均最大 SAR 値の断面図  

 

（８）周波数帯の違いの検討  

周波数帯によってSAR の値が異なっているのは、2.4 GHz と5.5 GHz の浸透深さの違いに

脳SAR分布（右方） 脳SAR分布（左方）

脳SAR分布（前方） 脳SAR分布（後方）
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起因するものと考えられる。皮膚内部に2.4 GHz と5.5 GHz の平面波が入射したときの浸透深

さについて考えた。  

 平面波がz の正の方向に伝搬するとき、振幅が減衰定数α に従い、e―αz で指数関数的に

減少する。減衰定数αは以下の式 (2)で表される。  

また、振幅が1/eとなるまでの距離を浸透深さδと定義する。  

α = ω√εμ√
１

２
(√１＋ (

𝜎

𝜔𝜀
)
2

− 1)  (2) 

(εは人体組織の誘電率 [F/m],μは人体組織の透磁率 [H/m],σは人体組織の導電率 [S/m] ) 

 

 皮膚内部を平面波が伝搬するとき、2.4 GHz ではα= 43:6, 5.5 GHz ではα= 103:7 であっ

た。よって、皮膚内部での浸透深さは、2.4 GHz ではδ= 23 mm, 5.5 GHz ではδ= 9.6 mm とな

る。このことから、5.5 GHz の半波長ダイポールアンテナを用いた場合は、脳に到達するまで

に振幅が大きく減少するため、SAR が小さくなっていると考えられる。図１－２７、図１－

２８  に半波長ダイポールアンテナと同じ高さの断面での脳のSAR 分布を示す。2.4GHz使用

時と5.5GHz使用時のSAR を同じスケールで比較した場合、2.4GHzはあまり減衰していない事

がわかる。  

 

 

図１－２７ 2.4GHz 帯脳 1g 平均 SAR 分布  図１－２８ 5.5GHz 帯脳 1g 平均 SAR 分布  

 

（９）携帯電話端末使用時のばく露量との比較  

無線 LAN ルータからの電波によるばく露量と携帯電話端末から発生する電波による脳 1g

平均最大 SAR 値を比較したグラフを図１－２９に示す。携帯電話端末から発生する送信電力

は、第３世代では、平均 1.2ｍW、中央値 40µW[4]として脳 1g 平均最大 SAR 値を算出した。

無線 LAN ルータ非通信時では、脳 1g 平均最大 SAR 値の最大は
52 10 μW/kg と携帯電話端末

による値より非常に小さい事がわかった。又、通信時においての脳 1g 平均最大 SAR 値は、携

帯電話送信出力中央値 40μW 時より全ての設置距離で大きい値となった。携帯電話平均送信出
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力時の脳 1g 平均最大 SAR 値で比較すると、ルータ設置距離が 1m の 2.4GHz 帯では同程度で

あった。ルータ設置距離が 0.5m、0.3m では、無線 LAN ルータによる脳 1g 平均最大 SAR 値

は、2.4GHz 帯は 136～679μW/Kg、5.5GHz 帯は 48～236μW/Kg と携帯電話端末からうけるばく

露量を上回る事がわかった。携帯電話端末使用時より、無線 LAN ルータによる脳 1g 平均最

大 SAR 値は 2.4GHz 帯では 1.3～6.3 倍、5.5GHz 帯では、0.4～2.2 倍大きい値となった。  

 

 

図１－２９無線 LAN ルータの通信・非通信時の各距離における脳 1g 平均最大 SAR 値と  

携帯電話端末による脳 1g 平均最大 SAR 値  

 

無線 LAN ルータの通信・非通信時、携帯電話端末による脳全体の平均 SAR 値のグラフを図

１－３０に示す。通信時においては、脳 1g 平均最大 SAR 値と同様、携帯電話端末による脳全

体平均 SAR 値より上回る結果となった。又、非通信時の 2.4GHz 帯では、携帯電話端末の送

信電力中央値 40μW 時による脳全体平均 SAR 値と同程度となった。  
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図１－３０ 無線 LAN ルータの通信・非通信時の各距離における脳全体平均 SAR 値  

 

 

無線 LAN ルータによるばく露量は、非通信時では、第３世代携帯電話端末使用時より小さ

い値である事がわかった。しかし、通信時においては、無線 LAN ルータと人体頭部が１m 以

下に近接している場合は、携帯電話端末使用時と同程度以上のばく露量であった。いずれにし

ても ICNIRP が定めるガイドラインよりはるかに小さい値である。  

しかし、疫学研究において携帯電話端末からのばく露を評価する際に、家庭内の無線 LAN

ルータからの電波によるばく露を無視できないことには注意が必要である。  

 

1-2-2  WiMAX ルータからのばく露  

WiMAX ルータからのばく露について検討を行った。WiMAX ルータは基地局との間は

2.6GHz 帯で通信し、端末との間は WiFi で接続している。このため、インターネットにアップ

ロードする際には 2.6GHz 帯の電波と端末からの無線 LAN の電波が同時に送信する。また、

ダウンロード時は WiMAX ルータから WiFi の電波が送信される。さまざまな使用状況が考え

られるが、本検討では一例を示す意味で、発生源が識別しやすい条件に絞って評価を行った。  

 測定状況を表１－７に示す。  
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表１－７ 測定状況  

状況１  バックグラウンド  

状況２  ルータとノート PC の接続のみ  

状況３  ルータとノート PC を接続し、データダウンロード  

状況４  ルータとノート PC を接続し、データアップロード  

 

使用した WiMAX ルータはポータブルタイプのもので、WiMAX2+規格のもの、利用周波数

は 2605MHz－2545MHz、帯域幅は 20MHz である。ノート PC と接続するための WiFi の規格は

IEEE802.11n/g/b で、使用周波数は 2400MHz－2484MHz、帯域は 20MHz である。  

測定は既出のスペクトラムアナライザ SRM3006 を用い、RBW を 500kHz としてスペクトラ

ム解析モードで測定した。  

WiMAX ルータとノート PC の距離は 2m とし、ルータから 0.2m の位置に SRM3006 のプロ

ーブを配置した。測定場所（首都大学東京南大沢キャンパス）の WiMAX の電波状況がよくな

かったため、測定は屋外で行った。  

 

 

図１－３１ 測定風景  

 

測定された電界強度のピーク値を図１－３２に示す。WiMAX においては状況 4 のデー

タアップロード時に最大値の 134.2 dBμV/m となった。Wi-Fi においては状況 3 のデータダウ

ンロード時に最大値の 134.7 dBμV/m となった。WiMAX ルータは端末とは Wi-Fi で通信を行

い、基地局とは WiMAX で通信を行っている。そのためアップロード時に WiMAX が、ダウ

ンロード時に Wi-Fi の電界強度が強くなったと思われる。ノート PC と接続のみ行う状況 2 

の最大値と比較して、状況 4 の WiMAX の最大値と状況 3 の Wi-Fi の最大値はそれぞれ 11.9 

dB、4.9 dB 大きくなった。  
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図１－３２ 電界強度のピーク値  

 

測定された電界強度の実効値を図１－３３に示す。実効値についても最大値と同様にデータ

アップロード時に WiMAX の電界強度が最も大きくなり、データダウンロード時に Wi-Fi の

電界強度が最も大きくなった。それぞれの値は WiMAX が 120.0 dBμV/m、Wi-Fi が 125.6 

dBμV/m となった。  

 

 

図１－３３ 電界強度の実効値  

 

 WiMAX ルータからの距離を変えて測定した結果を図１－３４に示す。  
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図１－３５ 電界強度の距離特性  

 

 

 限られた条件での測定であるが、WiMAX ルータからの電波は、前節で述べた WiFi ルー

タと比較するとちいさいが、やはり無視できないレベルの電波を発しているという結果であっ

た。  
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２．脳腫瘍罹患状況の疫学的評価  

疫学的評価は東京女子医大が主体となって担当する課題である。首都大学東京は、ばく露評

価を担当する。国際共同研究で行っているばく露評価について、スペイン事務局およびフラン

ス、韓国の研究チームと連携して、検討を行った。  

国際共同研究は、欧州連合の研究プロジェクトとしてスペインの事務局が中心となって、

Mobi-Kids として開始した研究が延長され、現在は GERoNiMO として取りまとめている。こ

れと並行して日本と韓国で共同研究も進められている。欧州が中心の国際共同研究では、欧州

の電波利用状況として第 2 世代の GSM 方式の、平均出力電力が 100mW を超える端末が今も

使われている。一方、日本と韓国では、第 2 世代の TDMA 方式の端末は既に使われていな

い。このような共通性を考慮して、共同研究が進められている。  

２９年度は、端末の分類を国際共同研究における分類（２８年度に報告）と異なる、日本と

韓国で共通の分類について整理し、疫学研究のばく露評価に適用した。この内容については、

本報告書の１－２に述べた内容である。  

国際共同研究の疫学研究の結果に関する具体的な内容については、国際共同研究として公開

されるまでは、日本の国内研究、日韓の共同研究のように国際共同研究の一部として行われて

いる研究も含め、原則として各国の研究グループが公開してはならない、という申し合わせと

なっている。  

 

３．電波ばく露と疾病の因果関係のシミュレーション  

３－１  ばく露応答モデルおよび発症モデルの構築  

 ２８年度に検討したモデルと同じモデルを２９年度のシミュレーションでも使用する。過

年度の報告と重複するが、概要を以下に示す。  

脳腫瘍の発症モデルとして、Armitage-Doll モデルを仮定し、20 歳以上の年齢において、日

本の脳腫瘍罹患数にフィットするようパラメータを求めた。  

 
 

図３－１  Armitage-Doll モデル  

 

Armitage-Doll モデルは  図３－１に示すように、1 つの細胞ががん化するまでに  k  回のイ

ベントが必要であると  いうモデルである  [11]。  1 回もイベントが起きていない初期状態を

状態  1 とする。 i は状態  i の細胞に起きるイベントの瞬時発生率であり、微小時間  dt の間
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に状態 i の細胞にイベントが起きる確率は idt  である。ばく露の影響で、瞬時発生率が増加

すると仮定することで、ばく露の影響を表現できると仮定する。本報告では、ばく露がないと

きの  i  は  i  によらず、一定値 と仮定する。このとき、細胞が  N 個あり、 t  歳で  N 個の

細胞のうち  1 つががん化する確率  ( )f t は（3－1）式で表される。  

 

1

( )
( 1)!

k k
tt

f t N e
k

 



       (3-1) 

 

 

モデルのパラメータについては、式（3－1）が我が国におけるグリオーマの年齢別発症率に

合うようにパラメータを求めた。なお、パラメータを求める際に、1 つの細胞ががん化した時

点から診断されるまでの期間は無視した。つまり、 N  個の細胞のうち  1 つの細胞ががん化

した年齢を診断年齢として、グリオーマの年齢別の発症率からパラメータを求めた。本報告で

は、グリオーマだけの年齢別発症率のデータが利用できなかったため、日本人男性の脳・中枢

神経系のがんの年齢別発症率（1984–2000 年の平均） [12] と、脳腫瘍の年齢別発症数におけ

るグリオーマの割合（1984–2000 年の平均） [13] の積をグリオーマの年齢別発症率のデータ

とした。 1,2,3,k   として最小二乗法を用いてパラメータを求めた結果、 3k  、

3 96.89 10N   とした。フィッティングの結果を図３－２に示す。  

 

 

図３－２  日本人男性 30-59 歳の脳腫瘍罹患率 (1983-1988 年の平均値) 
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ばく露応答モデルについては、２８年度のトレンドシミュレーションで用いた、ある時点で

パラメータ が x 倍になるという単純なモデルを拡張し、ばく露がある場合、細胞の変化の i

段目のイベントの瞬時発生率 i が、その時点におけるばく露量に依存して大きくなるとす

る。また、ばく露による影響が１，２，３段目のイベントの発生率を増加させると仮定してお

こなった２８年度のトレンド解析シミュレーションの結果から、影響が現れるまでの遅れが大

きいモデルとして、ばく露が１段目のイベントの発生率 1 のみに影響すると仮定した。本検

討では、ばく露の影響は、瞬時発生率 1 が式 (3－5)のように、ばく露量に比例して増加するモ

デル（リニアモデルと呼ぶ）と、式(3-6)のようにばく露がある閾値  を超えるとステップ的

に x 倍に増加するモデル（ステップモデルと呼ぶ）を仮定する。  

 

1( ) ( )t D t          (3-5) 

 

1

( ( ) )

( ( ) )
( )t

D t

x D t

 


 


 


  (3-6) 

 

パラメータ は、ばく露がない時の瞬時発生率（ここでは各イベントに対して一定である

と仮定する）  はばく露の寄与の程度、 ( )D t は年齢 t から t t の間のばく露量を表す。  

 

３－２  モデルに基づくトレンドシミュレーション  

トレンド解析のシミュレーションの方法と結果については２８年度に報告した。２８年度の

トレンドシミュレーションでは、出生年別の携帯電話所有率の調査データをもとに、携帯電話

を所有したあとは Armitage-Doll モデルの３回のイベントのうち、最初のイベントの生起確率

が増加すると仮定して、集団に対して発症数を求めた。  

今年度は、３－３で述べる症例対照研究シミュレーションを行っている。症例対照研究のシ

ミュレーションでは、さまざまなばく露応答シナリオを仮定し、該当する年の出生者全員に対

し、端末の出力電力と通話時間の分布を仮定してランダムに個人毎のばく露を割り当て、前項

で述べた発症モデルを用いて各個人についてシミュレーションを行い、発症者を拾い出してい

る。このため、それぞれのばく露応答シナリオのもとでの発症者数のトレンドもシミュレーシ

ョンできる。  

そこで、症例対照研究と並行して、そのシナリオのもとでの発症数のトレンドを解析した。

症例多少研究シミュレーションと並行して実施しているので、具体的な方法及びシミュレーシ

ョン結果については、３－３で述べる。  
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３－３  症例対照研究シミュレーション  

3-3-1 シミュレーションの概要  

上記３－１で述べた、 3k  の Armitage-Doll モデルを用いて携帯電話使用とグリオーマの

症例対照研究のシミュレーションを行う。症例対照研究のシミュレーションでは、携帯電話が  

1990 年代  から普及し始めたことと、ばく露開始からがんの相対リスクの増加まで数年遅れる

と考えられていることから、「症例対照研究をいつ行うか」ということを考慮して、調査時期

を 2000-2004 年、2010 年 -2014 年、2020 年―2024 年の３つの時期を想定してシミュレーショ

ンを行う。  

ばく露評価として、真のばく露量を脳平均 SAR の累積値と仮定し、真のばく露量を用いた

場合、代用尺度として累積通話時間を用いた場合、累積通話時間にランダム誤差、差別的ある

いは非差別的なバイアスがあった場合を想定した。  

ばく露応答関係としては、リニアモデルとステップモデルを仮定し、それぞれ幾通りかの異

なる影響の大きさを想定してシミュレーションを行った。  

シミュレーションの手順は、以下の通りである。まず症例対照研究のシミュレーションを行

う準備として、仮想的な人口集団に出生年、  携帯電話所有開始年齢（ばく露開始年齢）、通話

時間、端末の出力電力を、実測データを基に設定し、調査期間となる 5 年間に 39－59 歳とな

る年次に出生した全員に対し、個別にグリオーマの発症シミュレーションを行う。調査データ

に基づき仮定した分布にしたがう乱数により携帯電話所有が開始年齢を割り当て、所有開始後

は、やはり測定データに基づき仮定した分布に従う乱数で割り当てられた出力電力の大きさ、

年間の通話時間でばく露量を求め、このばく露量から１段階目のイベントの生起確率
1 を定め

て発症シミュレーションを行う。但し、携帯電話所有開始後のばく露量の年次変化は考えず一

定とした。  

発症モデルで発症が確認された時点で症例として登録し、同じ出生年の対照とマッチングさ

せる。出生者全員についてシミュレーションを行うので、5 年間の症例数は 2000 人前後にな

る。このようなシミュレーションを 200 回繰り返し、オッズ比の平均値を求める。95%信頼区

間は、200 回のシミュレーション結果の 5 パーセンタイル値と 95 パーセンタイル値の範囲と

した。  

このシミュレーションの過程でグリオーマの発症率の年次推移が得られるため、同時に年次

推移も求め、実際の脳腫瘍の罹患率のデータのトレンドとの比較を行った。  

  

3-3-2 仮想的な人口集団の設定  

シミュレーション上の仮想的な人口集団は日本の 1941 年から 2004 年までの日本の出生数に

基づく。日本の出生数は人口動態調査  [14] を用いた（図３－３）。ただし、1944 年から 1946

年のデータが欠落していたため、1943 年から  1947 年まで直線補間した。図３－３のように
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出生した対象者の一人一人に携帯電話所有開始年齢（ばく露開始年齢）、通話時間、出力電力

を設定し、発症シミュレーションを行った。  

 

図３－３ 日本の出生数  [14] 

 

 

3-3-3 携帯電話所有開始年齢の設定  

携帯電話の所有開始年齢は、図３－４の出生年別年齢別の携帯電話所有率のデータ（文献  

[15]に関する調査の過程で得られたデータ）に基づいて設定した。携帯電話所有開始時点をば

く露開始時点とした。仮想的な人口集団の出生年別年齢別携帯電話所有率が図３－４のデータ

に一致するように、携帯電話所有開始年齢を割り当てた。  

 

 

図３－４ 出生年別年齢別携帯電話所有率  
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3-3-4 通話時間と端末の出力電力の設定  

通話時間と端末の出力電力の設定には、先行研究で行った実態調査の結果  [16] を用いた。

これは  10 歳から  24 歳の  198 人の被験者が約  1 ヶ月間、通話情報記録端末（SMP）を利用

して得たデータである。SMP は  CDMA2000 方式の端末であるため、本論文での携帯電話は

第三世代の携帯電話端末を想定している。図３－５に 198 人の対数（常用対数）表示した通話

時間  [時 /月 ] のヒストグラムを示す。ただし、0 時 /月であった  1 人を除外した。  

 

 

 

図３－５ 常用対数をとった通話時間  [時 /月 ] のヒストグラム  [16] 

 

図３－６のデータに対するシャピロウィルク検定（正規性検定）で正規性が確認された

（p = 0.176 > 0.05）ため、常用対数表示した通話時間  [時 /月] は、平均  0.210（約  1.6 時 /

月 ）、 標準偏差  0.632（   が約  0.4–6.9 時 /月）の正規分布に従うとした。この正規分布に従

う乱数を発生させ、対数から真数へ変換し通話時間  [時 /月 ] を設定した。ただし、乱数が大き

くなりすぎる場合があるので、仮定した正規分布の  99.9 パーセンタイル値である  189 時 /月

を超えた場合は、189 時/月とした。本論文では、年齢や出生年による通話時間の変化はデータ

が入手できなかったため考慮せずに、携帯電話を所有してからの通話時間  [時 /月 ] は一定である

と仮定した。  

次に、図３－６に  198 人それぞれの対数（1mW を基準としたデシベル：dBm）表示した  
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SMP の出力電力の平均値のヒストグラムを示す。  

 

 

図３－６  出力電力の平均値  [dBm] [16] 

 

図３－６データに対するシャピロウィルク検定で正規性が確認された（p = 0.910 > 0.05）ため、

出力電力  [dBm] の平均値は、平均－2.92 dBm（=0.51 mW）、標準偏差  6.84（   が約  0.1–2.5 

mW）の正規分布に従うと仮定した。この正規分布に従う乱数を発生させ、出力電力  [dBm] を

設定した。ただし、第三世代の携帯電話端末の出力電力は  23 dBm を超えないので、乱数が  23 

dBm を超えた場合は 23 dBm とした。また、出力電力は設定された値で常に一定と仮定した。  

通話時間と端末の出力電力は利用できるデータが限られていたため、年齢によらず常に一定と

仮定した。つまり、携帯電話を所有してからのばく露量は常に一定である。また、出生年によ

って傾向が異なるのは、携帯電話所有開始年齢のみであるため、本検討で時代の流れを表すの

は携帯電話所有開始年齢のみである。  

 

3-3-5 脳におけるばく露量  

本シミュレーションでは、ばく露量を脳に吸収される高周波電磁界のエネルギー量、つまり

脳におけるばく露量は、脳全体の平均 SAR（端末の出力電力に依存）と累積通話時間の積と仮

定した。携帯電話の出力電力に対する脳全体の平均  SAR は、第三世代携帯電話端末の実機に

基づく数値モデルを人体モデルの頭部右側に配置した場合の計算結果  [17] に基づき仮定し

た。携帯電話の 出力電力が  1 W のときの脳全体の平均  SAR を表３－１に示す。表３－１ 

の脳全体の平均  SAR の平均値である  4.69 mW/kg を、出力電力が  1 W のときの脳全体の平均  
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SAR とした。すなわち、本検討では周波数、頭の形や大きさの違いは考慮しなかった。  

設定した通話時間と端末の出力電力の値から脳におけるばく露量を計算し、発症シミュレー

ションで用いる。  

 

 

表３－１  出力電力が  1W のときの脳全体の平均  SAR [17] 
 

周波数・人体モデル  脳全体の平均  SAR[W/kg] 

835  MHz・成人モデル  5.69 

835  MHz・小児モデル  7.67 

1950  MHz・成人モデル  1.49 

1950  MHz・小児モデル  3.83 

 

 

3-3-6  Armitage-Doll モデルを用いた発症シミュレーションの方法  

3k  の  Armitage-Doll モデルを用いた発症シミュレーションの方法について述べる。0 歳

（初期状態）で状態  1 の細胞数  N1 が  N 個、状態  2 の細胞数  N2 が  0 個、状態  3 の細  

胞数  N3 が  0 個あるとする。0 歳から  ∆t 年ごとにそれぞれの状態の細胞数の変化を以下の式

で計算した。  

1 1 1N N t       (3-10) 

2 1 1 2 2N N t N t        (3-11) 

3 2 2N N t      (3-12) 

 

発症年齢は状態  3 の細胞のうちどれか  1 つにイベントが起きた年齢とする。これは  ∆t 

年ごとに 0 から  1 の一様乱数を生成し、その一様乱数が  N3λ3∆t 以下であるか判定すること

で可能である。  

３－１で述べたばく露応答モデルより、高周波電磁界ばく露で  1 回目のイベントの瞬時

発生率（
1 ）のみ増加すると仮定した。前述の通り、本シミュレーションでは、ばく露による

瞬時発生率（
1 ）のばく露応答関係を 2 種類仮定した。1 つは、ばく露量に対して線形に増加

する場合（リニアモデル）、もう  1 つはステップ関数で表される場合（ステップモデル）であ

る。  

リニアモデルでは、通話時間が 3-3-4 で仮定した正規分布の  99 パーセンタイル値（58.3 時 /

月）、出力電力が図３－６データの平均値（1.69 mW）のときの、∆t 年間の脳におけるばく露

量を
*D とし、

*D D のとき、
1 が  2、5、10 倍となる 3 通りの β の値を用いて、それぞれの

 に対して仮想的な人口集団全員分の発症シミュレーションを行った。また、ステップモデルの
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θ は、通話時間が  3-3-4 で仮定した正規分布の  90 パーセンタイル値（12 時 /月）で、出力電力

が図３－６データの平均値（1.69 mW）のときのばく露量とした。 x  は  2、5、10 の  3 通りを

仮定し、それぞれの x で仮想的な人口集団全員分の発症シミュレーションを行った。ばく露応

答関係  2 通りで、それぞればく露の寄与の程度を  3 通り仮定したので、合計で  6 回仮想的な

人口集団全員分の発症シミュレーションを行った。  

本論文では  ∆t = 1 年とし、途中での死亡を考慮せず  60 歳までシミュレーションを行う。  

また、細胞数は 107 個とした  [18]。そのため、ばく露がないときの瞬時発生率  α は、フィッテ

ィングにより求めたパラメータ Nα3  = 6.89 × 10−9 より、α = 8.83 × 10−6 となる。また、λ2 = 

λ3 = α である。  

 

3-3-7 症例対照研究シミュレーションの方法  

（1）症例と対照の選択  

上述の、仮想的な人口集団全員について、発症シミュレーションを行い、その結果をもと

に、症例（グリオーマ患者）と対照（グリオーマに罹患していない人）を集める。本論文で

は、症例対照研究を行う時期の影響を検討するため、症例の診断時期の異なる  3 通りの症例

対照研究をシミュレーションした。すなわち、症例を  2000 年から  2004 年に  30 歳から  59 

歳で診断された人とする場合（インターフォン研究  [19]の調査時期）、2010 年から  2014 年

に  30 歳から  59 歳で診断された人とする場合、2020 年から  2024 年に  30 歳から  59 歳で

診断された人とする場合の  3 通り（それぞれ症例対照研究  1、2、3 と称する）を検討する。

この 30 歳から 59 歳という年齢層は、インターフォン研究の対象者と同じ年齢層である。但

し、本検討では発症モデルで罹患した時点から診断までの遅れがないとしている。  

症例は、仮想的人口集団において上記の条件をそれぞれ満たした人全員とした。対照は、症

例対照研究  1 では、1 症例につき  同じ出生年で  2004 年までに診断されてない人  1 人をラ

ンダムに選択した。症例対照研究  2 では、1 症例につき同じ出生年で  2014 年までに診断さ

れてない人  1 人をランダムに選択した。症例対照研究  3 では、1 症例につき同じ出生年で  

2024 年までに診断されてない人  1 人をランダムに選択した。  

本シミュレーションでは調査データに基づいて得た、携帯電話使用開始年齢の年次推移の統

計 [15]に基づき、年別の実際の出生数を踏まえて携帯電話の利用の有無を割り当てている。こ

のモデルによって得られる携帯電話端末の普及率は、２８年度報告で述べたとおり、実際に総

務省が公表している携帯電話の普及率の年次推移 [20]とよく一致している。この普及率のグラ

フに上記の調査時期を重ねると、図３－７ようになる。なお、総務省から報告されているデー

タは携帯電話端末の契約数であり、これを人口で割ったものを普及率としているので 100%を

超えることがあるが、シミュレーションでは契約数ではなく、携帯電話の使用を開始した人の

数を人口で割った値を普及率としており、100％を超えることはない。この定義の違いに注意
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が必要である。  

 

 

図３－７ 携帯電話端末の普及率の年次推移と症例対照研究１，２，３の調査時期  

   （１：2000－2004 年、２：2010 年－2014 年、３：2020 年－2024 年）  

 

（2）ばく露評価  

症例対照研究シミュレーションを行うためには、症例と対照のそれぞれのばく露量を評価す

る必要がある。ばく露量として何が適切であるかという根拠はないが、インターフォン研究で

は、脳腫瘍の部位における局所 SAR の累積値をばく露量の真値と仮定して、これを推定する

ためのばく露評価を行っている。本検討では腫瘍の位置は考慮していないので、局所 SAR で

はなく脳全体の平均 SAR の累積値を真のばく露量とした。この真のばく露量が発症シミュレ

ーションに用いられている。なお、本検討では使用する端末や使用条件による SAR の違いも

考慮していないので、端末からの出力電力と通話に使用する時間だけで曝露量が決まるとして

いる。  

実際に症例対照研究を行う場合のばく露評価では、真のばく露量は知り得ないので、代用尺

度が用いられる。先行研究の多くでは、累積通話時間がばく露量の指標として用いられてい

る。累積通話時間のデータは、質問票によって後ろ向きに調査しているため、真の通話時間を

用いることはできない。このため、通話時間には誤差が含まれる。報告される通話時間に含ま

れる誤差については先行研究による分析があり、症例と対照に共通する、記憶の曖昧さによる

ランダム誤差と通話時間を過大に評価する想起バイアスが含まれることが報告されている。想

起バイアスが症例と対照で非差別的である場合と、症例が通話時間を過大に評価する差別的な

バイアスの存在も報告されている。  

以上より、本検討では、症例対照研究のシミュレーションにおいて、次の①～④の 4 つの異

症例対照研究

1 

症例対照研究

2 

症例対照研究 3 
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なる量を用いてばく露評価を行った。  

①  真のばく露量である、脳におけるばく露量でばく露量  

 脳におけるばく露量は、脳全体の平均  SAR（出力電力に依存する）と累積通話時間の積

とした。症例の累積通話時間は、携帯電話を所有した年齢から、グリオーマと診断された年齢

までの累積通話時間とした。症例の累積通話時間は、携帯電話を所有した年齢から、マッチン

グした症例がグリオーマと診断された年齢までの累積通話時間とした。また、報告される通話

時間は真の通話時間とした。  

②  真の累積通話時間  

症例の累積通話時間は、携帯電話を所有した年齢から、グリオーマと診断された年齢までの

累積通話時間とした。対照の累積通話時間は、携帯電話を所有した年齢から、マッチングした

症例がグリオーマと診断された年齢までの累積通話時間とした。  

③  非差別的な想起バイアスと非差別的なランダム誤差を含む累積通話時間の報告値  

報告される通話時間を   (真の通話時間)とする。  は対数正規分布に従う。対数軸上の   

の平均値を 、標準偏差を とする。  は想起バイアス、 はランダム誤差の大きさを表す。

非差別的というのは症例と対照で差がないという意味であり、ここで仮定するのは、非差別的

な想起バイアスと、非差別的なランダム誤差であり、症例と対照共に 0.37  、 1.21  とし

た。この値は、報告された通話時間とプロバイダまたは  SMP の記録を比較して得られた値で

ある[21]。ただし、症例と対照で別々に調査された値ではない。  が  0 より  大きいため、通

話時間を真の通話時間よりも多く答える傾向があることを表している。  

④  差別的な想起バイアスと非差別的なランダム誤差を含む累積通話時間の報告値  

ここで仮定するのは差別的な想起バイアスと、非差別的なランダム誤差であり、症例は

0.37  、 1.21  と③と同じ誤差を仮定するのに対し、対照は 0  、 1.21  とした。症例

の が  0 より大きく、対照の は  0 であるため、症例のみ通話時間を真の通話時間より多く

回答する傾向があること仮定している。  

上記の③④は、インターフォン研究における想起誤差の影響を検討した先行研究 [21]を参考

にした。この先行研究では、ランダム誤差及び系統的で非差別及び差別的な誤差を種々組み合

わせた誤差シナリオを表す想起誤差分布の平均値と標準偏差を設定し、そのシナリオのもとで

作成された症例（1000 例）－対照（2000 例）データセットを用いてリスク推定値を計算し、

誤差の影響を議論した。この先行研究で提案された誤差は、インターフォン研究のための妥当

性評価の検討から導かれたものである。  

 

（3）オッズ比の計算  

ばく露評価を行った後、ばく露量で参照群（非ばく露群）とばく露群に分類する。参照群と

ばく露群の区分は、症例対照研究 1（2000－2004 年に調査）では、携帯電話の普及が始まった
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ばかりのため、ばく露量が総じて小さいため、ばく露量が  20 パーセンタイル値未満の人  を

参照群、20 パーセンタイル値以上の人をばく露群とした。さらに、ばく露群を  10 分位法に

よって細分化した。症例対照研究②③では、携帯電話が十分に普及していることから、ばく露

量  5 パーセンタイル値未満の人を参照群、5 パーセンタイル値以上の人をばく露群とした。

また、症例対照研究  1 と同様にばく露群を  10 分位法によって細分化した。参照群とばく露

群に分類し表３－１のようになった場合、オッズ比を式 (3-1)で求める。症例群のばく露群の

人数
iC と対照群のばく露群の人数

iD は、ばく露量の少ない順に 1,2,3, ,10i  とする。
iC と

iD

の和はそれぞれのばく露群で等しい。  

   

表 3－1 分類した結果  

 

 

/

/

i
i

i

C A
OR

D B
    (3-1) 

 

調査時期の異なる症例対照研究  1、2、3 それぞれについて、①～④のばく露評価方法それ

ぞれで対照を選び直したシミュレーションを 200 回繰り返し、オッズ比を求めた。オッズ比は  

200 回の平均値と、95%信頼区間の代替として、オッズ比の 2.5 パーセンタイル値と 97.5 パ

ーセンタイル値の区間を示す。また症例と対照の人数は 200 回の平均値を示す。  

 

（4）トレンド解析の方法  

仮想的な人口集団の発症シミュレーションの結果から、グリオーマの発症率の年次推移を求

めることができるため、症例対照研究のシミュレーション結果に加えて年次推移のシミュレー

ション結果も示す。 i 年の発症率は、 i 年の発症数を i 年の人口で割った値である。本論文で

は、日本人男性の脳・中枢神経系がんの年齢別の発症率  [12] と、脳腫瘍の年齢別の発症数に

おけるグリオーマの割合（1984-2000 年の平均）[13] の積をグリオーマの年齢別の発症率と

して、実際の年次推移を求めた。症例対照研究インターフォン  [19] の研究対象者が  30–59 

歳であるため、30–59 歳の発症率の年次推移を比較した。実際の年次推移が、30–34 歳、35–
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39 歳、40–44 歳、45–49 歳、50–54 歳、55–59 歳の発症率を平均した値なので、シミュレー

ションでも同様の方法で発症率を求めた。  

 

3-3-8  シミュレーション結果  

（1）高周波電磁界に発がん性がないと仮定した場合  

グリオーマの発症率の年次推移（1983–2034 年）を図３－８に示す。  

 

図３－８  グリオーマの発症率の年次推移（発がん性がないと仮定した場合）  

 

発がん性がないとしているため、年次推移の上昇は見られない。症例の診断時期が  2000– 

2004 年では、ばく露の条件①－③で有意なリスク増加が検出されず、④で検出された。症例

の診断時期  が  2010－2014 年では、①－③で有意なリスク増加が検出されず、④  で検出され

た。症例の  診断時期が  2020－2024 年では、①－③で有意なリスク増加が検出されず、④で

検出された。  症例の診断時期によらず④の症例のみ通話時間を多めに回答するバイアスがあ

る場合、いくつかのばく露群で誤ったリスク増加が検出された。ばく露群  10 について、発が

ん性が  ないとしているため、①の脳におけるばく露量で分類した場合では有意な増加は見ら

れな  い。同様に②、③でも、リスク増加が検出されていない。しかし、④では、差別的な想

起バイアスがランダム誤差より優位となり、オッズ比が過大評価されてしまった。高周波電磁

界に発がん性がない場合でも、差別的な想起バイアスの影響でリスク増加が検出されてしまう

ため注意が必要である。  

 

（2） 瞬時発生率のばく露応答がリニアモデルの場合  

ばく露の影響で  Armitage-Doll モデルの  1 回目のイベントの瞬時発生率
1 が、28 年度報告



 

45 

 

 

 

で述べた、リニアモデルにしたがって増加する場合の結果を示す。  

リニアモデルでは、高周波電磁界ばく露で  1 回目のイベントの瞬時発生率
1 が、  

1 (1 )D      (3-2) 

で表されと仮定する。  

 ここで、 Dは  ∆t 間の脳におけるばく露量である。α はばく露がないときの瞬時発生率、

β は  ばく露の寄与の程度を表すパラメータである。通話時間が  ２８年度報告で実測データに

基づき仮定した対数正規分布の  99 パーセンタイル値（58.3 時 /月）、出力電力が同じく実測デ

ータに基づく分布の平均値（1.69 mW）のとき  の、∆t 間の脳におけるばく露量を  *D とす

る。 *D D のとき、
1 が  2、5、10 倍となる  3 通りの  β の値それぞれを用いて、仮想的な人

口集団全員分の発症シミュレーションを行った。  

 

(2a) *D D のとき
1 が  2 倍となる場合  

グリオーマの発症率の年次推移（1983–2034 年）を図３－９に示す。  

 

図３－９  グリオーマの発症率の年次推移（D = D∗ のとき  λ1 が  2 倍）  

 

シミュレーションで得られたグリオーマの発症率の年次推移は  2010 年頃では実際の年次推

移と大きな差が見られない。症例の診断時期が  2000–2004 年では、①－③で有意なリスク増

加が検出されず、④で検出された。症例の診断時期が  2010–2014 年では、①－③で  有意なリ

スク増加が検出されず、④で検出された。症例の診断時期が 2020–2024 年では、①－③  で有

意なリスク増加が検出されず、④で検出された。症例の診断時期によらず④の症例のみ通話時
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間を多めに回答するバイアスがある場合、いくつかのばく露群で誤ったリ  スク増加が検出さ

れた。ばく露群  10 について、①の脳におけるばく露量でばく露評価をした場合でも有意なリ

スク増加の検出ができなかった。同様に②、③でも、有意なリスク増加が検出されなかった。

しかし、④では、差別的な想起バイアスがランダム誤差より優位となり、オッズ比が過大評価

されてしまった。高周波電磁界の発がん性が小さい場合には、携帯電話の急激な普及に伴う年

次推移の増加は見られず、症例対照研究でもリスク増加の検出が難しいことが示唆された。た

だし、非差別的な想起バイアスがある場合は過大評価されてしまう恐れがある。  

 

(2b) *D D のとき  
1  が  5 倍となる場合  

グリオーマの発症率の年次推移（1983–2034 年）を図３－１０に示す  

 

図３－１０  グリオーマの発症率の年次推移（D = D∗  のとき  λ1 が  5 倍）  

 

シミュレーションで得られたグリオーマの発症率の年次推移は  2010 年頃では実際の年次推

移と大きな差が見られない。症例の診断時期が  2000–2004 年では、①－③で有意なリスク増

加が検出されず、④で検出された。症例の診断時期が  2010–2014 年では、①－③で有意なリ

スク増加が検出されず、④で検出された。症例の診断時期が 2020–2024 年では、③で有意なリ

スク増加が検出されず、①②④で検出された。症例の診断時期によらず④の症例のみ通話時間

を多めに回答するバイアスがある場合、いくつかのばく露群で誤ったリスク増加が検出され

た。ばく露群 10 について、①の脳におけるばく露量でばく露評価をした場合は、診断時期が  

2000–2004 年、2010–2014 年の症例対照研究では有意なリスク増加が検出できなかったが、

2020–2024 年の症例対照研究では有意なリスク増加が検出された。つまり、正確にばく露評価
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ができたとしても、診断時期によってはリスク増加が検出されない可能性があるということで

ある。過去の症例対照研究でリスク増加が検出されなかったとしても、それ以降の症例対照研

究でリスク増加が検出される可能性があることが示唆された。同様に、②でも、診断時期が

2020–2024 年の症例対照研究のみリスク増加が検出された。ただし、①に比べて過小評価され

た。③では、過小評価されたため、有意なリスクの増加が検出されなかった。④では、非差別

的な想起バイアスの影響でオッズ比が過大評価された。  

 

(2c) *D D のとき
1 が  10 倍となる場合  

グリオーマの発症率の年次推移（1983–2034 年）を図３－１１に示す。  

 

図３－１１  グリオーマの発症率の年次推移（D = D∗  のとき  λ1 が  10 倍）  

 

シミュレーションで得られたグリオーマの発症率の年次推移は  2010 年頃では実際の年次推

移と大きな差が見られない。症例の診断時期が 2000–2004 年では、①－③で有意なリスク増加が検

出されず、④で検出された。症例の診断時期が  2010–2014 年では、①–④で有意なリスク増加が

検出された。症例の診断時期が 2020–2024 年では、①–④で有意なリスク増加が検出された。症例

の診断時期によらず④の症例のみ通話時間を多めに回答するバイアスがある場合、いくつかの

ばく露群で誤ったリスク増加が検出された。ばく露群  10 について、①の脳におけるばく露量でば

く露評価をした場合は、診断時期が 2000–2004 年の症例対照研究ではリスク増加が検出できなかっ

たが、2010–2014 年、2020–2024 年の症例対照研究ではリスク増加が検出された。同様に、②  、③

でも、診断時期が  2010–2014 年、2020–2024 年の症例対照研究でリスク増加が検出された。ただ

し、①      に比べて過小評価された。また、③の報告される通話時間に非差別的な想起バイア
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ス、ランダム誤差がある場合、②の報告される通話時間が真の通話時間である場合に比べて、診断

時期が 2020-2024 年の症例対照研究では、小さくなった。④では、想起バイアスの影響でオッズ

比が過大評価された。  

 

（3）瞬時発生率のばく露応答がステップ関数の場合  

ばく露量に対して、Armitage-Doll モデルの  1 回目のイベントの瞬時発生率
1 がステッ  プ

関数で表される場合（ステップモデル）の結果を示す。  

ステップモデルは２８年度報告で導入したように、高周波電磁界ばく露で  1 回目のイベン

トの瞬時発生率
1 が、  

1

( )

( )

D

x D

 


 


 


    (3-3) 

 

で表されると仮定する。  

 θ は、実測データに基づき仮定した通話時間の分布の  90 パーセンタイル値（12 時間 /

月）で、出力電力が実測データに基づく分布の平均値（1.69 mW）のときのばく露量とした。

x は  2、5、10 の  3 通りを仮定し、それぞれの x で仮想的な人口集団全員分の発症シミュレ

ーションを行った。  

 

(3a) x = 2 の場合  

グリオーマの発症率の年次推移（1983–2034 年）を図３－１２に示す。  

 

図３－１２  グリオーマの発症率の年次推移（x = 2）  
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シミュレーションで得られたグリオーマの発症率の年次推移は  2010 年頃では実際の年次推

移と大きな差が見られない。症例の診断時期が  2000–2004 年では、①－③で有意なリスク増

加が検出されず、④で検出された。症例の診断時期が 2010–2014 年では、①－③で有意なリス

ク増加が検出されず、④で検出された。症例の診断時期が 2020–2024 年では、①－③で有意な

リスク増加が検出されず、④で検出された。症例の診断時期によらず④の症例のみ通話時間を

多めに回答するバイアスがある場合、いくつかのばく露群で誤ったリスク増加が検出された。

ばく露群 10 について、①の脳におけるばく露量でばく露評価をした場合でもリスク増加の検

出ができなかった。同様に②  、③でも、リスク増加が検出されなかった。しかし、④では、

差別的な想起バイアスがランダム誤差より優位となり、オッズ比が過大評価されてしまった。  

 

 

(3b) x = 5 の場合  

グリオーマの発症率の年次推移（1983–2034 年）を図３－１３に示す。  

 

図３－１３  グリオーマの発症率の年次推移（x = 5）  

 

シミュレーションで得られたグリオーマの発症率の年次推移は  2010 年頃では実際の年次推

移と大きな差が見られない。症例の診断時期が  2000–2004 年では、②③で有意なリスク増加

が検出されず、①④で検出された。症例の診断時期が 2010–2014 年では、②③で有意なリスク

増加が検出されず、①④で検出された。症例の診断時期が 2020–2024 年では、②③で有意なリ

スク増加が検出されず、①④で検出された。症例の診断時期によらず④の症例のみ通話時間を

多めに回答するバイアスがある場合、いくつかのばく露群で誤ったリスク増加が検出された。
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ばく露群  10 について、①の脳におけるばく露量でばく露評価をした場合は、症例の診断時期

によらず有意なリスク増加が検出された②③では有意なリスクの増加が検出されなかった。ば

く露量を累積通話時間だけで評価すると、オッズ比が過小評価されリスク増加が検出できない

場合があることが示唆された。ただし、差別的な想起バイアスがある場合は、過大評価され

る。  

 

(3c) x = 10 の場合  

 

グリオーマの発症率の年次推移（1983–2034 年）を図３－１４に示す。  

 

図３－１４  グリオーマの発症率の年次推移（x = 10）  

 

シミュレーションで得られたグリオーマの発症率の年次推移は 2010 年頃では実際の年次推

移と大きな差が見られない。症例の診断時期が  2000–2004 年では、②③で有意なリスク増加

が検出されず、①④で検出された。症例の診断時期が 2010–2014 年では、②③で有意なリスク

増加が検出されず、①④で検出された。症例の診断時期が 2020–2024 年では、①④で有意なリ

スク増加が検出された。症例の診断時期によらず④の症例のみ通話時間を多めに回答するバイ

アスがある場合、いくつかのばく露群で誤ったリスク増加が検出された。ばく露群 10 につい

て、①の脳におけるばく露量でばく露評価をした場合は、症例の診断時期によらずリスク増加

が検出された。②③では、①に比べて過小評価され、症例の診断時期が 2000–2004 年、2010–

2014 年の場合は有意なリスク増加が検出されなかった。脳におけるばく露量でばく露評価し

た時のオッズ比が小さい場合は、累積通話時間でばく露評価をするとオッズ比が過小評価さ

れ、リスク増加の検出が困難になることが示唆された。④では、診断時期が 2000–2004 年、
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2010–2014 年の症例対照研究では過大評価されたが、2020–2024 年の症例対照研究では過小評

価された。過小評価された理由は、差別的な想起バイアスよりランダム誤差が優位になったた

めだと考えられる。  

シミュレーション結果については、ばく露量を 10 分位してばく露のカテゴリを定めたうち

の、最上位のばく露量の結果のみ表 3-2～3-8 に示した。  

 

表 3－2 ばく露群 10 のオッズ比（発がん性がないと仮定したとき）  

診断期間  ①  ②  ③  ④  

2000 －  2004 1.09 (0.91–1.25) 1.06 (0.87–1.28) 1.16 (0.95–1.37) 1.69 (1.37–1.98) 

2010 －  2014 0.83 (0.63–1.08) 0.88 (0.69–1.11) 0.88 (0.66–1.20) 1.59 (1.31–1.98) 

2020 －  2024 0.87 (0.66–1.15) 1.00 (0.78–1.28) 0.97 (0.70–1.26) 2.28 (1.71–2.97) 

 

表 3－3 ばく露群 10 のオッズ比（ステップモデルで D=D*のときλ1 が 2 倍と仮定）  

診断期間  ①  ②  ③  ④  

2000 －  2004 1.14 (0.94–1.37) 1.09 (0.92–1.25) 1.13 (0.95–1.31) 1.65 (1.34–1.95) 

2010 －  2014 0.93 (0.67–1.23) 0.95 (0.74–1.18) 0.96 (0.75–1.25) 1.73 (1.41–2.05) 

2020 －  2024 1.06 (0.83–1.33) 1.13 (0.82–1.44) 0.98 (0.72–1.32) 2.22 (1.70–2.83) 

 

表 3-4 ばく露群 10 のオッズ比（ステップモデルで D=D*のときλ 1 が 5 倍と仮定）  

診断期間  ①  ②  ③  ④  

2000 －  2004 1.08 (0.88–1.30) 1.05 (0.90–1.28) 0.96 (0.81–1.13) 1.52 (1.26–1.78) 

2010 －  2014 1.14 (0.92–1.38) 1.18 (0.94–1.50) 0.89 (0.68–1.13) 1.99 (1.57–2.46) 

2020 －  2024 1.77 (1.39–2.27) 1.35 (1.07–1.74) 1.26 (0.97–1.57) 2.29 (1.80–2.73) 

 

表 3－5 ばく露群 10 のオッズ比（ステップモデルで D=D*のときλ1 が 10 倍と仮定）  

診断期間  ①  ②  ③  ④  

2000 －  2004 1.05 (0.87–1.24) 1.12 (0.96–1.33) 1.09 (0.90–1.27) 1.58 (1.32–1.88) 

2010 －  2014 1.99 (1.59–2.45) 1.47 (1.18–1.80) 1.65 (1.31–2.11) 2.60 (2.08–3.14) 

2020 －  2024 3.56 (2.88–4.51) 2.42 (1.88–3.05) 1.75 (1.41–2.19) 3.76 (3.11–4.71) 

 

表 3－6 ばく露群 10 のオッズ比（リニアモデルで x=2 と仮定したとき）  

診断期間  ①  ②  ③  ④  

2000 －  2004 1.10 (0.93–1.29) 1.06 (0.86–1.23) 1.04 (0.87–1.26) 1.54 (1.30–1.83) 

2010 －  2014 1.06 (0.86–1.26) 1.02 (0.83–1.33) 0.88 (0.66–1.22) 2.22 (1.73–2.76) 

2020 －  2024 1.22 (0.94–1.50) 1.20 (0.95–1.50) 0.97 (0.73–1.26) 1.81 (1.42–2.32) 
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表 3-7 ばく露群 10 のオッズ比（リニアモデルで x=5 と仮定したとき）  

診断期間  ①  ②  ③  ④  

2000 －  2004 1.23 (1.02–1.46) 1.03 (0.87–1.25) 0.95 (0.81–1.12) 1.54 (1.32–1.82) 

2010 －  2014 1.28 (1.01–1.60) 1.06 (0.83–1.31) 1.13 (0.88–1.47) 1.95 (1.53–2.42) 

2020 －  2024 2.00 (1.53–2.68) 1.22 (0.98–1.48) 1.15 (0.93–1.45) 2.68 (1.94–3.41) 

 

表 3-8 ばく露群 10 のオッズ比（リニアモデルで x=10 と仮定したとき）  

診断期間  ①  ②  ③  ④  

2000 －  2004 1.30 (1.10–1.53) 1.11 (0.96–1.28) 1.18 (0.95–1.36) 1.54 (1.32–1.82) 

2010 －  2014 1.73 (1.35–2.14) 1.21 (0.95–1.50) 1.10 (0.85–1.41) 1.84 (1.40–2.33) 

2020 －  2024 3.58 (2.69–4.73) 1.81 (1.44–2.39) 1.45 (1.16–1.84) 3.24 (2.50–4.10) 

 

 

４．総合評価  

４－１ ばく露評価の不確かさ  

無線通信端末の使用に伴う健康影響の可能性を疫学研究によって行う場合、ばく露評価は非

常に重要である。疫学研究で健康影響について評価をする前提として、疾病との因果関係があ

るとするならば、ばく露量に応じて、リスクが高まることが仮定されている。しかし、熱作用

を生じない弱い電波が健康に影響を及ぼすという根拠は示されておらず、仮説として想定しう

る機序も不明である。よって、ばく露量として何を評価すればよいかも不明である。  

これまで行われた頭頸部の腫瘍と携帯電話端末の使用の関連についての最も大規模な疫学研

究であるインターフォン研究 [19]では、腫瘍の部位における SAR の時間的累積値をばく露量

の尺度として仮定している[22,23]。何年にも及ぶばく露の累積値が、ばく露量として意味を持

つと考える生物学的根拠を説明することは難しいが、仮定としては妥当と考えられている。時

間的な累積値を仮定する背後には、電離放射線と類似の、確率的な影響を暗黙に想定している

ことになる。  

インターフォン研究では、腫瘍の位置での SAR の累積値を、端末の種類や使用環境によっ

て異なる頭部内の SAR 分布、使用環境で異なる端末の送信電力、端末の持ち手、ハンズフリ

ー使用の有無などを修正項として含む計算式を定義して求めている[23]。一方で、質問票によ

って得た累積通話時間をばく露量の代用尺度として用いた結果も、主要な結果として取り上げ

られている [19]。  

ばく露評価の不確かさとして、質問票に回答する携帯電話の使用履歴に関する記憶の不確か

さが問題とされてきた。インターフォン研究に付随して行われた妥当性評価研究から、通話回

数及び通話時間の報告値のランダム誤差とバイアスが推定され、これらの誤差が症例対照研究

のオッズ比にどのような影響を与えるかについて検討がなされている [21,24]。  
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本研究で特に着目したのは、携帯電話端末からの出力電力の不確かさである。出力電力は第

2 世代と第 3 世代で大きく異なり、特に第 3 世代の端末からの送信電力は、ダイナミックレン

ジが 60dB 以上に及ぶ。出力電力は適応電力制御（APC）によって制御されており、端末の使

用者に意識されずに 100 万倍の電力の違いとなる、出力電力に関するばく露の不確かさは無視

できない。端末の送信電力は基地局との通信状態に依存するため、これを利用して出力電力の

推定が可能であると期待されている。基地局からの電波強度と端末の出力電力の相関がある程

度見られることは本研究でも確認されているが、市街地と田舎といった区分でばく露量の修正

項を導入する効果はあまり期待できないという結果であった。欧州で行われた先行研究でも同

様の結論であった [25]。したがって、出力電力の不確かさは、ばく露評価のランダム誤差とし

て考慮する必要がある。  

第 3 世代の携帯電話の出力電力が第 2 世代に比べて非常に小さいことが、本研究の測定にお

いても確認された。平均値では第 2 世代の 100 分の１程度である。第 4 世代の LTE 回線を用

いた音声通話でも、時間平均値としてはほぼ同程度であった。一方、基地局からの電波による

ばく露は、防護指針に比べて非常に微弱であるが、端末からの電波が微弱になっていることに

よって相対的に無視できなくなっている。基地局からのばく露の方が端末使用時の SAR より

大きい場合も想定される。端末の使用時間に比べて基地局からのばく露は長時間に及ぶので、

SAR の累積値としてのばく露量に関しては、基地局によるばく露量の方が大きくなる場合も

想定される。さらに、多くの家庭に設置されている無線 LAN アクセスポイントからの電波に

よるばく露も、携帯電話端末からのばく露に比べて、無視できない大きさであることが示され

た。  

このことから、端末からのばく露を正確に評価できたとしても、他の発生源からのばく露を

考慮すると、ばく露が過小評価されている可能性がある。これは非差別的なバイアスとなる。  

ここで留意すべきことは、真のばく露量を SAR の時間的な累積値としていることの妥当性

である。積分値が同じであれば長時間の弱いばく露と短時間の強いばく露を同等のばく露と見

なしている。基地局や無線 LAN アクセスポイントからのばく露は、人体頭部から遠方に波源

があり、最大値は大きくない。一方、第 3 世代携帯電話端末からのばく露は全通話時間の 1％

程度の時間に過ぎないが、最大の出力電力 200ｍW 程度の電力が頭部の直近で放射されるの

で、SAR の最大値は大きい。SAR があるレベルを超えたときに影響があるというばく露応答

モデルを仮定すれば、ばく露評価の結果は異なったものになる。  

以上のように、疫学研究におけるばく露評価にはさまざまな不確かさがある。これらの不確

かさが、結果にどのように影響するかを考察することが必要である。  
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４－２  シミュレーションによる検討結果  

4-2-1 トレンド解析  

がんは、発がん因子へのばく露後に短期間で発症する疾病ではなく、数年あるいはそれ以上

遅れて発症する疾病であるとされている。携帯電話の普及が１９９０年代に爆発的な速さで進

んだことから、脳腫瘍の発症との関連があるならば、トレンド解析で脳腫瘍の増加が見られる

のではないか、という検討が行われている [3, 26, 27]。症例対照研究におけるばく露評価の困

難を経験したインターフォン研究の関係者からも、トレンド解析の有用性についての提言が行

われている [27]。  

いくつかのトレンド解析が行われたが、ばく露の開始からどのくらいの遅延期間で発症する

と仮定すれば良いのか、という前提が明らかでないことが問題である。例えばオーストラリア

で行われた研究 [26]では、ばく露開始から１０年間後に、リスクが上昇するという仮定が設け

られた。結果として、脳腫瘍のリスクとなるならば、シミュレーションでは増加傾向がすでに

見られているのに対し、実際のデータには増加が見られないとして、関連性に対して否定的に

結論づけた。しかし、遅延期間を例えば２０年にすれば、結果は違ったものになるはずであ

り、恣意的に決めた遅延期間によって結果が左右されることは適切でない。  

本研究では、恣意的に遅延期間を設定するのではなく、確率過程モデルを用いて発症をシミ

ュレーションした。確率過程モデルとしては、発がんのモデルとして古典的な Armitage-Doll

モデル [11]を仮定した（本報告書３－１）。実際のわが国の成人の脳腫瘍の発症がこのモデル

に従うと仮定してパラメータを求めた。この多段階発がんモデルのどの段階に作用するか不明

であるが、影響がすぐに現れていないことから、最も遅延期間が長期になる第１段のイベント

に影響すると仮定した。シミュレーションの結果、携帯電話の普及によって脳腫瘍の罹患数が

増加することが真としても、その効果がトレンドに現れるのは、2020 年以降であることが示

唆された（本報告書 3-3-8）。このモデルが正しいという根拠は十分ではないが、恣意的な遅延

期間ではなく生物学的妥当性が高い多段階発がんモデルによる遅延期間を取り入れた試みとし

て、意味があると考えられる。  

  

4-2-2 症例対照研究シミュレーション  

本研究では、症例対照研究のシミュレーションを試みた。本研究の特色は、上記の発がんモ

デルを仮定し、対象とする期間に出生したすべての人について、時系列をたどったシミュレー

ションを行ったことである。基礎としたデータは、わが国の出生数の年次推移、わが国の携帯

電話を初めて所有する年齢の年次推移である。この 2 つのデータから、携帯電話の普及率をモ

ンテカルロ法によりシミュレーションすると、実際のわが国における携帯電話の普及率とおお

よそ合致することが確認されている（本報告書 図３－７）。  

発がんモデルとしてわが国の年齢別脳腫瘍発症数を反映した上記の Armitage-Doll モデルを
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適用し、各年に出生した全員に対し、個別に発がん過程を追跡した。携帯電話を所有した後

は、発がんモデルの初段のイベントの生起率が増加するように、いくつかのばく露応答関係を

仮定した。発がんモデルで発症が確認された症例に対し、発症していない母集団から 1 対 1 で

年齢をマッチさせた対照を選び、ばく露を評価して、オッズ比を求めた（本報告書 3-3-7）。ば

く露については、本研究で得られた、198 名の被験者の 1 ヶ月間の日常の携帯電話利用状況を

記録した、端末からの出力電力の平均値（ここでは第 3 世代の端末）、累積通話時間の分布を

用いてこれらの分布に従う乱数を用いて平均出力電力と年間の累積通話時間を割り当てた。  

ばく露量の設定は、４－１で述べたばく露量の不確かさの諸問題を吟味するために、以下の

４通りとした。①脳平均の SAR が正しく評価できた場合、②累積通話時間を代用尺度とした

場合、これらに追加して、通話時間の想起におけるランダム誤差及び系統誤差の影響を吟味す

るために、③通話時間に非差別的なランダム誤差と同じく非差別的な系統誤差（過大評価）が

存在する場合、④通話時間に非差別的なランダム誤差と症例のみに差別的な系統誤差がある場

合を検討した。③④で仮定した誤差は、インターフォン研究における想起の誤差の影響を検討

した先行研究[21]が、妥当性評価研究から「もっともらしい」とされた誤差の分布を用いてい

る。  

インターフォン研究では通話回数、通話時間の報告に含まれる誤差とともに、選択バイアス

の影響についての検討が行われている。本検討ではばく露評価に焦点を当てているので、選択

バイアスについては考慮していない。  

本研究では、ばく露と脳腫瘍の発症を時系列で考察しているため、調査時期によって結果が

異なる。調査時期を 2000～2004 年、2010 年～2014 年、2020 年～2024 年の 3 つの期間とし

た。  

シミュレーションの時間刻みを 1 年ごととしていること、各条件につき 200 回のシミュレー

ションを行った結果である。本検討で仮定したモデルによるシミュレーションで得られた結果

から次のことが示された。  

 ばく露開始から発症までの遅れを考慮した結果、影響の有無にかかわらず、2000 年～

2004 年の調査時期ではオッズ比の増加はほとんど見られない  

 2020 年～2024 年に調査を行った場合、影響がある場合には検出される  

 累積通話時間をばく露評価の尺度とした場合は、検出力が弱くなり、イベント生起確率

が 10 倍程度であっても 2020 年以降でなければ検出されないことがある  

 ランダム誤差、非差別的なバイアスを考慮した場合の影響は先行研究 [21]と同様に、検

出力の低下が見られる  

 先行研究 [21]で仮定されたのと同程度の差別的なバイアスを仮定すると、すべての条件

でオッズ比＞１となっている。先行研究 [21]]では、ランダム誤差の影響が支配的で、差

別的バイアスの影響が顕著でないという結果であったが、この違いは発がんモデルの違
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いによると思われる。先行研究ではロジスティック関数により、時系列を考慮しないで

閾値的に発症する単純なモデルを仮定している。  

 

４－３ 今後の課題  

 本研究の結果より、今後の課題として、次のようなアプローチによってさらなる取り組みが

必要と思われる。  

 

a.  身のまわりの多様な発生源によるばく露の継続的なモニタリング  

 携帯電話の急激な普及は 1990 年代であり、それを踏まえてインターフォン研究が開

始された。インターフォン研究が行われた 2000 年頃から、無線通信などによる電波の

利用状況は目まぐるしく変化し、支配的な電波ばく露の発生源も時代とともに変わって

いる。また、無線通信回線の有効利用のために、電波の強度は必要最小限となるように

複雑に制御され、ばく露の実態を把握することが困難になっている。その一方で、発生

源の数と多様性はますます増加している。  

電波の安全性を考える上で、ばく露の実態を適切に把握することが必要であるが、技

術の変化の早さのために、過去に遡ってのばく露を推定することがますます困難になっ

ている。電波利用の拡大に伴って、疾病の罹患が増加する傾向が見られるかどうか、ト

レンド解析の重要性が指摘されている [27]。しかし、長期にわたってばく露状況の変遷

を評価するための情報が散逸しており、トレンド解析に必要なデータを得ることが困難

となっている。発がんのような晩発性の疾病を対照とする場合、10 年、20 年といった

長期にわたる観察が必要であり、そのためには長期にわたってばく露の状況を把握しな

ければならない。無線通信技術の仕様を踏まえたばく露状況の記録を継続的に蓄積する

ことが必要である。  

将来的に症例対照研究を実施することがあるとすれば、がんなどの晩発性の疾病につ

いては後ろ向きに長期間のばく露状況を評価する必要がある。技術の変遷を考慮したば

く露評価できるように、ばく露に関わる技術的な情報を蓄積しておくことが必要であ

る。これに加えて、インターフォン研究の妥当性評価研究から、長期の過去に遡っての

想起では、差別的な想起バイアスが顕著になることが問題として提起されている [24]。

客観的な通信通話情報の記録を残す方法が開発されることが望ましい。  

 

b.  2020 年以降に携帯電話の使用の影響に関する疫学研究を行うこと  

シミュレーションで仮定した発症モデルを妥当として受け入れるならば、1990 年代に

急激に普及した携帯電話による影響は 2020 年以降にならなければ明確にならない。こ

のため、2020 年以降にも、疫学研究による評価が必要と考えられる。トレンド解析、症
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例対照研究、コホート研究のどのアプローチが有効かを検討する必要がある。  

前項 a で述べた継続的なばく露モニタリングが行わることで、トレンド解析の実施は

有効な選択肢である。ばく露評価の不確かさの問題から、個人ばく露の評価が困難であ

るため、これまでと同様の症例対照研究の有効性には限界があり、トレンド解析の有用

性が提案されている [24]。  

症例対照研究に関しては、ばく露評価の困難から従来のような研究手法には限界があ

ると思われるが、第 1 世代、第 2 世代の携帯電話端末では、頭部に有意に大きなばく露

があった。このことから、第 1 世代、第 2 世代の端末ユーザを対象とした研究が望まし

い。これらのユーザのコホートを作ってコホート内で症例対照研究を行うこと、前向き

にコホート研究を行うことなどが考えられる。  
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第1章  総 括 

 

Ⅰ．背景 

携帯電話の急速な普及に伴い，高周波電磁界の健康影響については我が国においても関心が高

まっている。一方、若年者の脳腫瘍発症率は増加傾向にあるが、そのリスクファクターや予防方

法については明らかになっていない。脳腫瘍のリスクファクターとして、家族歴、化学物質や胎

児期の栄養状態、携帯電話利用などによる電磁界へのばく露などが環境要因として挙げられてい

る。特に急速に普及している携帯電話が子供にどのような影響を与えるか、脳腫瘍発生との関連

については明らかになっていないことが多い。そこで、国際がん研究機関（IARC）の発議により、

13 か国からの研究者が参加して INTERPHONE 研究が実施され、その継続研究として国際研究

Mobi-Kids が始まった。国際研究 Mobi-Kids 研究では、世界 14 か国の研究者が参加し、スペイ

ンのバルセロナ国際保健研究センター(IsGlobal)を主幹として進められている。2011 年から 2015

年に調査実施し、現在解析が行われているところである。本研究は、国際研究 Mobi-Kids に準拠

した Mobi-Kids Japan として実施するものである。 

 

Ⅱ．目的 

本研究は、無線通信等からの電波による日常の環境における多様な電波による人体ばく露を測

定り定量的に把握し、疫学研究におけるばく露評価の不確かさによる健康リスク評価への影響を

定量的に示すことを目的とする。 

 

Ⅲ．研究実施体制 

 

成果目標：電波による健康リスク評価 

 

        ア）電波ばく露量の定量的把握（首都大）     

アー１ 無線通信端末からの電波ばく露量の把握 

アー２ 無線通信端末以外の発生源による電波ばく露量の把握 

アー３ 症例対照研究における電波ばく露量評価における不確かさの評価        

 

      イ）脳腫瘍罹患状況の疫学的評価（女子医大）  

     イー１ 既存データの整理・分析 

     イー２ トレンド解析 
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ウ）電波ばく露と疾病の因果関係のシミュレーション（首都大，女子医大）  

     ウー１ ばく露応答モデルおよび発症モデルの構築 

     ウー２ モデルに基づくトレンドシミュレーション  

     ウー３ 症例対照研究シミュレーション  

 

エ）総合評価（首都大，女子医大）  

 

 

Ⅳ．研究結果の概要 

 Mobi-Kids 国際症例対照研究の最終解析が IsGlobal を中心として進められている。サブ解

析として、妊娠中のばく露の影響、医療被曝・大気汚染と脳腫瘍の関連を検討中である。脳

腫瘍に関する疫学動向調査では、携帯電話使用と脳腫瘍発生の関連について、リスクの増加

を認めた研究も報告されていたが、いずれも選択バイアス、想起バイアス、検知バイアスの

影響が大きいと考えられた。本研究グループで実施している小児・若年期に携帯電話端末を

使用の健康に影響についての研究では、2011～2015 年まで脳腫瘍 120 例、虫垂炎 360 例の

症例登録を行い、対象患者に対してインタビュー調査を実施した。日本（Mobi-Kids Japan）

では、第３世代携帯電話使用が多く、累積通話時間と比較して通話回数が多い傾向があった。

今後、Wi-Fi などの多様な波源の影響を考慮した研究が必要である。 

 

Ⅴ．おわりに 

国際研究 MOBI-Kids はデータの最終解析の段階であり、成果の論文の公表が期待される。

我が国独自の解析、韓国と連携した解析については、国際研究の成果が公表された後、公開

を予定している。 
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第2章  脳腫瘍罹患状況の疫学的評価 

 

イー1）既存データの整理・分析 

 

携帯電話使用と脳腫瘍に関する疫学研究の動向調査 

 

研究要旨 

携帯電話の急速な普及に伴い、高周波電磁界による健康影響・生体影響についての関心が高

まっている。本研究では、スウェーデン放射線安全庁（SSM）の電磁界に関する科学評議会によ

る 2015年と 2016年の報告書および、2017年の WHO EMF-projectにおける国際諮問委員会につ

いて脳腫瘍に関する最近の研究動向について調査を行った。携帯電話使用と脳腫瘍発生の関連

について、Gliomaと髄膜腫でリスクの増加を認めた研究が報告されたが、選択バイアス、想起

バイアスの影響が大きいと考えられた。定期的携帯電話使用者で聴神経腫瘍の腫瘍径が大きい

という報告が 1 件あったが、検知バイアスの影響が考えられた。携帯電話と脳腫瘍の発生につ

いて、今後も慎重に調査を進めていく必要がある。 

 

A. 研究目的 

携帯電話の急速な普及に伴い、高周波電磁界による健康影響・生体影響についての関心が高

まっており、多くの研究が報告されている。本報告は、国際専門組織や政府機関によるレビュ

ーから、携帯電話端末利用と脳腫瘍に関する最新の疫学研究の動向を病理組織別にまとめるこ

と目的とする。 

 

B. 研究方法 

スウェーデン放射線安全庁（SSM）の電磁界に関する科学評議会による、電磁界（EMF）に関

する科学評議会による、電磁界（EMF）の健康影響に関する研究の状況についての第 10次報告

（2015年 3月発行）[1]、第 11次報告（2016年 4月発行）[2]、および WHO EMF-projectにお

ける国際諮問委員会会議資料（2017年 6月）を用いて、脳腫瘍の携帯電話との関連を、病理組

織別に Glioma、髄膜腫、聴神経腫瘍に分けて示した。 

 

C. 倫理的配慮 

 本研究では、すでに公表されている既存のデータを収集して分析を行うので、倫理上の問題

はない。 

 

D. 研究結果 

１．Glioma 
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 Glioma と携帯電話使用の関連に関する 9 件の報告を表１に示した。CERENAT 症例対照研究

[3]、過去に報告された結果の統合解析を行ったメタアナリシス[4]、これまでの研究データ

を用いたプール解析[5]、過去の症例対照研究の対象者を追跡調査し、生存分析を行った結果

[6]が報告されている。腫瘍の 3次元的位置情報との関連に関する研究[7, 8]では、3次元点

過程モデルを用いた解析結果が報告されている。携帯電話の使用と Glioma発生に明確な因果

関係は認められなかった。携帯電話の利用が Gliomaのリスクを増加させる結果が 2研究で認

められたが[3, 9]、選択バイアス、想起バイアスの影響が大きいと考えられた。 

 

２.髄膜腫 

 髄膜腫発生と携帯電話使用の関連に関する報告を表２に示した。症例対照研究[3]、メタア

ナリシス[4]、確率的複合バイアスモデルを用いた解析[9]、プール解析[10]が報告されている。

携帯電話の利用が多いと、髄膜腫のリスクが高くなるという結果[3]を示した研究があるが、

いずれも想起バイアスの影響による結果であると考えられる。新たに報告された研究結果は、

先行研究と同様の結果であり、携帯電話使用と髄膜腫発生に明確な因果関係を示すものではな

かった。 

 

３．聴神経腫瘍 

聴神経腫瘍発生と携帯電話使用に関する報告を表３に示した。症例対照研究[11, 12]、メ

タアナリシス[4]、バイアス調整のための確率的複合バイアスモデルを用いた解析[9]が報告

されている。携帯電話の定期的利用者の腫瘍サイズが有意に大きいという結果[11] が報告さ

れているが、検知バイアスの影響によるものだと考えられる。新たに報告された研究結果か

らは、ばく露と腫瘍発生の関連について一定した傾向は認められなかった。 

 

Ｄ．考察および結論  

フランスの症例対照研究[3] において最も高いばく露量を持つグループにおいて Glioma

のリスクが増大するという、これまでの先行研究と同様の結果が得られているが、研究デザ

インが後ろ向き研究であるため、想起バイアスの可能性を排除できない。韓国の症例対照研

究[11] 、スウェーデンの通話の側性履歴に基づくデータ解析 [12]により、携帯電話使用と

前庭神経鞘腫の関連を認めた。前庭神経鞘腫は聴覚に影響するため、携帯電話使用者は疾患

発現の初期段階で症状に気づき、診断を得られる可能性が高いと考えられる。 

INTERPHONE研究[13]の再解析として、カナダのデータの再解析[9] 、Glioma の頭蓋内分布

[7] 、神経膠腫・髄膜腫・聴神経腫瘍に関する整合性解析[4] による検証が行われた。しか

し、最近のトレンド解析[14] 、point process model[8] 、スウェーデンのプール解析[6] に

よると、携帯電話使用の Gliomaに対するリスクはより限定的なものとなってきている。なお、

聴神経腫瘍との関連の可能性については、注目すべき研究の進展は見られていない。携帯電

話使用および脳腫瘍リスクに関するトレンド解析が、スウェーデンのがん登録を利用して行
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われている[14]が、評価における変化はほとんどない。英国の時系列解析で側頭葉の悪性腫

瘍リスクの増加を報告している[15]が、1980年代から導入された CT、MRIによる世界的な診

断能の向上の影響は否定できない。 

 

E.健康危険情報 

特になし 
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表１ Gliomaと携帯電話使用の関連（9件） 

論文 ID 研究デザイン 対象者 調査方法 結果 

Coureau 
2014[3] 

多施設症例対照研
究 
フランス 

成人 
2004-2006年に地域の選挙人名簿から抽出 
症例：253例 
対照：892例 

対面イン
タビュー 

携帯電話定期使用者 vs非使用者：OR=1.24［0.86-1.77］ 
ヘビーユーザー（累積 896時間以上）：OR=2.89［1.41-5.93］ 
電話回数 18360回以上：OR=2.10［1.03-4.31］ 

Lagorio 
2014[4] 

メタアナリシス 
2012年末までの Gliomaと携帯電話使用に
関する研究 17件 

 10年以上携帯電話使用：cRR=1.19[0.86-1.64]～1.40[0.96-2.04] 

Hardell 
2015[5] 

スウェーデン 
2つの症例対照研
究のプール解析 

1997-2003年の研究：診断時 20-80歳 
2007-2009年の研究：診断時 18-75歳 
症例：1498例（スウェーデン癌登録） 
対照：3530例（スウェーデン人口登録） 

郵便アン
ケート 

携帯電話使用：全体 OR=1.3［1.1-1.6］ 
 25年超潜伏期間群 OR=3.0［1.7-5.2］（リスク増加） 
 同側使用 OR=1.8［1.4-2.2］（リスク最大） 
コードレス電話使用：OR=1.4［1.1-1.7］ 
 15～20年潜伏期間群 OR=1.7［1.1-2.5］（リスク最大） 
 同側使用 OR=1.7［1.3-2.1］（リスク最大） 

Carlberg 
2014[6]  

スウェーデン 
２つの症例対照研
究の Glioma患者
の生存期間解析 

1997-2003年の研究：20-80歳 
2007-2009年の研究：18-75歳 
Glioma（星細胞腫 gradeⅠ・Ⅱ:228
例,gradeⅢ:196例,gradeⅣ:926例、乏突起
神経膠腫:171 例、その他:154例）：合計
1678例（スウェーデン登録の新規癌症例） 

郵便アン
ケート 

20年超無線電話使用：HR増加（HR=1.7[1.2-2.3]） 
グレード 4星細胞腫 
 20年超携帯電話使用：HR=2.0[1.4-2.9] 
 20年超コードレス電話使用：HR=3.4[1.04-11] 
無線電話使用に関する潜伏期間の 1年あたり HRが有意に増加：
HR=1.020[1.007-1.033] 
累積使用 100時間あたりでは増加なし：HR=1.002[0.999-1.005] 

Grell 
2015[7] 

Interphone 研究
の携帯電話使用と
脳腫瘍の空間分布 

30-59歳 
症例：2710例（Glioma位置情報がある定期
使用者：478例） 
対照：2974例 

対面イン
タビュー 

左側使用：171症例、右側使用：307症例 
三次元点過程モデルにおいて携帯使用側の耳までの距離は脳腫瘍
の強度と関連していた。 

Grell 
2016[8] 

Interphone 研究
の腫瘍局在データ
の解析 

30-59歳 
2000-2004年に Gliomaと診断された携帯電
話定期使用者：792例 

対面イン
タビュー 

点過程モデルにて Glioma頭蓋内分布と携帯電話の位置に有意な
関連性あり 

Momoli 
2017[9] 

Interphone 研究
のカナダ人データ
再解析 
確率的複合バイア
スモデル 

30-59歳 
症例：170例 
組織学的または画像診断により確定 
対照：653例（事後マッチング症例対照セ
ット、無作為番号ダイヤル法による抽出、
集団ベース BC Ministry of Health Client 
Registry から抽出） 

対面イン
タビュー 
請求書記
録 
 

携帯電話使用時間が最も高い四分位（生涯使用時間：558時間
超）の使用者と非定期的使用者の比較：OR=2.0［1.2-3.4］ 
選択バイアス・想起バイアス補正 OR=2.2［1.3-4.1］ 
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Hardell 
2015[14] 

スウェーデン 
Joinpoint 回帰解
析を用いたトレン
ド評価 

脳腫瘍に関する症例対照研究[5]  
1998–2013年の Swedish National 
Inpatient Register（IPR）、Swedish 
Causes of Death Register（CDR）、
Swedish Cancer Register 

 
同側携帯電話使用と Gliomaの潜伏期間の関連性の Restricted 
cubic spline plot により、短期潜時の ORが高く、その後減少
し、長期潜時でリスクが増加した。 

de Vocht 
2016[15]  

イギリス 
ベイジアン構造時
系列モデル 

悪性 Glioma（ICD-9 191.9、ICD-10 
C71.9）1985–2014年新たに登録された年間
特定癌患者数 

携帯電話
利用デー
タ 

1985-2014年の年間発現率のモデルにおいて悪性 Gliomaの増加の
証拠はない。 

 

表 2．髄膜腫と携帯電話使用の関連（4件） 

論文 ID 研究デザイン 対象者 調査方法 結果 

Coureau 
2014[3] 

フランス多施設症
例対照研究 

成人 
2004-2006年地域の選挙人名簿から抽出
した症例：194例、対照：892例 

対面インタビュー 
携帯電話定期使用者 vs非使用者：OR=0.90［0.61-1.34］ 
ヘビーユーザー（累積 896時間以上）：OR=2.57［1.02-
6.44］ 

Lagorio 
2014[4] 

メタアナリシス 
2012年末までの髄膜腫と携帯電話使用
に関する研究 15件 

 10年以上携帯電話使用：cRR=0.98[0.75-1.28]～
1.11[0.86-1.44] 

Momoli 
2017[9] 

Interphone 研究の
カナダ人データ再
解析 
確率的複合バイア
スモデル 

30-59歳 
症例：94例（組織学的または画像診断
により確定） 
対照：653例（事後マッチング症例対照
セット、無作為番号ダイヤル法による
抽出、集団ベース BC Ministry of 
Health Client Registry から抽出） 

対面インタビュー 
請求書記録 
 

携帯電話使用時間が最も高い 4分位（生涯使用時間：558
時間超）の使用者と非定期的使用者の比較：OR=1.0
［0.4-2.4］ 
選択バイアス・想起バイアス補正 OR=1.4［0.5-3.6］ 

Carlberg 
2015[10] 

スウェーデン 
2つの症例対照研
究のプール解析 

1997-2003年の研究：診断時 20-80歳 
2007-2009年の研究：診断時 18-75歳 
症例：1,625 例 
対照：3,530 例（Swedish Population 
Registry から抽出） 

 

ばく露最大群（累積使用時間の 4分位で 1486h以上）で
リスクの上昇が見られた。 
携帯電話：OR = 1.2 [0.9-1.6] 
コードレス電話：OR= 1.7 [1.3-2.2]  
ワイヤレス電話全体： OR = 1.3 [1.1-1.6] 

 

 

 

 

 

表１ Gliomaと携帯電話使用の関連（続き） 
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表 3．聴神経腫瘍と携帯電話使用の関連（4件） 

論文 ID 研究デザイン 対象者 調査方法 結果 

Lagorio 
2014[4] 

メタアナリシス 
2012年末までの聴神経腫瘍と携帯電話使
用に関する研究 15件 

 10年以上携帯電話使用：cRR=1.14[0.65-1.99]～
1.33[0.65-2.73] 

Momoli 
2017[9] 

Interphone 研究の
カナダ人データ再
解析 
確率的複合バイア
スモデル 

30-59歳 
症例：84例（組織学的または画像診断に
より確定） 
対照：653例（事後マッチング症例対照
セット、無作為番号ダイヤル法による抽
出、集団ベース BC Ministry of Health 
Client Registry から抽出） 

対面インタビュー 
請求書記録 
 

携帯電話使用時間が最も高い四分位（生涯使用時間：558
時間超）の使用者と非定期的使用者の比較：OR=0.7［0.3-
1.6］ 
選択バイアス・想起バイアス補正 0.7［0.3-1.8］ 

Moon 
2014[11] 

韓国症例対照研究 

前庭神経鞘腫、1991-2010年 
成人 
腫瘍摘除術を受けた症例：119例 
対照：238例（脳 MRIを含む包括的健康
診断を受けた人） 

電話アンケート 

携帯電話使用累積時間：OR=0.956［0.906-1.009］ 
定期使用者の腫瘍サイズ OR=1.125［1.041–1.216］ 
有効聴力を有する定期使用者の側性と腫瘍側に強い相関性
あり：OR=4.5［0.585–34.608］ 

Pettersso
n 
2014[12] 

スウェーデン、
2002-2007年 
地域住民ベース全
国症例対照研究 

20-69歳 
症例：451例（治療施設で確定、カル
テ、Swedish Regional Cancer 
Registers、地域の聴神経膠腫登録） 
対照：710例（スウェーデン住民登録か
ら抽出） 
聴神経膠腫（ICD-10 C724または D33.3
および ICD-O-2 9560.0） 

郵便アンケート 

携帯電話定期使用：OR=1.18［088-1.59］ 
腫瘍サイドで定期的使用：OR=0.98［0.68-1.43］ 
累積通話時間の 4分位（680時間以上）：OR=1.46［0.98-
2.17］ 
組織学的確定例で全 OR低下（680時間以上：OR=1.14
［0.63-2.07］ 
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国際共同症例対照研究との協働した疫学調査・分析・評価（Mobi-Kids Japan） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A．研究目的 

小児・若年期において、携帯電話端末使用の健康影響として脳腫瘍のリスクを観察研究で

検討する。世界保健機関（WHO）のがん専門研究機関である国際がん研究機関

（International Agency for Research on Cancer, IARC）は、2011 年の高周波電磁界

Radiofrequency electromagnetic fields（RF-EMF）の成人の神経膠腫と聴神経腫瘍に対す

る発がんリスクを 2B「人に発がん性を有する可能性がある（possibly carcinogenic to 

humans）」に分類した が、小児の脳腫瘍の発症に及ぼす潜在的影響の調査を勧告しており、

本研究はそれに答えるものである。 

 

B．研究方法 

国際共同症例対照研究（Mobi-Kids）は、13 か国による症例対照研究で診断時年齢は 10-

24 歳であるが、日本研究（Mobi-Kids Japan）では、対象を 10 歳以上 30 歳以下とした。

国際研究 Mobi-Kids study のプロトコールに従って集められた症例と対象に加えて、表 1

に示すように、脳腫瘍の組織型、居住地の選択基準を緩和して日本のデータを unmatched 

case control study として解析したものが、本研究 Mobi-Kids Japan 研究である。予め本研

究への参加協力施設として登録された関東圏の医療施設、脳腫瘍群 19 施設、虫垂炎群 14

施設から症例群、対照群としての虫垂炎患者を登録、医師からの研究説明に同意した入院患

者を対象とした。 

情報収集は対象者に対するインタビュー形式で実施し、対象患者が入院している病院に

トレーニングを受けたインタビュアーを派遣して 60 分程度の標準化されたインタビュー

を行った。携帯電話端末の使用歴として、使用の有無、使用開始時期、平均的な 1 回の通

話回数と通話時間、主に使用する耳側、ハンズフリー器具の使用の有無などの情報を収集し

た。その他、症例・対照について、主な疾患の既往歴、放射線治療の受療歴、妊娠、出産の

状況、居住環境、Wi-Fi の使用状況の情報も収集した。同時に保護者に対する自記式調査票

による情報収集も行い、社会経済的な状況、携帯電話端末の使用の有無、妊娠時のばく露歴、

研究要旨 

小児・若年期に携帯電話端末を使用の健康に影響について検討することを目的とした。

13 か国による国際共同症例対照研究 Mobi-Kids プロジェクトに参画し、関東の医療機

関との連携による多施設共同研究を行った。2011～2015 年まで脳腫瘍 120 例、虫垂炎

360 例の症例登録を行い、対象患者に対して CAPI によるインタビュー調査を実施した。

今後、日本（Mobi-Kids Japan）のデータを解析し、携帯電話使用の有無、携帯電話使用

年数、累積通話回数、累積通話時間による脳腫瘍発生リスクを検討する予定である。 
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職業歴を収集した。症例については、医療機関から脳腫瘍の臨床情報として、脳腫瘍の病理

組織診断、診断根拠、占拠部位、発見動機、自覚症状などを収集した。携帯電話、Wi-Fi な

どの「定期的使用は、週 1 回以上 3 か月以上連続して使用」と定義した。 

解析は、SPSSVer.23.0 を用い、診断日から 1 年前の携帯電話端末の使用の有無、累積使

用年数、累積使用回数を計算した。 

 

C. 倫理的配慮 

本研究は、東京女子医科大学倫理委員会 (No. 2394-R)にて承認された。18 歳未満の若年

者の研究同意は保護者の同意を必要とし、インタビュー時も原則として保護者が同席する

などの倫理的配慮を行った。 

 

D．結果 

国際研究の選択基準を満たす脳腫瘍 30 例、虫垂炎 224 例を含めた、Mobi-Kids Japan 対

象の脳腫瘍群 120 名、虫垂炎群 360 名の特性を表 2 に示す。研究参加率は、脳腫瘍群 71.9％

に対し、虫垂炎群は 65.9％とやや低かった。性、年齢の割合に有意差はなかったが、母親の

学歴が高卒以下の家庭（Socio-economic status；SES）は、脳腫瘍群 54 人(45.0％)、虫垂

炎群 108 人(30.0％)と有意差を認めた（ｐ＝0.03）。携帯電話端末を通話として定期的に使

用している者は、脳腫瘍群 81 人(67.5％)、虫垂炎群 273 人(75.8%)で有意差はなかった。家

庭での Wi-Fi 使用は、それぞれ、185 人(50.0％)、53 人（44.2％)、学校・職場では 93 人

(25.8%)、19 人(15.8％)、ショッピングセンターなどその他の場所では、86 人(24.0％)、22

人(18.5％)であった。 

 

E．考察 

 本報告ではばく露評価の解析は Mobi-Kids JAPAN では、国際研究で予定されているば

く露評価を単純化し携帯電話使用履歴を用いて、国際研究の症例対照研究としてマッチン

グできなかった症例を含めてサブ解析を行う予定である。携帯電話の端末機種、通信形式、

利用形態などは国によって異なり、同じアルゴリズムを用いてのばく露評価は難しい。その

ため、Mobi-Kids Japan の結果を日本独自で分析することで、ばく露評価におけるバイア

スを最小限にできると考える。また日韓のデータを用いた共同研究も同時に進めているが、

日本と韓国は第 3 世代が大部分を占めるなど携帯電話端末の市場分布は共通しているが、

携帯電話通話では、料金プランの影響もあり、韓国に比べて日本は通話回数が多いといった

特徴がある。近年においてはハンズフリーキットの普及してきている。今後は、ハンズフリ

ーの使用を含めた、より正確な携帯電話使用状況に加えて、Wi-Fi などの多様な波源の影響

を考慮した解析を進める必要がある。  
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表 1  Comparison of MOBI-Kids Japan and the international study 

 
 

International MOBI-Kids study  

for Japan 

MOBI-Kids Japan 

Study design Case-control study 

1:2 matched for age, gender, and 

resident area 

Unmatched case-control study 

Adjusted for age and gender 

Cases  (n=30) 

Glioma              17(56.7) 

                        

Meningioma           1(3.3)                               

Ganglioglioma        3(10.0)                              

Schwanoma            6(20.0)                            

Other ＊             3(10.0)   

(n=120)  

Glioma               47(39.2)                               

Germinoma            17(14.2)                            

Meningioma            5(4.2)                               

Ganglioglioma         4(3.3)                              

Schwanoma            11(9.2)                            

Other ＊＊           36(30.0)                                            

-Age 10-24 years 10-30 years 

-Pathology Primary brain tumors except 

midline tumor  

All primary brain tumors 

-Area  Tokyo metropolitan area All of Japan 

Controls (n=224)  (n=360)  

-Age  

-Conditions                         

10-24 years 

Appendicitis inpatients 

10-30 years 

Appendicitis inpatients 

-Area Tokyo metropolitan area All of Japan 

Analysis Conditional logistic regression    Unconditional logistic regression 

＊Other Haemangioblastoma 1； Medulloblastoma 1； Dysembryoplastic neuroepithelial 

 tumor 1                            

＊＊Other Central neurocytoma 3； Medulloblastoma 3; Cranipharyngioma 3; 

Cavernoma 2; Chondrosarcoma 2; Choriocarcinoma 2; Choroid plexus papilloma 2; 

Dysembryoplastic neuroepithelial tumor 2; Heamangioblastoma 2; 

Heamamgiopericytoma 2; Pilocytic astrocytoma 1; Ependymoma 1; Prolactinoma 1; 

Pituicytoma 1; Pineal parenchymal tumor of intermediate differentiation 1; Mixed 

malignant germ cell tumor 1; Immature teratoma 1; Immature                             

hemangioma 1; Epidermoid 1 
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表 2  Background of MOBI-Kids Japan participants 

 

  
Case 

 (n=120) 

Control 

(n=360) 
p-value 

Age at reference date(years)     

     10-14 38（31.7） 112(31.1) 0.965 

     15-19 23(19.2) 72(20.0)  

     20-24 22(18.3) 75(20.8)  

     25-30 37(30.8) 101(28.1)  

Male 72(60.0) 199(55.3) 0.366 

Parents’ higher education     

     High school or less 36(30.0) 58(16.1) 0.001 

Mother’s education    

Junior/senior high school 54 (45.0) 108 (30.0) 0.030 

Vocational school/2-year college 39(32.5) 139 (38.6)  

University 19 (15.8) 92 (25.6)  

Graduate school 1 (0.8) 2 (0.6)  

Others 7 (5.8) 19 (5.3)  

Residential Area    

     Tokyo (metro) 43(35.8) 289(80.3) < 0.001 

     Tokyo (municipal) 14(11.7) 34(9.4)  

     Chiba/Saitama/Kanagawa 42(35.0) 35(9.7)  

     Other area in Japan 21(17.5) 2(0.6)  

Alcohol consumption: Yes 44(36.7) 132(36.7) 0.767 

Smoking: Yes  18(15.0) 62(17.2) 0.637 

Timing of interview    

     2011.7～ 17(14.2) 62(17.2) 0.229 

     2012.7～ 51(42.5) 116(32.2)  

     2013.7～ 37(30.8) 134(37.2)  

     2014.7～ 15(12.5) 48(13.3)   

Regular mobile phone Use                   81(67.5)   273(75.8) 0.072 

Wi-Fi at home 53(44.2) 185(51.4) 0.388 

at school/work 19(15.8) 93(25.8) 0.003 

 at other places 22(18.5) 86(24.0) 0.167 
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