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第１章 事業報告（概要）  

 

１．１ 情報調査提供の目的 

商用周波数の電磁界に係る国内外の研究動向、諸外国の規制動向、リスクコミュニ

ケーション手法等の情報収集を行い、収集した情報に対し、科学的・中立的な評価を

行い、広く国民に提供し、電磁界の健康影響に対する国と国民との間のリスク認識の

ギャップを埋め、国民の漠然とした不安感を低減させることを目的とする。 

 

１．２ 成果の概要 

１．２．１ 国内外における電磁界に関する研究動向・規制動向調査 

世界最大の電磁界データベースである EMF-PORTAL の検索機能を使用して、公表年が

2019 年と記された文献は 122 件あった（2020 年 1月 31 日現在）。これらのうち、内容

が生体影響に関わらないもの、電撃傷や感電死に関するもの、医療応用（電気刺激な

ど）に関するもの、会議予稿集・コメント・レターに類するもの、英語以外の言語で

書かれたものは除外した。その結果、55 件を除いた 67件について整理を実施した。 

また、国内外の商用周波電磁界に対する規制（一般公衆）、国外の商用周波電磁界に

対する規制（職業者）について、関係する機関（ホームページ）等の調査を行い、結

果をとりまとめた。 

 

１．２．２ 海外の研究動向・規制動向調査 

日本と同じ 200μT の磁界規制を導入しているニュージーランド及びオーストラリア、

電磁界に関する調査研究プログラムを推進し、それに関するワークショップが開催さ

れたドイツについて、規制当局及び事業者へのヒアリングを行った。 

 

１．２．３ 電力設備から発生する磁界の測定 

講演会の開催地域である釧路市、鳥取市、大津市、水戸市、佐賀市の全国 5 箇所に

おいて、電気設備及び日常生活環境の磁界測定を実施し、その結果を各講演会で情報

提供した。 

 

１．２．４ 講演会の開催 

行政の取り組みの紹介及び講演 1「電磁界を知る（電磁界とは何か、主に低周波電磁

界の影響と身のまわりの磁界の強さ等を紹介します）」、講演 2「くらしを取り巻くその

他の電磁界について（IH 調理器、電子レンジや携帯電話など身のまわりの電磁界の影

響について国際機関の見解などを中心に紹介します）」をテーマとした講演を行った。
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なお、参加費はいずれも無料とし、磁界測定のデモンストレーションを実施した。 

マスメディア等を活用した効果的な開催周知を行ったことにより、合計で 620 名の

参加となった。 

 

 ＜釧路市講演会＞ 

日 時：令和元年 10 月 29 日（火）13:05～15:55 

場 所：釧路市観光国際交流センター B ホール 

＜鳥取市講演会＞ 

日 時：令和元年 11 月 28 日（木）13:05～15:55 

場 所：とりぎん文化会館 第１会議室 

＜大津市講演会＞ 

日 時：令和元年 12 月 18 日（水）13:05～15:55 

場 所：ピアザ淡海 大会議室 

＜水戸市講演会＞ 

日 時：令和２年 1月 10日（金）13:05～15:55 

場 所：ザ・ヒロサワ・シティ会館 集合室 10 号 

＜佐賀市講演会＞ 

日 時：令和２年 1月 21日（火）13:05～15:55 

場 所：佐賀市文化会館 イベントホール 

 

１．２．５ ホームページ及びパンフレット「電磁界と健康」の作成及び改訂 

パンフレット「電磁界と健康」は、平成 30年 10 月に更新されてから IARC による発

がん性分類に関するページを中心に更新を行った。また、有識者の監修によりパンフ

レット全体について分かり易い表現の視点から修正を加えた。 

なお、印刷物は、令和元年 10 月に改訂第 17 版を発行し、10 月から 1 月にかけて実

施した釧路市、鳥取市、大津市、水戸市、佐賀市の講演会で配布した。 

併せて、ホームページも見直し、国民が電磁界情報を必要とするときに、最新かつ

正確な情報を入手できるようにした。 
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第２章 事業報告（詳細） 

 

２．１ 国内外における電磁界に関する研究動向・規制動向調査 

２．１．１ 国内外における電磁界に関する研究動向調査 

電磁界の健康影響に関連する研究論文についての世界最大のデータベースである

EMF-Portal <https://www.emf-portal.org/ja> を使用し、2019 年に公表された文献を

収集・整理して内容をとりまとめた。 

 

① 調査対象 

 EMF-Portal の論文検索機能を使用して下記の条件で抽出を行った。 

  （抽出条件） 

・ キーワード ：空白 

・ 著者  ：空白 

・ 学術誌  ：空白 

・ 出版年  ：「2019」を入力 

・ トピックス ：「実験研究」「疫学研究」「技術／ドシメトリの研究」「法律、 

勧告、ガイドライン」「リスクコミュニケーション」「その 

他」の項目にチェック 

・ 周波数範囲 ：「電力線周波数（50/60 Hz）」にチェック 

・ 論文登録の時期 ：「全て」にチェック 

抽出した結果、公表年が 2019 年と記された文献は 122 件あった（2020 年 1 月 31 日

現在）。 

 

② 整理する文献の絞り込み 

 ①のうち、内容が生体影響に関わらないもの、電撃傷や感電死に関するもの、医療応

用（電気刺激など）に関するもの、会議予稿集・コメント・レターに類するもの、英

語以外の言語で書かれたものは除外した。 

  （除外した論文の内訳） 

a) 内容が生体影響に関わらないもの（電磁障害を含む）：13件 

b) 電撃傷や感電死に関するもの：1件 

c) 医療応用（電気刺激など）に関するもの：17 件 

d) 会議予稿集・コメント・レターに類するもの：24 件 

e) 英語以外の言語を使用：0 件 

以上より、55 件を除いた 67 件について整理を実施した。 
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③ 整理した文献の分析 

67 件の論文の内訳は以下の通りである。 

・ 疫学研究：12 件 

・ 実験研究：43 件 

- ヒト研究： 4 件 

- 動物研究：20 件 

- 細胞研究：18 件 

・ 技術／ドシメトリの研究：10 件 

・ 法律、勧告、ガイドライン：0件 

・ リスクコミュニケーション：1件 

・ その他：2件 

 

疫学研究において、妊娠中の居住環境ばく露と小児がんのリスクについてのコホー

ト研究では、高圧変電所及び送電線から住居までの距離との統計的に有意ではないリ

スク上昇が認められた。症例対照研究からのデータを用いて、磁界、高圧線からの距

離、及び小児白血病のリスクとの関連を調べた研究では、高圧線への近接度と高い磁

界計算値のどちらも単独では小児白血病のリスクとの関連は認められなかったが、高

圧線に非常に近くに住んでいて、磁界計算値が高い（≥0.4 μT）グループで、リスク

上昇が確認されたことから、「距離と小児白血病との関連を磁界のみで説明すること

に反対し、電力線の特徴に関係したその他の説明を支持している」と結論付けられて

いる。2019 年に発表された研究全体としては、このトピックについて「因果関係が

あるとまでは言えない」という従来の結論に変更を迫るような新たな知見はなかった。

職業的な磁界ばく露と神経変性疾患との関連を調べた研究では、統計的に有意なリス

ク上昇が認められた。居住環境での磁界ばく露と神経変性疾患との関連を調べた研究

では、統計的に有意ではない関連が認められたことから、このトピックについては今

後も継続的に留意することが望ましい。 

実験研究では、ばく露条件（電界・磁界強度等）が不明確あるいは不適切なものも

多く、また影響の度合いにも幅があった。欧州の大規模研究プロジェクトの一環で実

施された、小児白血病のモデルとなるマウスを用いた予備的実験で、小児白血病の病

因についての今後の実験研究に適用可能であることが示された点が注目に値する。 
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№ 1 

和文 

タイトル 

非熱作用下の超低周波電磁界による CT2A 細胞［マウス神経膠腫細胞］の生

存率の改変 

英文 

タイトル 

CT2A Cell Viability Modulated by Electromagnetic Fields at Extremely 

Low Frequency under No Thermal Effects. 

著者 García-Minguillán O, Prous R, Ramirez-Castillejo MDC, Maestú C 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Int J Mol Sci 2019; 21 (1): E152 

国名 スペイン 

DOI 10.3390/ijms21010152 PubMed ID 31878361 

概要 この研究は、CT2A 細胞［マウス神経膠腫細胞］を異なる超低周波（ELF）

磁界に短時間または長時間ばく露し、細胞の生存率への影響を調べた。そ

の結果、30 μT での 24時間のばく露、及び 100 µT での７日間のばく露で

は、周波数依存性が認められた。特に、30 Hz ばく露による顕著な生存率

の低下が認められた。HSP［熱ショックタンパク質］90 発現の観点で熱作

用を分析したところ、細胞生存率の違いに関連した熱的損傷は認められな

かったことから、その他の細胞機序が関与しているはずである、と著者ら

は結論付けている。 

 

№ 2 

和文 

タイトル 

マウスでの拘束による血漿グルココルチコイドの増加に対する 50 Hz 電界

の抑制作用における性差及び齢差 

英文タイ

トル 

Gender and Age Differences in the Suppressive Effect of a 50 Hz Electric 

Field on the Immobilization-Induced Increase of Plasma Glucocorticoid 

in Mice. 

著者 Harakawa S, Hori T, Nedachi T, Suzuki H 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Bioelectromagnetics 2019:Online 

国名 日本 

DOI 10.1002/bem.22238 PubMed ID 31833072 

概要 この研究は、ストレス応答に対する超低周波（ELF）電界の抑制作用におけ
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る性差及び齢差を調べた。マウスを対照群、電界ばく露（50 Hz、10 kV/m

で 60 分間）群、拘束（セッション後半の 30分）群、電界ばく露＋拘束群

に割り付けた。その結果、拘束によるストレス応答に対する電界の抑制作

用は性別及び日齢に係らず認められた。ストレスは様々な疾病の発病及び

進行において重要な役割を担っていることから、この知見は動物及びヒト

での電界の効能の理解において大きな意味合いを有するかも知れない、と

著者らは結論付けている。 

 

№ 3 

和文 

タイトル 

超低周波磁界及び全脳虚血はアレチネズミの脳下垂体の ACTH［副腎皮質刺

激ホルモン］及び TSH［甲状腺刺激ホルモン］産生細胞に影響する 

英文 

タイトル 

An Extremely Low Frequency Magnetic Field and Global Cerebral Ischemia 

Affect Pituitary ACTH and TSH Cells in Gerbils. 

著者 Rauš Balind S, Manojlović-Stojanoski M, Šošić-Jurjević B, Selaković 

V, Milošević V, Petković B 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Bioelectromagnetics 2019: Online 

国名 セルビア 

DOI 10.1002/bem.22237 PubMed ID 31828821 

概要 神経内分泌系は磁界及び脳虚血によって変調され得ることから、この研究

は、3 月齢のアレチネズミの脳下垂体における副腎皮質刺激ホルモン

（ACTH）及び甲状腺刺激ホルモン（TSH）産生細胞の形態機能的特徴に対す

る、超低周波（ELF：50 Hz、平均 0.5 mT）磁界への 7日間のばく露、及び

10 分間の全脳虚血の単独での及び複合的な影響を調べた。ストレスに対す

る即発性及び遅発性の影響を判定するため、実験開始の 7日後及び 14 日後

に測定を実施した。その結果、ELF 磁界及び 10 分間の全脳虚血は単独でも、

また特に複合的に、ACTH 細胞の体積密度を低下させた（P < 0.05）が、細

胞内 ACTH 含量の低下及び血漿 ACTH 濃度の上昇は複合ばく露の 7日目にの

み認められた（P < 0.05）。ELF 磁界は 7 日目の血清 TSH 濃度及び 14 日目

の細胞内 TSHβ 含量を上昇させた（P < 0.05）。また、10 分間の全脳虚血

は単独で血清 TSH 濃度を上昇させた（P < 0.05）が、ELF 磁界との複合時

は、14 日目の細胞内 TSHβ 含量を上昇させた（P < 0.05）。これらの結果
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から、ELF 磁界及び／または 10 分間の全脳虚血は、ACTH 及び TSH 合成及び

分泌に対する即発性及び遅発性の刺激を生じ得る、と著者らは結論付けて

いる。 

 

№ 4 

和文 

タイトル 

確率論的ドシメトリを用いた子どものばく露のばらつきの評価に対する低

周波近傍界波源の位置の影響力 

英文 

タイトル 

Influence of low frequency Near-Field Sources Position on the 

Assessment of Children Exposure Variability using Stochastic 

Dosimetry 

著者 Bonato M, Chiaramello E, Fiocchi S, Tognola G, Ravazzani P, Parazzini 

M 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

IEEE Journal of Electromagnetics, RF and Microwaves in Medicine and 

Biology 2019: Online 

国名 イタリア 

DOI 10.1109/JERM.2019.2958549 PubMed ID -- 

概要 この研究は、確率論的ドシメトリに基づくアプローチを用いて、低周波近

傍界波源による子どものばく露のばらつきを評価した。2 つの子どものモ

デルのヘアドライヤーへのばく露による、中枢神経系及び末梢神経系を構

成する特定の組織に誘導される電界の振幅を分析した。その結果、近傍界

波源の位置によってばく露のばらつきが大きいこと、また、最も高いばく

露レベルを生じる波源の位置がわかった、と著者らは報告している。 

 

№ 5 

和文 

タイトル 

超低周波磁界の健康影響についての疫学研究の基礎としての変電設備のあ

る建物の登録制度 

英文 

タイトル 

Registry of Buildings With Transformer Stations as a Basis for 

Epidemiological Studies on Health Effects of Extremely Low-Frequency 

Magnetic Fields. 

著者 Khan MW, Juutilainen J, Roivainen P 

誌名 年; 

巻(号):頁

Bioelectromagnetics 2019: Online 



8 

-頁 

国名 フィンランド 

DOI 10.1002/bem.22228 PubMed ID 31742723 

概要 屋内に変電設備のある建物は、超低周波（ELF）磁界の健康影響についての

疫学研究の改善の基礎となり得る。先行研究では、変電設備のすぐ上の居

住区画では磁界レベルが高いという事実に基づき、ELF 磁界を適切に評価

できることが示されている。この論文は、フィンランドにおける変電設備

を備えた居住用建物の登録制度と、疫学研究におけるその有用性について

論じている。電気事業者から入手した情報及び建物の設計図を用いて、変

電設備の上に、またはこれに隣接して居住区画がある 677 の建物を同定し

た。これらの建物内の全ての居住区画を、変電設備との相対的位置関係に

基づくばく露カテゴリーに分類した。これらの建物の居住履歴を人口登録

センターから入手した。その結果、これらの建物に住んでいた 287,668 人

のうち、9,126 人が変電設備のすぐ上の区画に住んでいた。全ての情報は

居住者との接触なしに入手したので、選択バイアスは回避された。この登

録制度は、高品質の全国的登録制度からのデータとリンクすることができ、

それによって ELF 磁界ばく露とがん、流産、アルツハイマー病等との関連

の報告を確認または否定できる、と著者らは述べている。 

 

№ 6 

和文 

タイトル 

子どもの ELF 磁界への居住環境での個人ばく露のクラスター分析：環境変

数の影響 

英文 

タイトル 

Cluster Analysis of Residential Personal Exposure to ELF Magnetic 

Field in Children: Effect of Environmental Variables. 

著者 Tognola G, Chiaramello E, Bonato M, Magne I, Souques M, Fiocchi S, 

Parazzini M, Ravazzani P 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Int J Environ Res Public Health 2019; 16 (22): E4363 

国名 イタリア 

DOI 10.3390/ijerph16224363 PubMed ID 31717366 

概要 この研究は、フランスの子ども 884 人の屋内での露超低周波（ELF）磁界へ

の 24 時間の個人ばくのクラスター分析を実施し、一般的なばく露パターン
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を同定した。子どもの住居の近くでの電力網、及び居住環境ばく露に影響

する可能性のあるその他の変数（屋内の ELF 磁界発生源、住居の築年数及

び種類、家族の規模、磁界ばく露パターン、等）を調べた。屋内での個人

ばく露のパターンとして、高圧（63-150 kV）、超高圧（225 kV）、超々高圧

（400 kV）の架空送電線の近くに住む子どもを最も高いばく露群、低圧（400 

V）及び中圧（20 kV）の地中線ならびに変電所（20 kV/400 V）の近くに住

む子どもを中ばく露群、電力網から遠くに住む子どもを最も低いばく露群

と同定した。高調波成分はばく露パターンの識別には重要ではなかった。

電気暖房を使う子ども、あるいは大規模建物にまたは大家族で住む子ども

は一般的に、屋内での個人ばく露レベルが高かった。住居の築年数はばく

露パターンの識別に重要ではなかった、と著者らは報告している。 

 

№ 7 

和文 

タイトル 

超低周波電磁界にばく露したミツバチにおける攻撃性の上昇及び嫌悪学習

の低下 

英文 

タイトル 

Increased aggression and reduced aversive learning in honey bees 

exposed to extremely low frequency electromagnetic fields. 

著者 Shepherd S, Hollands G, Godley VC, Sharkh SM, Jackson CW, Newland PL 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

PLoS One 2019; 14 (10): e0223614 

国名 英国 

DOI 10.1371/journal.pone.0223614 PubMed ID 31600283 

概要 地球規模で重要な花粉媒介者であるミツバチ（Apis mellifera）は減少し

ており、様々な環境因子の相互作用がその原因とされている。この論文の

著者らによれば、各種の人為的発生源から生じる超低周波（ELF）電磁界が、

ミツバチの認知能力及び行動に有意なインパクトを及ぼすことが最近示さ

れているという。この研究は、ミツバチがコロニー強度を維持する上で必

須の要素である、嫌悪学習及び攻撃レベルに対する現実的なレベルの ELF

磁界の影響を調べた。ミツバチを 100 μT または 1000 μT の ELF 磁界に

17 時間ばく露または擬似ばく露し、針刺し拡張応答（sting extension 

response：SER）アッセイで嫌悪学習への影響を、侵入者アッセイで攻撃レ

ベルへの影響を調べた。その結果、100 μT及び 1000 μTのどちらへのば
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く露でも、嫌悪学習能力が 20%以上低下した。また、100 μT ばく露では、

別の巣箱からの侵入者に対する攻撃スコアが 60%上昇した。これらの結果

は、電力線下に設置された巣箱内で遭遇し得るレベルの ELF 磁界への短期

的なばく露は、ミツバチの嫌悪学習を低下させ、攻撃レベルを上昇させる

ことを示すものであり、これらの行動学的変化は脅威や環境刺激に対処す

るミツバチの能力の面で、広範な生態学的意味合いを持ち得る、と著者ら

は結論付けている。 

 

№ 8 

和文 

タイトル 

発電所労働者における超低周波電磁界への長期的な職業的ばく露による

DNA 損傷 

英文 

タイトル 

DNA damage from long-term occupational exposure to extremely low 

frequency electromagnetic fields among power plant workers. 

著者 Hosseinabadi MB, Khanjani N, Mirzaii M, Norouzi P, Atashi A 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen 2019; 846: 403079 

国名 イラン 

DOI 10.1016/j.mrgentox.2019.07.007 PubMed ID 31585627 

概要 超低周波（ELF）電磁界は明確な職業的発がん因子として知られていないが、

一部の研究では、細胞株に対するその遺伝毒性作用が報告されている。こ

の横断的研究は、DNA 損傷に対する ELF 電磁界への長期的な職業的ばく露

の影響を調べた。ばく露群として火力発電所作業者 102 人、及び非ばく露

群としての被験者 136 人から血液サンプルを採取し、アルカリ・コメット

分析及びフローサイトメトリで DNA 損傷を評価した。ELF 電磁界ばく露は

スポット測定及び IEEE C95.3.1 規格に基づいて測定した。その結果、ばく

露群では非ばく露群と比較して、コメットテイル DNA%、コメットテイルフ

ァクター（%）、ダメージ指標が有意に高かった。磁界ばく露の増加は、コ

メットテイル長以外のコメット分析の指標を強めた。電界ばく露にはこれ

らの指標への有意な影響はなかった。磁界ばく露による初期及び後期アポ

トーシス段階の細胞のパーセンテージは、それぞれ有意に減少及び増加し

た。これらの結果から、ELF 電磁界への長期的な職業的ばく露はおそらく

遺伝毒性作用を生じ得る、と著者らは結論付けている。 
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№ 9 

和文 

タイトル 

超低周波電磁界に影響されたラットの脳及び精子における微小管の重合及

び構造的挙動の比較 

英文タイ

トル 

Comparison of polymerization and structural behavior of microtubules 

in rat brain and sperm affected by the extremely low-frequency 

electromagnetic field. 

著者 Gholami D, Riazi G, Fathi R, Sharafi M, Shahverdi A 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

BMC Mol Cell Biol 2019; 20 (1): 41 

国名 イラン 

DOI 10.1186/s12860-019-0224-1 PubMed ID 31464580 

概要 この研究は、50 Hz 超低周波電磁界に影響されたラットの脳及び精子にお

ける微小管の重合及び構造的挙動を比較した。成獣の雄ラット 20匹を対照

群及び実験群に無作為に等分し、50 Hz 電磁界の影響を調べた。十字型迷

路、テストステロン及びコルチコステロンの血清レベル、精子の評価を実

施した。次いで、精子及び脳の試験片を採取し、4 つの実験群に分け、微

小管重合を調べた。その結果、対照群と比較して、実験群のテストステロ

ン及びコルチコステロンのレベル、不安行動、精子の形態に有意差は認め

られなかったが、精子の生存率、総運動性及び全身運動性は有意に高かっ

た。実験群では微小管重合が有意に高かった。実験群の脳及び精子では、

チューブリンの二次及び三次構造が有意に影響を受けた、と著者らは報告

している。 

 

№ 10 

和文 

タイトル 

多毛類Hediste diversicolorの行動及び生体エネルギーに対する低周波電

磁界の影響 

英文 

タイトル 

Effect of low frequency electromagnetic field on the behavior and 

bioenergetics of the polychaete Hediste diversicolor. 

著者 Jakubowska M, Urban-Malinga B, Otremba Z, Andrulewicz E 

誌名 年; 

巻(号):頁

Mar Environ Res 2019; 150: 104766 
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-頁 

国名 ポーランド 

DOI 10.1016/j.marenvres.2019.104766 PubMed ID 31404727 

概要 この研究は、多毛類 Hediste diversicolor［ゴカイの一種］の行動及び生

体エネルギーに対する、海底ケーブルの近傍で一般的に記録される電磁界

（50 Hz、1 mT）の影響を調べた。その結果、電磁界に対する忌避行動も誘

引行動も認められなかったが、潜在的な生体擾乱に対する刺激作用を示唆

する穴掘り活動の増強が見られた。電磁界ばく露後、正のエネルギー収支

（同化エネルギーの 85%）及び大量のエネルギーが維持された。食物消費

及び呼吸速度への影響はなかったが、アンモニア排泄率は有意に低下した。

著者らは、この影響の背後にある作用機序は不明である、としている。 

 

№ 11 

和文 

タイトル 

海馬 CA1 領域における長期増強に対する超低周波電磁界へのばく露の影響 

英文タイ

トル 

Effects of exposure to extremely low frequency electromagnetic fields 

on hippocampal long-term potentiation in hippocampal CA1 region. 

著者 Zheng Y, Cheng J, Dong L, Ma X, Kong Q 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Biochem Biophys Res Commun 2019; 517 (3): 513-519 

国名 中国 

DOI 10.1016/j.bbrc.2019.07.085 PubMed ID 31376941 

概要 この研究は、ラットの海馬の CA1 領域における長期増強（LTP）に対する超

低周波（ELF）磁界ばく露の影響を調べた。周波数（15、50、100 Hz）、強

度（0.5、1、2 mT）、持続時間（10、20、40、60 秒、5分間）が異なる磁界

に海馬切片をばく露し、20 分間のベースラインの信号記録、及び誘発フィ

ールド興奮性シナプス後電位（fEPSP）を記録した。その結果、磁界ばく露

後にばく露量及び持続時間に比例して LTP 振幅が減少したことから、ELF

磁界はばく露量及びばく露時間依存性の LTP 抑制作用を有するかも知れな

いことが示唆された。ばく露量とばく露時間の複数の組合せの中で、15 Hz、

2 mT、5分間の組合せが、LTP を最も抑制した。15 Hz、2 mT の ELF 磁界の

下では、LTP 振幅は 5分間の時間枠の中でばく露時間に比例して減少した。
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これらの知見は、シナプス可塑性に対する ELF 磁界の潜在的影響を示すも

のであり、学習及び記憶に対する影響力のより良い理解につながるもので

ある、と著者らは結論付けている。 

 

№ 12 

和文 

タイトル 

100 µT の 50 Hz 磁界へのばく露は心筋細胞に DNA 損傷を生じない 

英文 

タイトル 

Exposure to a 50 Hz magnetic field at 100 µT exerts no DNA damage in 

cardiomyocytes. 

著者 Wang Y, Liu X, Zhang Y, Wan B, Zhang J, He W, Hu D, Yang Y, Lai J, He 

M, Chen C 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Biol Open 2019; 8 (8): bio041293 

国名 中国 

DOI 10.1242/bio.041293 PubMed ID 31362949 

概要 この研究は、超低周波（ELF）磁界へのばく露が心筋細胞に DNA 損傷を生じ

るかどうかを、イン・ビトロ及びイン・ビボで調べた。ヒト心室心筋細胞

を 100 µT の 50 Hz ELF 磁界に 1時間連続で、または 75 分間間欠的にばく

露し、その影響を DNA 損傷、酸化還元状態の変化、相対シグナル分子発現

によって評価した。更に、雄の Sprague-Dawley ラット 10 匹を 100 µT の

50 Hz ELF 磁界に 7日間ばく露し、別のラット 10 匹を擬似ばく露した。心

臓組織における p53 及び Hsp70 タンパク質のレベルをウェスタンブロット

で分析した。その結果、ELF 磁界は DNA 損傷、細胞周期分布の変化、また

は活性酸素種のレベル上昇を生じないことが示された。イン・ビトロでも

イン・ビボでも、磁界ばく露群と疑似ばく露群における p53 及び Hsp70 の

発現レベルに有意差は認められなかった。これらのデータは、電力周波数

の磁界は心筋細胞に DNA 損傷を生じないことを示すものである、と著者ら

は結論付けている。 

 

№ 13 

和文 

タイトル 

低周波磁界への親の職業的ばく露と子どもの白血病のリスク：小児白血病

国際コンソーシアム（CLIC）からの知見 
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英文 

タイトル 

Parental occupational exposure to low-frequency magnetic fields and 

risk of leukaemia in the offspring: findings from the Childhood 

Leukaemia International Consortium (CLIC). 

著者 Talibov M, Olsson A, Bailey H, Erdmann F, Metayer C, Magnani C, Petridou 

E, Auvinen A, Spector L, Clavel J, Roman E, Dockerty J, Nikkilä A, Lohi 

O, Kang A, Psaltopoulou T, Miligi L, Vila J, Cardis E, Schüz J 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Occup Environ Med 2019; 76 (10): 746-753 

国名 フランス 

DOI 10.1136/oemed-2019-105706 PubMed ID 31358566 

概要 超低周波（ELF）磁界への親の職業的ばく露と、その子どもの急性リンパ芽

球性白血病（ALL）及び急性骨髄性白血病（AML）のリスクについての先行

研究では、一貫性が認められていないことから、この研究は、「小児白血病

国際コンソーシアム（CLIC）」においてこの疑問を評価した。小児白血病の

症例 9,723 人及び対照 17,099 人を含む 11 報の症例対照研究をプールし、

職業‐ばく露マトリクス（JEM）とのリンク付けによって ELF 磁界への親の

職業的ばく露を推定した。プール分析及びメタ分析において、ロジスティ

ック回帰モデルを用いてオッズ比（OR）及び 95%信頼区間（CI）を推定し

た。その結果、受胎時の父親の ELF 磁界への職業的ばく露が≤0.2 µT と比

較した場合の、>0.2 µT についてのプール分析からの OR は、ALL で 1.04（95% 

CI = 0.95-1.13）、AML で 1.06（95% CI = 0.87-1.29）であった。これに相

当する妊娠中の母親のELF磁界ばく露についてのORは、ALLで 1.00（95% CI 

= 0.89-1.12）、AML で 0.85（95% CI = 0.61-1.16）であった。ばく露レベ

ルの上昇に伴う OR 上昇の傾向は認められなかった。また、メタ分析でも関

連は認められなかった。包括的・定量的 JEM を用いたこの大規模な国際デ

ータセットでは、ELF 磁界への親の職業的ばく露と小児白血病との関連は

認められなかった、と著者らは結論付けている。 

 

№ 14 

和文 

タイトル 

炎症誘発性サイトカイン及び血液学的パラメータに対する超低周波電磁界

への長期的な職業的ばく露の影響] 

英文 Effect of long-term occupational exposure to extremely low-frequency 
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タイトル electromagnetic fields on proinflammatory cytokine and hematological 

parameters. 

著者 Hosseinabadi MB, Khanjani N, Samaei SE, Nazarkhani F 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Int J Radiat Biol 2019; 95 (11): 1573-1580 

国名 イラン 

DOI 10.1080/09553002.2019.1642542 PubMed ID 31329007 

概要 この研究は、発電所作業者の炎症誘発性サイトカイン及び血液学的パラメ

ータに対する超低周波（ELF）電磁界の影響を調べた。ばく露群として発電

所作業者 112 人、非ばく露群として 138 人を調査対象に含めた。IEEE 

C95.3.1 規格に準拠したスポット測定により、磁束密度及び電界強度を判

定した。全ての被験者について、炎症誘発性サイトカイン（血清インター

ロイキン-1β（IL-1β）、インターロイキン-6（IL-6）、腫瘍壊死因子-α（TNF-

α））ならびに血液学的パラメータを測定した。その結果、ばく露群では非

ばく露群と比較して、IL-1β及び IL-6 の平均レベル、白血球数、赤血球数、

リンパ球%、平均赤血球容積、血小板数、プロカルシトニンが有意に高かっ

た。磁界ばく露レベルが最も高かった技術者では、他の群と比較して、IL-6、

IL-1βの平均血清レベル、ならびに幾つかの血液学的パラメータ（白血球

数、赤血球数、リンパ球%、ヘマトクリット）が高く、線形の関連が認めら

れた。ELF 電磁界への長期ばく露は、炎症誘発性サイトカイン産生を刺激

し、幾つかの血液学的パラメータを高めることで、恐らく免疫応答に影響

する、と著者らは結論付けている。 

 

№ 15 

和文 

タイトル 

OF1 マウスにおいて選択された血液凝固変数に対する超低周波磁界（15 µT）

への長期ばく露の影響 

英文 

タイトル 

Effects of long-term exposure to an extremely low frequency magnetic 

field (15 µT) on selected blood coagulation variables in OF1 mice. 

著者 Vallejo D, Hidalgo MA, Hernández JM 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Electromagn Biol Med 2019; 38 (4): 279-286 
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国名 スペイン 

DOI 10.1080/15368378.2019.1641719 PubMed ID 31303067 

概要 50 Hz、15µT（二乗平均値）の超低周波（ELF）磁界への OF1 マウスの長期

ばく露は、白血病の発生と関連付けられている。新生物（腫瘍）は通常、

止血プロセスにおける変化を伴うが、ELF 磁界ばく露後の血液凝固におけ

る変化についての報告は乏しい。この研究は、全体的または局所的な凝固

変数が、ELF 磁界への長期ばく露後に変化するかどうかを調べた。親世代

の 6週齢の OF1 マウスを人工的な ELF 磁界に 14週間ばく露後につがわせ、

その子世代を 31-35 週齢まで同じ ELF 磁界にばく露した。対照群は地磁気

のみにばく露した。子世代のマウスから麻酔下で心臓穿刺により全血サン

プルを採取した。白血球細胞を計数し、活性化部分トロンボプラスチン時

間（APTT）及びプロトロンビン時間（PT）を判定し、血漿フィブリノゲン、

レプチラーゼ時間（RT）、第 VIII 因子活性を調べた。この研究の対照群に

ついての結果と、先行研究でヒト血液について記録された結果との類似性

から、OF1 マウスは適切なモデルであることがわかった。凝固変数におけ

る違いは主に性別によるものとされた。但し、雌マウスでは、ELF 磁界ば

く露に関連した PT の非常に有意な短縮が認められた。また、ばく露は雌マ

ウスでの APTT 及び RTの有意な上昇も生じた、と著者らは報告している。 

 

№ 16 

和文 

タイトル 

出芽酵母の経時的老化及び細胞安定性に対する正弦波及びパルス化磁界ば

く露の影響 

英文 

タイトル 

Effect of sinusoidal and pulsed magnetic field exposure on the 

chronological aging and cellular stability of S. cerevisiae. 

著者 Mercado-Sáenz S, Burgos-Molina AM, López-Díaz B, Sendra-Portero F, 

Ruiz-Gómez MJ 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Int J Radiat Biol 2019; 95 (11): 1588-1596 

国名 スペイン 

DOI 10.1080/09553002.2019.1643050 PubMed ID 31294655 

概要 この研究は、出芽酵母の経時的老化及び細胞安定性に対する低周波及び低

強度の正弦波磁界及びパルス化磁界の影響を調べた。出芽酵母の野生株
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（WS8105-1C）を正弦波磁界（2.45 mT、50 Hz、連続波）及パルス化磁界（1.5 

mT、25 Hz、8 時間／日）にばく露し、経時的老化を 40 日間評価した。ク

ローン原生アッセイ及び滴下試験で生存率を評価した。自発的突然変異数

及び呼吸能力指数（IRC）で細胞安定性を調べた。その結果、パルス化磁界

ばく露群では細胞の経時的老化の加速が認められたが、正弦波磁界ばく露

群では認められなかった。パルス化磁界ばく露群ではミトコンドリアの自

発的突然変異の発生頻度の減少が認められたが、正弦波及びパルス化磁界

ばく露群のいずれにも IRC の変化は認められなかった、と著者らは報告し

ている。 

 

№ 17 

和文 

タイトル 

血清 IL-1β及び IL-23 ならびに BLIMP-1、XBP-1 及び IRF-4 の発現に対す

る 50 Hz 磁界の影響 

英文 

タイトル 

Effect of 50-Hz Magnetic Fields on Serum IL-1β and IL-23 and 

Expression of BLIMP-1, XBP-1, and IRF-4. 

著者 Molaei S, Alahgholi-Hajibehzad M, Gholamian-Hamadan M, Zaerieghane Z, 

Zamani A 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Inflammation 2019; 42 (5): 1800-1807 

国名 イラン 

DOI 10.1007/s10753-019-01042-w PubMed ID 31286334 

概要 磁界はサイトカイン産生及び一部の免疫系の遺伝子発現を変化させること

が示されていることから、この研究は、免疫系の予防接種の前後での 2 つ

の重要な炎症性サイトカイン（インターロイキン（IL）-1β及び IL-23）

を調べた。また、体液性免疫における 3 つの重要な遺伝子（B リンパ球誘

導成熟タンパク質 1（BLIMP-1）、Xボックス結合タンパク質 1（XBP-1）、イ

ンターフェロン調節因子 4（IRF-4））の発現を予防接種後に評価した。雄

の成獣ラット 8 匹を 4 つのばく露群（1、100、500、2000 μT、50 Hz、2

時間／日、2か月間）及び対照群に割付けた。ばく露の 31、44、58 日目に

ラットにヒト血清アルブミン（100 μg／匹）を注射した。サイトカインの

血清レベルを酵素結合免疫吸着法（ELISA）で測定し、遺伝子発現を逆転写

酵素定量的ポリメラーゼ連鎖反応法（RT-qPCR）で評価した。その結果、1
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及び100 μTばく露群では、予防接種前のIL-1βの血清レベルが減少した。

対照的に、100 μT ばく露群では、予防接種後の IL-23 の血清レベルが増

加した。予防接種後と比較した場合、予防接種前では、いずれの群でも IL-1

β及び IL-23 の血清レベルに変化は認められなかった。更に、100 μT ば

く露群では、BLIMP-1、XBP-1 及び IRF-4 の発現が下方制御された、と著者

らは報告している。 

 

№ 18 

和文 

タイトル 

高圧架空電力線から住宅までの距離とアルツハイマー性認知症及びパーキ

ンソン病のリスク：北イタリアの都市部での人口集団ベースの症例対照研

究 

英文 

タイトル 

Residential distance from high-voltage overhead power lines and risk 

of Alzheimer's dementia and Parkinson's disease: a population-based 

case-control study in a metropolitan area of Northern Italy. 

著者 Gervasi F, Murtas R, Decarli A, Russo AG 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Int J Epidemiol 2019; 48 (6): 1949-1957 

国名 イタリア 

DOI 10.1093/ije/dyz139 PubMed ID 31280302 

概要 この研究は、架空電力線から生じる超低周波（ELF）磁界と、アルツハイマ

ー性認知症及びパーキンソン病のリスクとの関連について、ミラノ都市部

の住民を対象に 2011-2016 年に実施した症例対照研究である。性別、出生

年、住居の自治体（症例対照比は 1:4）でマッチングした症例及び対照に

ついて、潜在的交絡因子としての社会経済的欠乏及び幹線道路からの距離

を調整した条件付きロジスティック回帰モデルを用いて統計的分析を実施

した。その結果、ばく露源からの距離が 600 m 以遠の住民と比較した、50 m

未満の住民についてのオッズ比（OR）は、アルツハイマー性認知症につい

て 1.11（95%信頼区間（CI）= 0.95-1.30）、パーキンソン病について 1.09

（95% CI = 0.92-1.30）と、統計的に有意ではなかった。先行研究の結果

との一貫性が低いことから、研究デザインを更に洗練させることが重要で

ある、と著者らは結論付けている。 
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№ 19 

和文 

タイトル 

電力設備近傍での低周波電界及び磁界の評価のための複雑な数値的手法 

英文 

タイトル 

Mixed Numerical Methodology for Evaluation of Low-Frequency Electric 

and Magnetic Fields Near Power Facilities. 

著者 Diamantis A, Kladas AG 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

IEEE Trans Magn 2019; 55 (6): 7000704 

国名 ギリシャ 

DOI 10.1109/TMAG.2019.2910128 PubMed ID -- 

概要 この論文は、電力設備近傍での電界及び磁界の計算のための、複雑な有限

要素・分析的解析・等価表面インピーダンス法を開発した。この手法は、

サグ、地表面の凹凸、送電鉄塔等の金属製構成要素の近接効果を効果的に

考慮することを可能にするものである。この手法の応用例で、単回路 400 kV

送電線の下では、地上高 1.5 m での最大電界強度が線の中心から 10 m で発

生し、地上に立つ人体に誘導される最大電流密度は足首に生じることを示

している。この計算値は、国際規格での一般公衆のばく露に対する許容値

である 5 kV/m 及び 2 mA/m^2 の半分程度である、と著者らは述べている。 

 

№ 20 

和文 

タイトル 

妊娠中の電磁界への居住環境ばく露と小児がんのリスク：縦断的コホート

研究 

英文 

タイトル 

Residential exposure to electromagnetic fields during pregnancy and 

risk of child cancer: A longitudinal cohort study. 

著者 Auger N, Bilodeau-Bertrand M, Marcoux S, Kosatsky T 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Environ Res 2019; 176: 108524 

国名 カナダ 

DOI 10.1016/j.envres.2019.108524 PubMed ID 31226625 

概要 この研究は、カナダのケベック州で2006-2016年に生まれた新生児784,944

人のがんを生後 10 年間にわたって追跡した後ろ向きコホートにおいて、妊
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娠中の電磁界ばく露が小児がんのリスクを高めるかどうかを調べた。ばく

露の尺度は、住居から最も近い高圧変電所及び送電線までの距離とした。

小児がんの発生率を判定し、母親及び出生時の特徴で調整した Cox 比例ハ

ザード回帰モデルでハザード比及び 95%信頼区間（CI）を推定した。その

結果、追跡した 4,647,472 人‐年において、がん症例 1114 件が認められた。

変電所への住居の近接度は、若干高いがんリスクと関連していたが、送電

線との関連はなかった。［住居から］変電所までの距離が 200 m と比較した、

80 m でのハザード比は、何らかのがんについて 1.08（95% CI = 0.98-1.20）、

造血系がんについて 1.04（95% CI = 0.88-1.23）、固形がんについて 1.11

（95% CI = 0.99-1.25）であった。住居から変電所までの近接度は、小児

がんについて［あるかないかの］境界線上のリスクと関連していたが、送

電線との関連がないことは、因果関係がないことを示唆している、と著者

らは結論付けている。 

 

№ 21 

和文 

タイトル 

筋骨格障害の有病率及び酸化ストレスの役割に対する超低周波電磁界の影

響 

英文 

タイトル 

The Effect of Extremely Low-Frequency Electromagnetic Fields on the 

Prevalence of Musculoskeletal Disorders and the Role of Oxidative 

Stress. 

著者 Hosseinabadi MB, Khanjani N 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Bioelectromagnetics 2019; 40 (5): 354-360 

国名 イラン 

DOI 10.1002/bem.22198 PubMed ID 31215062 

概要 この研究は、筋骨格障害（MSD）の有病率に対する超低周波（ELF）電磁界

への慢性的なばく露の直接的及び間接的な影響を調べた。発電所労働者

152 人が横断的研究に参加した。IEEE C95.3.1 規格に基づいてばく露レベ

ルを測定した。被験者の血清中のスーパーオキシドジスムターゼ（SOD）、

カタラーゼ（Cat）、グルタチオンペルオキシダーゼ（GPx）、総抗酸化能（TAC）

及びマロンジアルデヒド（MDA）（独立変数）を測定した。北欧筋骨格アン

ケートを用いて MSD を評価した（独立変数）。その結果、電界及び磁界ばく
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露の平均値はそれぞれ 4.09 V/m（標準偏差（SD）= 4.08）及び 16.27 µT 

（SD = 22.99）であった。SOD、Cat、GPx、MDA レベルの上昇は、MSD と直

接的に有意に関連していた。ロジスティック回帰モデルでは、SOD（オッズ

比（OR）= 0.952、P = 0.026）、GPx（OR = 0.991、P = 0.048）及び MDA

（OR = 0.741、P = 0.021）が MSD の有意な予測因子であった。ELF 電磁界

は MSD とは直接関連していなかったが、酸化ストレスのレベル上昇は MSD

を生じるかも知れない、と著者らは結論付けている。 

 

№ 22 

和文 

タイトル 

神経膠芽腫細胞における ELF ばく露の際の原形質膜介在性 ROS 産生の証拠 

英文 

タイトル 

Evidences of plasma membrane-mediated ROS generation upon ELF exposure 

in neuroblastoma cells supported by a computational multiscale 

approach. 

著者 Merla C, Liberti M, Consales C, Denzi A, Apollonio F, Marino C, Benassi 

B 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Biochim Biophys Acta Biomembr 2019; 1861 (8): 1446-1457 

国名 イタリア 

DOI 10.1016/j.bbamem.2019.06.005 PubMed ID 31199897 

概要 この研究は、超低周波（ELF）電磁界によって SH-SY5Y ヒト神経膠芽腫細胞

に生じるかも知れない酸化ストレスの主な発生源を同定するため、SH-SY5Y

細胞の形態学的モデリングを考慮した計算マルチスケールアプローチを用

いて、細胞レベルでの誘導電界及び電流密度を推定した。また、50 Hz、1 mT

の磁界ばく露の 24 時間前にジフェニレンヨードニウム（DPI：細胞膜酵素

NADPH オキシダーゼ Nox の阻害剤）で処理した神経膠芽腫細胞で実験的検

証を実施した。その結果、巨視的及び微視的ドシメトリ評価では、細胞膜

／細胞外培地インターフェイスに電流密度上昇が生じることが示唆され、

細胞膜が ELF 磁界と神経膠芽腫細胞との相互作用の主な部位として同定さ

れた。イン・ビトロでの結果は、ELF ばく露による活性酸素種の産生を DPI

処理が元に戻すことから、ELF による酸化還元の不均衡において細胞膜 Nox

が重要な役割を担っているという実験的証明が得られた、と著者らは報告
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している。 

 

№ 23 

和文 

タイトル 

イン・ビトロ研究における超低周波及び無線周波電磁界のばく露時間に対

する細胞生存能力の有意な依存性 

英文 

タイトル 

Significant Cellular Viability Dependence on Time Exposition at 

ELF-EMF and RF-EMF In Vitro Studies. 

著者 García-Minguillán López O, Jiménez Valbuena A, Maestú Unturbe C 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Int J Environ Res Public Health 2019; 16 (12): e2085 

 

国名 スペイン 

DOI 10.3390/ijerph16122085 PubMed ID 31200435 

概要 この研究は、100 µT の超低周波（ELF）磁界ばく露による神経膠芽腫細胞

での影響、ならびに 2.54 GHz の無線周波（RF）電磁界ばく露による線維芽

細胞での影響を、イン・ビトロで調べた。その結果、2.54 GHz の RF にば

く露した線維芽細胞の生存能力には有意な時間依存性が示され、ELF 磁界

にばく露した神経膠芽腫細胞の生存能力には時間に依存しない影響が示さ

れた、と著者らは報告している。 

 

№ 24 

和文 

タイトル 

超低周波電界による形態変化 

英文 

タイトル 

Morphological Changes Induced By Extremely Low-Frequency Electric 

Fields. 

著者 Imani M, Kazemi S, Saviz M, Farahmand L, Sadeghi B, Faraji-Dana R 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Bioelectromagnetics 2019; 40 (6): 375-390 

国名 イラン 

DOI 10.1002/bem.22195 PubMed ID 31157927 

概要 この研究は、鳥類の赤血球に対する電界の形態学的影響を調べた。形態変

化には円形化と細胞質透明性を含めた。その結果、影響は非熱的であるこ
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とが示された。慎重な画像撮影及び画像分析を実施し、影響の程度が周波

数依存的であり、また温度が高いほど変換率が高いことが示された。更に、

この形態変化の根底にある作用機序をより理解するため、分化仮説を調べ、

ヘモグロビンの蛍光顕微鏡分析を含む鳥類の赤血球の検査、及びヒト臍帯

血、間葉系幹細胞、骨髄間葉系幹細胞の検査、特定のマーカーの発現及び

カルシウム染色に対するフローサイトメトリ分析を含めて実施した。 

 

№ 25 

和文 

タイトル 

小児の B 細胞性［骨髄由来細胞性］急性リンパ芽球性白血病における ELF

磁界の役割を研究するための新規の ETV6-RUNX1 マウスモデル：予備的研究 

英文 

タイトル 

Novel ETV6-RUNX1 Mouse Model to Study the Role of ELF-MF in Childhood 

B-Acute Lymphoblastic Leukemia: a Pilot Study. 

著者 Campos-Sanchez E, Vicente-Dueñas C, Rodríguez-Hernández G, Capstick 

M, Kuster N, Dasenbrock C, Sánchez-García I, Cobaleda C 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Bioelectromagnetics 2019; 40 (5): 343-353 

国名 スペイン 

DOI 10.1002/bem.22193 PubMed ID 31157932 

概要 超低周波（ELF）磁界へのばく露は、小児白血病に関する限定的な科学的証

拠に基づき、国際がん研究機関（IARC）によって「ヒトに対して発がん性

があるかも知れない（グループ 2B）」に分類されている。IARC の評価では、

この疾病の適切な動物モデルがないことが強調されている。小児の B細胞

性［骨髄由来細胞性］急性リンパ芽球性白血病（B-ALL）は、遺伝的感受性

と外的因子へのばく露との複雑な相互作用の結果である。最も一般的な染

色体変化は ETV6-RUNX1 融合遺伝子で、これは前白血病性クローンを生じさ

せることで悪性腫瘍の低い発症リスクを与えるが、本格的な発病には二次

的ヒットを必要とする。潜在的な予防的介入の策定には、二次的ヒットの

環境的トリガを同定する必要がある。この研究の著者らは最近、ヒトの

ETV6-RUNX1+ 前白血病状態の B-ALL マウスモデルを作成した。この論文は、

ARIMMORA ［ Advanced Research on Interaction Mechanisms of 

electroMagnetic exposures with Organisms for Risk Assessment、電磁

界ばく露のリスク評価のための生物との相互作用機序についての先進的研
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究。欧州委員会の第 7次枠組計画（FP7）の下で 2011 年 10 月に開始された］

プロジェクトの予備的結果を示すものである。Sca1-ETV6-RUNX1 マウス 34

匹（vs. 非ばく露群 27匹）を 1.5 mT の 50 Hz 磁界（基本波と高調波）に

10 分間オン／5分間オフで 20 時間／日、受胎から 3月齢までばく露した。

マウスを 2 歳までモニタし、フローサイトメトリで末梢血を定期的に分析

した。その結果、ばく露群では 1匹が B-ALL を発症したが、非ばく露群で

は 1 匹も発症しなかった。この予備的実験では用いたマウスが少なかった

ため、結果は統計的に有意ではないものの、全体としては、新たに作成し

た Sca1-ETV6-RUNX1 マウスは小児の B-ALL の病因についての ELF 磁界ばく

露研究に用いることができることが示された、と著者らは結論付けている。 

 

№ 26 

和文 

タイトル 

居住地の移動性による未調整の交絡に対する小児白血病について報告され

ている電磁界の影響の感度：CAPS［カリフォルニア州電力線研究］のデー

タを用いたハイブリッドシミュレーション研究及び経験的分析 

英文 

タイトル 

The sensitivity of reported effects of EMF on childhood leukemia to 

uncontrolled confounding by residential mobility: a hybrid simulation 

study and an empirical analysis using CAPS data. 

著者 Amoon AT, Arah OA, Kheifets L 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Cancer Causes Control 2019; 30 (8): 901-908 

国名 米国 

DOI 10.1007/s10552-019-01189-9 PubMed ID 31144088 

概要 電磁界を含む環境因子へのばく露と小児白血病との関連についての研究で

は、居住地の移動性［転居頻度の意］が潜在的な交絡因子の一つとみなさ

れている。この研究は、先行研究に基づく合成データセットを用いたハイ

ブリッドシミュレーション研究を実施し、これを用いて、移動性による未

調整の交絡因子の様々なシナリオに対する電磁界と小児白血病との関連の

感度を、小児白血病の感染症病因論についての 2つの主要な仮説の下で評

価した。その後、この知見を用いて感度解析を実施し、カリフォルニア州

電力線研究（CAPS）のデータセットにおいて測定されていない移動性によ

る潜在的バイアスを経験的に相殺した。その結果、予想された通り、移動
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性とばく露及びアウトカム［小児白血病］との間に想定された関連が強い

ほど、潜在的バイアスは強かった。但し、先行研究で観察された［磁界ば

く露と小児白血病との間の］関連性を完全に説明できるほどに十分に強い

バイアスを生じたシナリオはなかった。住居の移動性による未調整の交絡

は、小児白血病に対する電磁界ばく露の推定上の影響に対して何らかのイ

ンパクトを有するが、先行研究で観察されている概ね一貫するが未だ説明

されていない関連性についての主たる説明にはなりそうにない、と著者ら

は結論付けている。 

 

№ 27 

和文 

タイトル 

低周波磁界ばく露評価における単純化した均一身体モデルを用いたドシメ

トリ問題 

英文 

タイトル 

Dosimetric issues with simplified homogeneous body models in low 

frequency magnetic field exposure assessment. 

著者 Schmid G, Hirtl R, Samaras T 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

J Radiol Prot 2019; 39 (3): 794-808 

国名 オーストリア 

DOI 10.1088/1361-6498/ab25be PubMed ID 31146271 

概要 溶接機器の通電導体の近傍での磁界ばく露の評価のための製品規格 IEC 

62822-3 では、身体の異なる部位の代表として導電率が均一な回転円盤モ

デルを用いた単純な手順が提案されている。同規格では、そのような単純

化モデルに基づき、最悪ケースの結合係数 CCEi(I)、即ち単線及び二重線

配置までの間隔 d が異なる身体の部位に対する、電流と周波数で正規化し

た最大誘導電界強度、ならびに長方形のループ型電流経路が示されている。

この研究は、頭部／前腕部の詳細な解剖学的モデルを用いた数値計算によ

り取得した CCEi(I)の値を、前腕部までの間隔がそれぞれ d = 30、50、100 

mm の単線の通電導体について、IEC 62822-3 でこれに相当する数値と比較

した。その結果、同規格で示されている CCEi(I)は、実際のばく露を大幅

に過小評価しているかも知れないことが明確にされた。組織導電率の平均

値を用いた場合、観察された過小評価の範囲は最大で 8.9 dB（係数 2.79）

で、組織導電率の最悪ケースの組合せでは更に高いかも知れない。この大
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幅な過小評価の理由は、幾何学形状の過剰な単純化、即ち円盤は現実的な

頭部／前腕部の幾何学形状における誘導領域の解剖学的構造を反映してい

ないこと、ならびに、均一な円盤モデルには異なる組織間の導電率のコン

トラストがないことである。このため、IEC 62822-3 で示唆されている単

純化された円盤モデルを用いたアプローチで取得した、ばく露評価の結果

と溶接機器の構成部分への最小間隔は、慎重に検討すべきである、と著者

らは結論付けている。 

 

№ 28 

和文 

タイトル 

文化的素因、特定の感情的感覚、便益‐リスク認知：高圧電力線の設置に

ついての地域の政策エリートの認知上の有用性を説明する  

英文 

タイトル 

Cultural predispositions, specific affective feelings, and benefit–

risk perceptions: explicating local policy elites’ perceived utility 

of high voltage power line installations. 

著者 Moyer RM, Song G 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

J Risk Res 2019; 22 (4): 416-431 

国名 米国 

DOI 10.1080/13669877.2017.1391317 PubMed ID -- 

概要 米国における国家エネルギー網の優先的拡張に関する政策論争から、高圧

電力線（HVPL）の設置に関する便益とリスクについての政策エリート間の

認知のばらつきに関心が高まっている。この論文は、特定の感情ならびに

個人の本質的価値観及び信条が、HVPL の便益とリスクについての個人レベ

ルの認知にどのように影響力を及ぼすかを、米国アーカンソー州の匿名の

地域リーダー及び重要な政策立案者 420 人が回答した最近のデータに基づ

いて体系的に調査した。先行研究に基づき、文化的に偏った価値素因、特

定の感情的次元、HVPL のリスクと便益についての様々な側面に関する認

知、の三者関係を特に強調した。因果的仲介分析の実施を通じて、政策エ

リートにおける HVPL の設置に関する認知上の便益とリスクに対する文化

的価値素因（即ち、平等主義、個人主義、階層主義及び致命主義）の影響

には、非常に異なる方法で特定の感覚（即ち、不安、怒り、幸福、興奮）

が部分的に介在することが示された、と著者らは結論付けている。 
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№ 29 

和文 

タイトル 

イオンサイクロトロン共鳴：生体系に対する地磁気の戦略か？  

英文 

タイトル 

ION cyclotron resonance: Geomagnetic strategy for living systems? 

著者 Liboff AR 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Electromagn Biol Med 2019; 38 (2): 143-148 

国名 米国 

DOI 10.1080/15368378.2019.1608234 PubMed ID 31032646 

概要 この論文は、地磁気の生物学的影響の作用機序としてのイオンサイクロト

ロン共鳴（ICR）について論じている。 交流磁界の適用に対する広く報告

されている ICR 反応を補完するため、著者らは、細胞内での弱い内因性の

ICR 電界振動の存在を仮定している。これは、印加した AC磁界が存在しな

い場合でさえも、生体系が内在的な地磁気依存性の ICR 細胞内相互作用を

呈することをほのめかしている。報告されている多くの ICR 作用は拮抗薬

のペアのようであり、このことは、地磁気の特徴はゲノムに組み込まれて

いるだけでなく、内分泌系の機能にもみられるようである、と著者らは述

べている。 

 

№ 30 

和文 

タイトル 

パルス化電磁界にばく露したマウスにおける血液学的及び造血パラメータ

の変化 

英文 

タイトル 

Alterations of Hematologic and Hematopoietic Parameters in Mice 

Exposed to Pulsed Electromagnetic Field. 

著者 Li K, Teng Z, Liu Z, Zhang Y, Long K, Liao Q, Ni A, Ding G, Ma S 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

J Immunol Res 2019; 2019: 3628956 

国名 中国 

DOI 10.1155/2019/3628956 PubMed ID 31019981 
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概要 この研究は、パルス化電磁界へのばく露によって生じるかも知れない、マ

ウスの血液学的及び造血パラメータへの影響を調べた。雄の BALB/c マウス

を、100、1000、10000 パルスにばく露または擬似ばく露した後、血液サン

プル及び骨髄細胞を採取し、血液学的検査、骨髄有核細胞のカウント、顆

粒球マクロファージコロニー形成単位（CFU-GM）コロニーアッセイ、血清

の顆粒球マクロファージコロニー刺激因子（GM-CSF）アッセイを実施した。

その結果、対照群と比較して、100 及び 1000 パルスばく露群では、白血球

細胞及びリンパ球が有意に増加したが、10000 パルスばく露群では変化は

認められなかった。いずれのばく露群でも、赤血球細胞、ヘモグロビン、

血小板に変化は認められなかった。対照群とばく露群で、パルスばく露の

7日後の骨髄有核細胞の数に有意差はなかった。骨髄細胞の CFU-GM クロー

ンの数、及び血清の GM-CSF のレベルは、100 及び 1000 パルスばく露群で

は有意に増加したが、10000 パルスばく露群では変化はなかった、と著者

らは報告している。 

 

№ 31 

和文 

タイトル 

ラットの脾臓及び胸腺における c-Maf、STAT6 及び RORαの発現に対する超

低周波電磁界の影響 

英文 

タイトル 

The effects of extremely low-frequency electromagnetic fields on 

c-Maf, STAT6, and RORα expressions in spleen and thymus of rat. 

著者 Mahaki H, Jabarivasal N, Sardarian K, Zamani A 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Electromagn Biol Med 2019; 38 (2): 177-183 

国名 イラン 

DOI 10.1080/15368378.2019.1608832 PubMed ID 31017814 

概要 この研究は、ラットの脾臓及び胸腺における転写因子 Maf（c-Maf）、シグ

ナル伝達性転写因子 6（STAT6）、及びレチノイド関連オーファン受容体ア

ルファ（RORα）の遺伝子発現に対する、異なる磁束密度の超低周波（ELF）

磁界ばく露の影響を調べた。成獣の雄ラット 80 匹を 4つのばく露群に割付

け、磁束密度が 1、100、500、2000 µT の 50 Hz 磁界に 2 時間／日、最長

60 日間ばく露した。ばく露の 31、44、58 日目に、全てのラットに対して

腹腔内免疫を実施した。その結果、胸腺における c-Maf、STAT6 及び RORα
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の発現レベルには、磁束密度の違いによる有意差は認められなかった。脾

臓での RORα及び c-Maf の発現レベルは 1及び 100 µT で有意に下方制御さ

れたが、STAT6 の発現レベルは 100 µT のみで有意に低下した、と著者らは

報告している。 

 

№ 32 

和文 

タイトル 

超低周波電磁界への母親の近接度と先天性欠損のリスク 

英文 

タイトル 

Maternal proximity to extremely low frequency electromagnetic fields 

and risk of birth defects. 

著者 Auger N, Arbour L, Luo W, Lee GE, Bilodeau-Bertrand M, Kosatsky T 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Eur J Epidemiol 2019; 34 (7): 689-697 

国名 カナダ 

DOI 10.1007/s10654-019-00518-1 PubMed ID 30977029 

概要 この研究は、電力網からの超低周波（ELF）電磁界への住居の近接度と、先

天性欠損のリスクとの関連を調べた。カナダのケベック州で 1989-2016 年

に生まれた新生児についての人口集団ベースのサンプル 2,164,246 人を分

析した。母親の出産時の住居の郵便番号をジオコード化し、最寄りの高圧

送電線または変電所からの距離を計算した。対数二項回帰を用いて、住居

の近接度と先天性欠損との関連についてのリスク比（RR）及び 95%信頼区

間（CI）を推定した。その際、母親及び新生児の特徴について調整した。

その結果、送電線から 200 m 以内での先天性欠損の有病率（出生 10万人あ

たり 579.4 人）は、200 m 以遠（出生 10万人あたり 568.7 人）よりも僅か

に高かった。変電所についても同様の傾向が認められた。200 m の場合と

比較して、50 m の距離では送電線（RR = 1.00、95% CI = 1.00-1.01）及

び変電所（RR = 1.01、95% CI = 1.00-1.03）への近接度と先天性欠損のリ

スクとの関連はなかった。異なる臓器系における先天性欠損を調べたとこ

ろ、一貫した関連はなかった。電力網からの ELF 電磁界への住居の近接度

が先天性欠損のリスクを高めるという有力な証拠は認められなかった、と

著者らは結論付けている。 
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№ 33 

和文 

タイトル 

50 Hz 磁界ばく露によるヒト神経芽腫細胞での MAPK［分裂促進因子活性化

タンパク質キナーゼ］シグナル伝達の活性化における EGF［上皮成長因子］

受容体の関与 

英文 

タイトル 

Involvement of the EGF Receptor in MAPK Signaling Activation by a 50 

Hz Magnetic Field in Human Neuroblastoma Cells. 

著者 Martínez MA, Úbeda A, Trillo MÀ 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Cell Physiol Biochem 2019; 52 (4): 893-907 

国名 スペイン 

DOI 10.33594/000000062 PubMed ID 30964607 

概要 先行研究で、50 Hz、100 μT の磁界への 63 時間の間欠ばく露が、ヒト神

経芽腫細胞株 NB69 に MAPK［分裂促進因子活性化タンパク質キナーゼ］経

路ERK1/2及びp38の活性化が介在する増殖応答を生じることが示されてい

ることから、この研究は、磁界による細胞増殖及び MAPK 経路の活性化にお

ける上皮成長因子受容体（EGFR）の潜在的関与を調べた。NB69 培養細胞を

5-30 分間隔で 63 時間、磁界ばく露または疑似ばく露した。細胞増殖及び

MAPK-ERK1/2、-p38 及び-JNK の活性化を、EGFR チロシンキナーゼの効果的

な阻害薬の一つであるエルロチニブの有無の下で分析した。磁界の有無の

下での p-EGFR 及び MMP-9 の発現も調べた。実験条件につき 3-4 つのサンプ

ルを用いて、それぞれの実験を 3-7 回反復した。各回の反復終了時、サン

プルを免疫蛍光法及びウェスタンブロット法で短時間（5-30 分）分析し、

トリパンブルーで色素を除外して成長反応を評価した（インターバルは 63

時間）。その結果、磁界ばく露が細胞増殖ならびに ERK1/2、p38 及び JNK

の活性化を生じることが確認された。また、これらの影響はエルロチニブ

によって阻害されることが示された。これらのデータから、磁界ばく露は

疑似ばく露と比較して、ばく露開始からそれぞれ 15 分及び 5分で、p-EGFR

及び MMP-9 の発現の早期及び一過性の増加を生じることが示された。先行

研究の結果とあわせて考えると、弱い電力周波数磁界への 63 時間のばく露

によって NB69 に生じる増殖応答には、MMP-9 が関与する EGFR の早期及び

一過性の活性化が介在していることが示唆される、と著者らは結論付けて

いる。 
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№ 34  

和文 

タイトル 

屋内での子どもの ELF 磁界ばく露の分析における機械学習の利用 

英文 

タイトル 

Use of Machine Learning in the Analysis of Indoor ELF MF Exposure in 

Children. 

著者 Tognola G, Bonato M, Chiaramello E, Fiocchi S, Magne I, Souques M, 

Parazzini M, Ravazzani P 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Int J Environ Res Public Health 2019; 16 (7): e1230 

国名 イタリア 

DOI 10.3390/ijerph16071230 PubMed ID 30959870 

概要 超低周波（ELF）磁界へのばく露と小児白血病との間に相関があるかも知れ

ないことから、子どものばく露の特徴付けは重要な論点である。この研究

は、フランスにおける子ども 977 人の個人ばく露測定値に対し、クラスタ

ー分析（機械学習アプローチの一つ）を適用し、実生活における ELF ばく

露シナリオを特徴付けた。子どもの住居または学校の近くの電力網を、ば

く露シナリオを特徴付ける環境要因とみなした。225 kV/400 kV 架空線か

ら 120-200 m に住む高ばく露群の子ども、63 kV/150 kV 架空線から 70-100 

m に住む中‐高ばく露群の子ども、400 V/20 kV 変電所及び地中線から 40 m

に住む中‐低ばく露群の子ども、近傍の最小数の電力網からの低ばく露群

の子ども、の各クラスターを同定した。その結果、住居から 20 m 以内の

63-225 kV 地中線、及び 40 m 以内の 400 V/20 kV 架空線は、ばく露のクラ

スターの差別化に果たす役割は限定的であった。クラスター分析では、ば

く露シナリオを最も良く特徴付ける変数を見出すための実行可能なアプロ

ーチであり、より良い疫学研究のために潜在的に有益かも知れない、と著

者らは結論付けている。但し、この研究では屋内のばく露発生源のインパ

クトは評価しておらず、今後の研究でこれを扱うことが望ましい、として

いる。 

 

№ 35 

和文 マウスの概日リズム制御に対する 50 Hz 磁界の影響 
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タイトル 

英文 

タイトル 

Effects of 50 Hz magnetic fields on circadian rhythm control in mice. 

著者 Lundberg L, Sienkiewicz Z, Anthony DC, Broom KA 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Bioelectromagnetics 2019; 40 (4): 250-259 

国名 英国 

DOI 10.1002/bem.22188 PubMed ID 30945762 

概要 この研究は、電力周波数磁界が概日リズムの制御に影響し得るかどうかを

調べるため、8-12 週齢の雄の C57BL/6J マウスを、暗周期が始まる 2 時間

前から 30分間、ヘルムホルツコイル内で 580 μT の 50 Hz 磁界、及び／ま

たは 700 ルクスの青色 LED 光にばく露した。その結果、非ばく露対照群と

比較して、青色光への急性の副腎反応が、副腎 per1 遺伝子発現の増加、血

清コルチコステロン濃度の上昇、睡眠に費やす時間の増加、運動活動の減

少として認められた（いずれも P < 0.0001）。青色光に対する反応の磁界

による変調作用はありそうになく、運動活動（P > 0.03）を除いて磁界単

独の影響もなかった（いずれも P > 0.05）。副腎、肝臓及び海馬における

クリプトクロム cry1 及び cry2 の遺伝子発現も、ばく露に影響されなかっ

た（いずれも P > 0.05）、と著者らは報告している。 

 

№ 36 

和文 

タイトル 

マウスの海馬損傷に対する電磁界及びコエンザイム Q10 の神経保護作用の

評価 

英文 

タイトル 

Evaluation of the neuroprotective effects of electromagnetic fields 

and coenzyme Q10 on hippocampal injury in mouse. 

著者 Soleimani M, Golab F, Alizadeh A, Rigi S, Samani ZN, Vahabzadeh G, 

Peirovi T, Sarbishegi M, Katebi M, Azedi F 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

J Cell Physiol 2019; 234 (10): 18720-18730 

国名 イラン 

DOI 10.1002/jcp.28512 PubMed ID 30932191 
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概要 電磁界はフリーラジカル産生に関与する化学反応に干渉することが報告さ

れている。コエンザイム Q10（CoQ10）［ミトコンドリアにおけるエネルギ

ー産生を助ける栄養素］は神経保護活性を有する強力な抗酸化物質である。

この研究は、海馬損傷のマウスモデルにおいて電磁界と CoQ10 の神経防護

作用を調査・比較した。成熟した雌マウス（25-30 g）に水酸化トリメチル

スズ（TMT、2.5 mg/kg）を腹腔内注射し、海馬損傷を誘発させた後、磁界

ばく露（5.9 mT の 50 Hz 磁界に 7 時間／日、1 週間）及び／または CoQ10

投与（10 mg/kg、2 週間投与）した。モリス水迷路試験で学習及び空間記

憶を評価した。ニッスル染色及び TUNEL アッセイを用いて、海馬の組織病

理学的分類も実施した。ウェスタンブロット技法で抗アポトーシス遺伝子

を調べた。その結果、水迷路試験では、CoQ10 投与、及び CoQ10 投与と磁

界ばく露の併用後、記憶の改善が認められた。ニッスル染色及び TUNEL ア

ッセイでは、CoQ10 投与、及び CoQ10 投与と磁界ばく露の併用後、ネクロ

ーシス［壊死］細胞及びアポトーシス細胞の数が減少した。ウェスタンブ

ロットでは、CoQ10 投与、及び CoQ10 投与と磁界ばく露の併用による抗ア

ポトーシス遺伝子の上方制御が認められた。磁界ばく露には TMT で誘発さ

せた海馬損傷の低減に対する有意な影響はなかった。これらの結果から、

磁界には CoQ10 と比較してマウスの海馬に対する有意な神経保護作用はな

いが、磁界と CoQ10 の併用は、CoQ10 の神経保護作用を高め得ることが示

された、と著者らは結論付けている。 

 

№ 37 

和文 

タイトル 

50 Hz 磁界によって生じるスフィンゴシンキナーゼ 1 シグナル伝達経路の

活性化におけるカルシウムの関与 

英文 

タイトル 

Involvement of calcium in 50-Hz magnetic field-induced activation of 

sphingosine kinase 1 signaling pathway. 

著者 Yang X, Ye A, Chen L, Xia Y, Jiang W, Sun W 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Bioelectromagnetics 2019; 40 (3): 180-187 

国名 中国 

DOI 10.1002/bem.22181 PubMed ID 30920672 

概要 50 Hz 磁界ばく露がヒト羊膜上皮（FL）細胞の増殖及びスフィンゴシンキ
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ナーゼ 1（SK1）の活性化を生じ得ることが、先行研究で認められているが、

その作用機序は明確には理解されていないことから、この研究は、50 Hz

磁界による SK1 の活性化に関与しているかも知れないシグナル伝達経路を

調べた。その結果、磁界ばく露は L 型カルシウムチャネルに依存して細胞

内 Ca2+を増加させ、細胞外制御プロテインキナーゼ（ERK）、SK1、及びプ

ロテインキナーゼ Cα（PKCα）の Ca2+依存性のリン酸化を生じることが示

された。また、ERK の抑制剤である U0126 で処理すると、磁界による SK1

のリン酸化を阻害することができたが、PKCαのリン酸化への影響はなかっ

た。PKCαの抑制剤である Gö6976 にも、FL細胞における磁界による SK1 活

性化への影響はなかった。加えて、ERK 及び PKCαの活性化は、SK1 の抑制

剤である SKI II によって阻害することができた。細胞内 Ca2+が 50 Hz 磁

界による SK1 の活性化に介在し、これが PKCαのリン酸化を強め、磁界ば

く露に対する SK1 と ERK の活性化の間にはフィードバック機序があるかも

知れない、と著者らは結論付けている。 

 

№ 38 

和文 

タイトル 

低周波磁界ばく露に適用される確率論的ドシメトリのための 3D 空間依存

性モデル 

英文 

タイトル 

3D space-dependent models for stochastic dosimetry applied to exposure 

to low frequency magnetic fields. 

著者 Chiaramello E, Le Brusquet L, Parazzini M, Fiocchi S, Bonato M, 

Ravazzani P 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Bioelectromagnetics 2019; 40 (3): 170-179 

国名 イタリア 

DOI 10.1002/bem.22179 PubMed ID 30913307 

概要 この研究は、電磁界への人体のばく露の評価にはこれまで使用されたこと

がない、主成分分析法（PCA）とガウス過程回帰（クリギング法）を併用す

る革新的アプローチを適用し、50 Hz、200 μT で向きが不確かな一様磁界

にばく露された年齢が異なる子どもの中枢神経系（CNS）に誘導される、電

界の三次元（3D）空間分布についての空間依存性の代用モデルを構築した。

3D 代用モデルは、非常に低い正規化パーセンテージ平均二乗誤差（MSE）
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の値を示し、この値は常に 0.16%未満で、電界の 3D 空間分布の推定におけ

るこのアプローチの実現可能性と精度が確認された。その結果は、子ども

の CNS 組織に誘導される電界の値は、国際非電離放射線防護委員会

（ICNIRP）の一般公衆に対する基本制限の範囲内で、それぞれの向きにつ

いて得られた電界の 99パーセンタイル値から、中央値が 1.9-2.1 mV/m の

範囲であることが示された。年齢が異なる子どもの CNS 組織に誘導され得

る電界の 3D 空間分布は同様であった、と著者らは報告している。 

 

№ 39 

和文 

タイトル 

B16F10 がん細胞に対する超低周波電磁界の影響 

英文 

タイトル 

Effects of extremely low-frequency electromagnetic fields on B16F10 

cancer cells. 

著者 Tang JY, Yeh TW, Huang YT, Wang MH, Jang LS 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Electromagn Biol Med 2019; 38 (2): 149-157 

国名 台湾 

DOI 10.1080/15368378.2019.1591438 PubMed ID 30889982 

概要 この研究は、B16F10 がん細胞［マウス由来悪性黒色腫細胞］に対する自然

の電磁界共振周波数（7.83 Hz）及び電力線周波数（60 Hz）への 24 時間及

び 48 時間ばく露の影響を調べた。その結果、7.83 Hz の下では、対照群と

比較して、17%の抑制率が得られた。更に、狭い間隔で周波数掃引（7.83 ± 

0.1 Hz に対して 0.05 Hz 刻み）したところ、抑制率は 26.4%となり、抑制

効果は周波数掃引の間隔の増大に伴い低下した。これらの結果は、7.83 Hz

のシューマン共振周波数ががん細胞の成長を抑制し、特定の周波数のタイ

プを用いると、がん細胞の成長をより効果的に抑制し得ることを示してい

る、と著者らは結論付けている。 

 

№ 40 

和文 

タイトル 

妊娠前及び妊娠中の母親の電磁界ばく露は子どもの発話問題のリスクと関

連している 

英文 Mother's Exposure to Electromagnetic Fields before and during 
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タイトル Pregnancy is Associated with Risk of Speech Problems in Offspring. 

著者 Zarei S, Vahab M, Oryadi-Zanjani MM, Alighanbari N, Mortazavi SM 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

J Biomed Phys Eng 2019; 9 (1): 61-68 

国名 イラン 

DOI -- PubMed ID 30881935 

概要 この研究は、一般的な無線周波（RF）電磁界発生源への妊娠前及び妊娠中

の女性のばく露が、子どもの発話問題と関連しているかどうかを調べるた

め、発話問題のある 3-7 歳児 110 人及び健康な子ども（対照群）75 人の母

親への聞き取り調査を実施した。母親には、携帯電話、基地局、Wi-Fi、コ

ードレス電話、ノート PC、電力線等の異なる電磁界発生源にばく露してい

たかどうかを尋ねた。χ二乗検定を用いて、ばく露群と対照群との差を分

析した。その結果、コードレス電話の使用と子どもの発話問題との統計的

に有意な関連が、妊娠前及び妊娠中の両方について認められた（それぞれ

P=0.005 及び P=0.014）。但し、両群での携帯電話の使用率の高さのため、

この研究では携帯電話の使用と子どもの発話問題との関連を示すことはで

きなかった。更に、電力線の近傍での居住と発話問題との有意な関連も、

妊娠前及び妊娠中の両方について認められた（それぞれ P=0.003 及び

P=0.002）。但し、その他の発生源へのばく露は発話問題と関連していなか

った。更に、電離放射線被ばく（例：妊娠前及び妊娠中のエックス線撮影）

も、発話問題の発生と関連していなかった、と著者らは報告している。 

 

№ 41 

和文 

タイトル 

電磁的ドシメトリのためのヒト頭部の皮膚の厚さのモデリング 

英文 

タイトル 

Human Head Skin Thickness Modeling for Electromagnetic Dosimetry. 

著者 Rashed EA, Gomez-Tames J, Hirata A 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

IEEE Access 2019; 7: 46176 - 46186 

国名 日本 
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DOI 10.1109/ACCESS.2019.2904743 PubMed ID -- 

概要 定位［in situ］電界の定量的評価の際、通常の人体モデルには限界がある

ため、解剖学的人体モデルが一般的に用いられている。通常の人体モデル

の限界はモデルの解像度（一般的には数 mm）によるが、これは元々の医療

用画像の解像度に帰結される。電磁界への人体ばく露についての国際的な

規格制定組織による研究課題では、皮膚層の重要性が特に示唆されている。

この研究は、通常のモデルにも適用可能な、人体頭部の皮膚のモデリング

の精度向上のための新規の方法を提唱している。定位電界の計算値に対す

る皮膚のモデリングの影響を証明するため、一様な磁界ばく露、ならびに

経頭蓋磁気刺激について計算ドシメトリを実施した。その結果、一様なば

く露に対する定位電界は、国際的な安全基準に用いられている異なる評価

尺度について、皮膚の厚さ及びモデルの解像度に僅かに影響された（最大

5%）。但し、経頭蓋磁気刺激中及びシミュレートした電気シェーバー（非一

様な磁界ばく露）の皮膚での定位電界は 11%影響され、これは意図せぬば

く露の副作用を考慮した最適な脳刺激の検討に値するであろう、と著者ら

は結論付けている。 

 

№ 42 

和文 

タイトル 

超低周波パルス化電磁界は網膜色素上皮細胞における血管新生促進関連の

遺伝子発現に影響する 

英文 

タイトル 

Extremely low frequency-pulsed electromagnetic fields affect 

proangiogenic-related gene expression in retinal pigment epithelial 

cells. 

著者 Oladnabi M, Bagheri A, Rezaei Kanavi M, Azadmehr A, Kianmehr A 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Iran J Basic Med Sci 2019; 22 (2): 128-133 

 

国名 イラン 

DOI 10.22038/ijbms.2018.25023.6214 PubMed ID 30834076 

概要 超低周波（ELF）パルス化電磁界は多数の細胞及び分子プロセスに影響力を

及ぼすことが知られている。網膜色素上皮（RPE）細胞は複数の眼障害の発

生及び病態生理学（血管新生等）の重要な一部である。この研究は、RPE

細胞の血管新生促進機能に対する ELF パルス化電磁界の影響を調べた。初
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代培養 RPE 細胞を、ELF パルス化電磁界（パルス繰り返し数 50 Hz、1 mT）

に 8時間／日、3日間ばく露した。ELISA アッセイを用いて、RPE 細胞の増

殖及びアポトーシスに対するばく露の影響を評価した。また、RT-PCR を用

いて、組織血管新生促成因子（マトリックスメタロプロテイナーゼ-2

（MMP-2）、MMP-9、血管内皮増殖因子受容体 2（VEGFR-2）、低酸素誘導因子

1（HIF-1α）、血管内皮増殖因子 A（VEGFA）、カテプシン D、結合組織増殖

因子（CTGF）、E2F3、メタロプロテイナーゼ組織阻害剤 1（TIMP-1）及び 2

（TIMP-2）等）の遺伝子発現を判定した。その結果、ELF パルス化電磁界

にばく露した RPE 細胞では、細胞増殖及び細胞死の顕著な変化は認められ

なかったが、血管新生促進遺伝子（HIF-1α、VEGFA、VEGFR-2、CTGF、カテ

プシン D、TIMP-1、E2F3、MMP-2 及び MMP-9）の転写レベルは有意に上昇し

た、と著者らは報告している。 

 

№ 43 

和文 

タイトル 

雄マウスの不妊における磁気プロテクターとしての Myrciaria dubia（カ

ムカム）［フトモモ科の常緑低木］の粉末 

英文 

タイトル 

Myrciaria dubia "camu camu" flour as a magnetoprotector in male mouse 

infertility. 

著者 Torres L, Guevara B, Cruz V, Valdivia M 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Bioelectromagnetics 2019; 40 (2): 91-103 

国名 ペルー 

DOI 10.1002/bem.22174 PubMed ID 30830977 

概要 超低周波（ELF）磁界によって生じるかも知れない悪影響は、抗酸化防御の

低下及びフリーラジカルの産生と関連付けられている。フリーラジカルの

増加は、ミトコンドリアの機能性に影響してアポトーシスを誘導し、これ

は受精においてリン酸化及び重要な ATP［アデノシン三リン酸］の生成に

影響する。カムカムとして知られる Myrciaria dubia は、アスコルビン酸

［ビタミン C］を豊富に含む果実で、未熟な細胞の損傷の防止において重

要な抗酸化機能を発揮する。この研究は、マウスの精子周期における内因

性ミトコンドリアオキシドレダクターゼ酵素の活性を検出することで、ELF

磁界（610 μT）による酸化的損傷に対する Myrciaria dubia の粉末の影響
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を調べた。その結果、ELF 磁界は精子の質を有意に低下させた（P < 0.05）

が、Myrciaria dubia の粉末（50及び 75 mg/kg）を投与した群では、精子

の生存能力、原形質膜の健全性、ミトコンドリア活性、ならびに精巣上体

の精子の指標が、ELF 磁界ばく露から有意に回復した。このことは、

Myrciaria dubia の粉末には抗酸化活性があり、これが精子形成における

ELF 磁界の悪影響を打消すことを示唆しており、これは ELF 磁界に対する

自然のプロテクターとして利用できる、と著者らは結論付けている。 

 

№ 44 

和文 

タイトル 

50 Hz 電磁界へのばく露は C57BL/6 マウスにおける毛包の再生を強める 

英文 

タイトル 

Exposure to 50 Hz electromagnetic fields enhances hair follicle 

regrowth in C57BL/6 mice. 

著者 Li X, Wang X, Bai L, Zhao P, Zhang M 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Exp Biol Med (Maywood) 2019; 244 (5): 389-394 

国名 中国 

DOI 10.1177/1535370219834639 PubMed ID 30823849 

概要 この研究は、マウスの毛包の再生に対する 50 Hz、5 mT の磁界ばく露（30

分間／日、最長 16 日間）の影響を調べた。背側の皮膚を脱毛した C57BL/6

マウスを無作為に対照群及びばく露群に割付けた。3、9、16 日間のばく露

後、群あたりマウス3匹をそれぞれ調べた。実験を3回反復した（EMF-Portal

による注記：当該論文には実験ごとに合計 27 匹を用いたとある）。背側皮

膚の組織学的分析では、毛包の成長、毛の長さ、表皮幹細胞の検出、細胞

増殖の検出、ケラチノサイト成長因子の検出を行った。分子生合成では、

皮膚でのケラチノサイト成長因子のタンパク質発現を調べた。その結果、

組織学的分析では、ばく露群では対照群と比較して、どの時点でも毛包成

長の増加が認められた。毛の長さは 16 日間のばく露後に対照群と比較して

有意に延伸した。免疫組織化学染色では、表皮幹細胞と共配置した場所で

のばく露群の外毛根鞘及び毛球における細胞増殖の増加が認められた。ケ

ラチノサイト成長因子は両群の内根鞘で発現したが、ウェスタンブロット

では、ばく露群はどの時点でも対照群より発現レベルが高かった。50 Hz
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磁界ばく露は幹細胞の増殖及びケラチノサイト成長因子の発現に関連し

て、マウスの毛包の再生を促進し得る、と著者らは結論付けている。 

 

№ 45 

和文 

タイトル 

Blaptica dubia［アルゼンチンモリゴキブリ］の若虫の特徴が異なる磁界

への長期ばく露：抗酸化バイオマーカーに対する影響及び若虫の消化管の

質量  

英文 

タイトル 

Long-term exposure of cockroach Blaptica dubia (Insecta: Blaberidae) 

nymphs to magnetic fields of different characteristics: effects on 

antioxidant biomarkers and nymphal gut mass. 

著者 Todorović D, Ilijin L, Mrdaković M, Vlahović M, Filipović A, Grčić A, 

Perić-Mataruga V 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Int J Radiat Biol 2019; 95 (8): 1185-1193 

国名 セルビア 

DOI 10.1080/09553002.2019.1589017 PubMed ID 30822251 

概要 この研究は、アルゼンチンモリゴキブリ［Blaptica dubia］の若虫の消化

管の質量及びその組織中の抗酸化バイオマーカーに対する、静磁界及び超

低周波（ELF）磁界への長期的影響を調べた。1月齢の若虫を、静磁界（110 

mT）または ELF 磁界（50 Hz、10 mT）にばく露した。その結果、ばく露群

の消化管の質量は対照群と比較して有意に減少した。スーパーオキシドジ

スムターゼ（SOD）及びカタラーゼ（CAT）活性は対照群よりも顕著に高く、

磁界ばく露群間の違いは SOD のみで統計的に有意であった。印加した磁界

はグルタチオン（GSH）総量には影響しなかった。グルタチオンレダクター

ゼ（GR）及びグルタチオン S-トランスフェラーゼ（GST）の活性は、両ば

く露群で対照群よりも有意に低下した。主成分分析法（PCA）では、対照群

とばく露群との差に対する主な寄与因子は、PCA1 では CAT 及び GST、PCA2

では SOD 及び GRであることが示された。PCA では抗酸化バイオマーカーの

反応に応じて、両ばく露群を明確に分けられた。この研究で印加した磁界

は、消化管の質量ならびに調査対象のバイオマーカーに影響力を及ぼす潜

在的ストレス要因であるとみなすことができる、と著者らは結論付けてい

る。 
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№ 46 

和文 

タイトル 

ラジカルペアが介在する 50/60 Hz 磁界の生物学的影響の上限 

英文 

タイトル 

Upper bound on the biological effects of 50/60 Hz magnetic fields 

mediated by radical pairs. 

著者 Hore PJ 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Elife 2019; 8: e44179 

国名 英国 

DOI 10.7554/eLife.44179 PubMed ID 30801245 

概要 弱い（～1 μT）超低周波（ELF、50/60 Hz）磁界への長期ばく露は小児白

血病のリスクと関連付けられており、この関連を説明し得る数少ない生物

物理学的機序の一つは、ラジカルペアとして知られる短寿命の化学反応中

間体である。この論文の著者は、スピン動態シミュレーションを用いて、

ラジカルペア反応の収量に対する 1 μT の ELF 磁界の影響について 10ppm

［100 万分の 10］の上限を導出している。これを地磁気の強度に対応する

変化と比較することで、著者は、仮にそのような弱い 50/60 Hz 磁界がヒト

の生物学に対して何らかの影響を及ぼし、それがラジカルペア機序からの

結果であるならば、そのリスクは北または南の磁極に向かって、あるいは

そこから離れる方向に数キロメートル移動することよりも大きくないはず

である、と結論付けている。 

 

№ 47 

和文 

タイトル 

人為起源の磁界及び電磁界は出生後初期段階の魚類に対する潜在的脅威

か？ 

英文 

タイトル 

Are magnetic and electromagnetic fields of anthropogenic origin 

potential threats to early life stages of fish? 

著者 Fey DP, Jakubowska M, Greszkiewicz M, Andrulewicz E, Otremba Z, 

Urban-Malinga B 

誌名 年; 

巻(号):頁

Aquat Toxicol 2019; 209: 150-158 
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-頁 

国名 ポーランド 

DOI 10.1016/j.aquatox.2019.01.023 PubMed ID 30780112 

概要 海洋及び淡水環境中の送電用水中ケーブルの増加の結果、魚卵及び稚魚に

対するケーブル近傍の磁界の悪影響のリスクが増加している。これは特に、

発生後初期の発達中の特定の期間に水底に生息する生物種にとって問題と

なる。この研究は、ニジマス［Oncorhynchus mykiss］の卵及び稚魚を 10 mT

の静磁界及び 1 mT の 50 Hz 磁界に 36日間（卵の眼発生段階から孵化後約

26 日目）ばく露し、その影響を調べた。その結果、卵または稚魚の死亡率、

孵化時期、稚魚の成長、または水底から稚魚が離れる時期に対する、静磁

界または 50 Hz 磁界の有意な影響はなかった。但し、どちらの磁界も、卵

黄嚢吸収率を高めた。また、直接的な磁界の影響とは関連しないが、水底

を離れる時期までに卵黄嚢を吸収した稚魚は、最初に餌を摂取する際の効

率がより低かった（即ち、体重増加が少なかった）。このことは、卵黄嚢吸

収率に影響するプロセスの重要性を示すものである、と著者らは結論付け

ている。 

 

№ 48 

和文 

タイトル 

Geobacter sulfurreducens［土壌細菌の一種］を植え付けた生体電気化学

系は生きた細胞に対する超低周波電磁界の影響の定義における代謝電流の

可能性を明らかにする 

英文 

タイトル 

Geobacter sulfurreducens-inoculated bioelectrochemical system 

reveals the potential of metabolic current in defining the effect of 

extremely low-frequency electromagnetic field on living cells. 

著者 Shi Z 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Ecotoxicol Environ Saf 2019; 173: 8-14 

国名 中国 

DOI 10.1016/j.ecoenv.2019.02.008 PubMed ID 30743077 

概要 超低周波（ELF）電磁界に関連付けられる疾病は一般的に、エネルギー代謝

異常を伴うが、生きた細胞内での代謝におけるエネルギーは電子の流れで

表される。この研究は、代謝電流と ELF 電磁界との関連を調べた。0-128
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ガウスの ELF 電磁界を、Geobacter sulfurreducens［土壌細菌の一種］を

植え付けた生体電気化学系に印加した。その結果、ばく露群では代謝電流

が増加・振動することが示され、影響は全てばく露量に依存的であった。

更に、振動の振幅は ELF 電磁界の強度と共に線形に変化した。これらの結

果は、ヒトを含む生物に対する ELF 電磁界のドシメトリの指標として代謝

電流を用いることができることを示している、と著者は結論付けている。 

 

№ 49 

和文 

タイトル 

カリフォルニア電力線研究における小児白血病：磁界と電力線からの距離 

英文 

タイトル 

Childhood leukemia risk in the California Power Line Study: Magnetic 

fields versus distance from power lines 

著者 Crespi CM, Swanson J, Vergara XP, Kheifets L 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Environ Res 2019; 171: 530-535 

国名 米国 

DOI 10.1016/j.envres.2019.01.022 PubMed ID 30743245 

概要 プール分析では、電力線からの距離と高い磁界へのばく露に関連した、小

児白血病の僅かなリスク上昇が示唆されている。磁界は電力線からの距離

と相関していることから、そのリスクは磁界ばく露によるものか、あるい

は、電力線からの距離に関連したその他の何らかの要因によるものか、と

いう疑問が未解決のままである。この研究は、大規模な記録ベースの症例

対照研究からのデータを用いて、磁界、高圧線からの距離、及び小児白血

病のリスクとのもつれた関連を解明するため、幾つかの疑問を調べた。そ

の結果、距離と磁界ばく露との相互作用を調べるモデルでは、高圧線への

近接度と高い磁界計算値のどちらも単独では、小児白血病のリスクとは関

連しないことが示された。むしろ、高圧線に非常に近く（<50 m）、磁界計

算値が高い（≥0.4 μT）グループで、リスク上昇が確認された（オッズ比

（OR）= 4.06、95%信頼区間（CI）= 1.16-14.3）。更に、低圧線（<200 kV）

だけによる高い磁界計算値（≥0.4 μT）はリスク上昇と関連していなかっ

た。むしろ、リスクは高圧線に帰結される高い磁界に限定された。その他

の説明も可能ではあるが、この知見は、距離と小児白血病との関連を磁界
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のみで説明することに反対し、電力線の特徴に関係したその他の説明を支

持している、と著者らは結論付けている。 

 

№ 50 

和文 

タイトル 

報告されている小児白血病リスクと磁界の経時的変化 

英文 

タイトル 

Changes over time in the reported risk for childhood leukaemia and 

magnetic fields. 

著者 Swanson J, Kheifets L, Vergara X 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

J Radiol Prot 2019; 39 (2): 470-488 

国名 英国 

DOI 10.1088/1361-6498/ab0586 PubMed ID 30736028 

概要 1979 年から現在まで、小児白血病のリスク上昇と電力周波数磁界へのばく

露との関連を報告する研究が多数あるが、報告されたリスクは減少してい

るという示唆もある。この研究は、入手可能な全ての研究から、このリス

クの経時的傾向を調べた。41 報の研究について、報告されたリスクを逆分

散重み付けを用いて組合せ、可能な限り一貫性を高めるため、以前のプー

ル分析からのリスク推定値を導いた。連続する各暦年までに刊行された研

究についての累積リスクを調べ、全期間を通じた傾向を検証した。その結

果、最も厳密な分析では、累積相対リスクは1997年に最大の2.44から2017

年には 1.58 に減少していたが、線形傾向として検証した場合には統計的に

有意ではなかった。より高いばく露に着目した研究や、ばく露評価の質が

より良い研究では、リスクがより高いということが示唆された。1990 年代

半ばから現在までに報告されているリスクは減少しており、これは単に研

究の質の改善だけでは説明できそうにないが、偶然によるものかも知れな

い、と著者らは結論付けている。 

 

№ 51 

和文 

タイトル 

職業的ばく露と神経変性疾患‐系統的文献レビュー及びメタ分析 

英文 Occupational Exposures and Neurodegenerative Diseases-A Systematic 
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タイトル Literature Review and Meta-Analyses. 

 

著者 Gunnarsson LG, Bodin L 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Int J Environ Res Public Health 2019; 16 (3): E337 

国名 スウェーデン 

DOI 10.3390/ijerph16030337 PubMed ID 30691095 

概要 この研究は、電磁界、金属及び農薬への職業的ばく露と、筋萎縮性側索硬

化症（ALS）、パーキンソン病及びアルツハイマー病に対するその影響につ

いて、統合化・階層化メタ分析を実施し、出版バイアスの可能性を調べた。

Meta-analysis of Observational Studies in Epidemiology（MOOSE）及び

Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluations

（GRADE）ガイドラインに準拠した原著論文 66 報に基づき、出版年、相対

リスク（RR）推定値の統計的精度、ファンネルプット及びバイアス試験に

ついての階層化メタ分析により、サブグループ分析を実施した。その結果、

電磁界への職業的ばく露について調べた 19 報に基づく重み付け RR は、ALS

について 1.26（95%信頼区間（CI）= 1.07-1.50）、アルツハイマー病につ

いて 1.33（95% CI = 1.07-1.64）、パーキンソン病について 1.02（95% CI = 

0.83-1.26）であった。農薬へのばく露に関する研究は 31 報で、重み付け

RR は ALS について 1.35（95% CI = 1.02-1.79）、アルツハイマー病につい

て 1.50（95% CI = 0.98-2.29）、パーキンソン病について 1.66（95% CI = 

1.42-1.94）であった。金属への職業的ばく露に関する研究は 14 報で、鉛

ばく露に関する研究は 5報のみが ALS またはパーキンソン病についてのリ

スク上昇に関係しており、重み付け RR は 1.57（95% CI = 1.11-2.20）で

あった。鉛以外の全ての金属へのばく露についての重み付けRRは0.97（95% 

CI = 0.88-1.06）であった、と著者らは報告している。 

 

№ 52 

和文 

タイトル 

高圧架空電力線からの電磁界へのばく露と女性の不妊 

英文 

タイトル 

Exposure to Electromagnetic Fields of High Voltage Overhead Power 

Lines and Female Infertility. 
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著者 Esmailzadeh S, Delavar MA, Aleyassin A, Gholamian SA, Ahmadi A 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Int J Occup Environ Med 2019; 10 (1): 11-16 

国名 イラン 

DOI 10.15171/ijoem.2019.1429 PubMed ID 30685773 

概要 この研究は、高圧電力線の近傍での居住が女性の不妊のリスク上昇と関連

しているかも知れないという仮説を検証するため、2014 年 2 月から 2016

年 12 月に原因不明の不妊と確定診断された、または行動学的及び環境的要

因を評価された女性 462 人と、ランダムディジットダイヤリング（RDD）法

で抽出した不妊の履歴のない女性 471 人について、症例対照研究を実施し

た。最も近くの 240-400 kV 高圧電力線からの症例及び対照の住居までの直

線距離を、地理情報システム（GIS）及び Google Earth を用いて測定した。

その結果、112 軒（14.1%）の住居が高圧電力線から 500 m 以内にあった。

電力線から 500 m 以内（オッズ比（OR）= 4.14、95%信頼区間（CI）= 2.61-6.57）

及び 500-1000 m（OR = 1.61、95% CI = 1.05-2.47）に住む女性には、1000 

m 以遠に住む女性と比較して、有意に高い不妊リスクが認められた。交絡

因子について調整後も、500 m 以内に住む女性（aOR = 4.44、95% CI = 

2.77-7.11）には、1000 m 以遠に住む女性と比較して高い不妊リスクが認

められた、と著者らは報告している。 

 

№ 53 

和文 

タイトル 

電気ショック及び超低周波磁界ばく露と ALS［筋萎縮性側索硬化症］のリ

スク：Euro-MOTOR 研究 

英文 

タイトル 

Associations of Electric Shock and Extremely Low-Frequency Magnetic 

Field Exposure With the Risk of Amyotrophic Lateral Sclerosis. 

著者 Peters S, Visser AE, D'Ovidio F, Beghi E, Chiò A, Logroscino G, Hardiman 

O, Kromhout H, Huss A, Veldink J, Vermeulen R, van den Berg LH, 

Euro-MOTOR consortium 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Am J Epidemiol 2019; 188 (4): 796-805 

国名 オランダ 



47 

DOI 10.1093/aje/kwy287 PubMed ID 30649156 

概要 この研究は、超低周波（ELF）磁界及び電気ショックへの職業的ばく露と、

筋萎縮性側索硬化症（ALS）のリスクとの関連を、欧州の 3か国からプール

した症例対照研究（Euro-MOTOR）において調べた。アイルランド、イタリ

ア、オランダで 2010-2015 年に ALS 患者及び人口集団ベースの対照を採用

した。構造化したアンケートを用いて、生涯の職歴及び生活様式の履歴を

取得した。事前に開発した、ELF 磁界及び潜在的な電気ショックについて

の職業‐ばく露マトリクスを適用した。ELF 磁界または電気ショックのい

ずれかへのばく露について、ロジスティック回帰によりオッズ比（OR）及

び 95%信頼区間（CI）を推定し、年齢、性別、医療センター、学歴、喫煙

及び飲酒、ならびにその他のばく露について調整した。臨床的に確認され

た ALS 症例 1323 人及び対照 2704 人について、職歴及び交絡変数について

の完全な情報が入手できた。その結果、バックグラウンドを超える ELF 磁

界へのばく露（OR = 1.16、95% CI = 1.01-1.33）及びバックグラウンドを

超える電気ショックへの潜在的ばく露（OR = 1.23、95% CI = 1.05-1.43）

は、いずれも ALS と関連していた。その他のばく露について調整しても、

同様のリスク推定値が得られた。どちらのばく露についても、医療センタ

ー間のリスクの不一致が有意であった。これらの知見は、ELF 磁界と電気

ショックへの職業的ばく露は、独立して ALS のリスクと関連している可能

性を支持するものである、と著者らは結論付けている。 

 

№ 54 

和文 

タイトル 

マウスの認知に対する静電界と電力周波数電界の影響力についての比較研

究 

英文 

タイトル 

A comparative study on influences of static electric field and power 

frequency electric field on cognition in mice. 

著者 Di G, Kim H, Xu Y, Kim J, Gu X 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Environ Toxicol Pharmacol 2019; 66: 91-95 

国名 中国 

DOI 10.1016/j.etap.2019.01.001 PubMed ID 30639900 

概要 この研究は、マウスの認知に対する静電界及び電力周波数電界の影響を調



48 

べた。マウスを同じ強度（35 kV/m）の静電界及び電力周波数電界にそれぞ

れ 49 日間ばく露した。モリス水迷路試験における行動及び海馬におけるア

ミノ酸神経伝達物質レベルをばく露中に調べた。その結果、静電界ばく露

は学習及び記憶能力に有意な影響を生じなかったが、電力周波数電界ばく

露は 33 日目のマウスの学習及び記憶能力に有意な陽性の影響を生じた。静

電界と電力周波数電界の影響の違いは、周波数が異なる電界ばく露下の生

体における分子の分極及びイオンの移動の程度の違いによるものかも知れ

ない、と著者らは述べている。 

 

№ 55 

和文 

タイトル 

幼生のニジマス（Oncorhynchus mykiss）、バルト海の二枚貝（Limecola 

balthica）、一般的なゴカイ（Hediste diversicolor）に対する 50 Hz、1 mT

の電磁界の遺伝毒性及び細胞毒性作用 

英文 

タイトル 

Genotoxic and cytotoxic effects of 50 Hz 1 mT electromagnetic field 

on larval rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Baltic clam (Limecola 

balthica) and common ragworm (Hediste diversicolor). 

著者 Stankevičiūtė M, Jakubowska M, Pažusienė J, Makaras T, Otremba Z, 

Urban-Malinga B, Fey DP, Greszkiewicz M, Sauliutė G, Baršienė J, 

Andrulewicz E 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Aquat Toxicol 2019; 208: 109-117 

国名 リトアニア 

DOI 10.1016/j.aquatox.2018.12.023 PubMed ID 30641415 

概要 この研究は、50 Hz、1 m T の磁界に対する水生動物の遺伝毒性及び細胞毒

性反応を評価した。発育初期段階のニジマス（Oncorhynchus mykiss）を

40 日間、一般的なゴカイ（Hediste diversicolor）及びバルト海の二枚貝

（Limecola balthica）を 12 日間ばく露した。遺伝毒性及び細胞毒性反応

を定義するため、ニジマスの末梢血赤血球、ゴカイの体腔細胞、二枚貝の

鰓細胞における核異常の分析を実施した。遺伝毒性のエンドポイントとし

て小核形成（MN）、核芽（NB）、フィラメント細胞の核芽（NBf）及び小疱核

のある細胞（BL）を、また細胞毒性のエンドポイントとして 8の字型の核、

断片化（Fr）、アポトーシス（Ap）、二核（BN）細胞を評価した。その結果、
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磁界ばく露は調査対象の全ての種に影響したが、その程度は様々であった。

最も強い反応は二枚貝で認められ、分析した 8 つのエンドポイントのうち

6 つで有意な上昇が認められた。MN は二枚貝及びゴカイの細胞で、NBf 及

び BL は二枚貝の鰓細胞のみで、NB は全ての種の分析した組織で、有意な

発生頻度が認められた。細胞毒性エンドポイントとしては、8 の字型の核

を有する細胞がニジマス及び二枚貝で、Ap 及び BN は二枚貝のみで、有意

な頻度増加が認められた。磁界ばく露はゴカイの体腔細胞には有意な遺伝

毒性活性を生じなかった、と著者らは報告している。 

 

№ 56 

和文 

タイトル 

超低周波磁界への親のばく露とその胎児の成長へのインパクト 

英文 

タイトル 

Prenatal exposure to extremely low frequency magnetic field and its 

impact on fetal growth. 

著者 Ren Y, Chen J, Miao M, Li DK, Liang H, Wang Z, Yang F, Sun X, Yuan W 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Environ Health 2019; 18 (1): 6 

国名 中国 

DOI 10.1186/s12940-019-0447-9 PubMed ID 30635061 

概要 この研究は、妊娠中の母親の超低周波（ELF）磁界ばく露と胎児の成長との

関連を調べた。妊娠第三期の妊婦 128 人に対し、EMDEX Lite 磁界測定メー

タを 24 時間装着するよう依頼し、毎日の ELF 磁界ばく露を測定した。個人

の 24 時間測定の時間加重平均値（TWA）、P50 値及び P75 値を用いてばく露

を評価した。測定値の中央値を高ばく露と低ばく露のカットオフ値とした。

胎児の成長の指標として、新生児の出生時体重、上腕三頭筋、腹部及び背

中の皮下脂肪の厚さ、ならびに頭囲、上腕周囲、腹囲を、生後 24時間以内

に測定した。潜在的交絡因子について調整後、一般化線形モデルを用いて、

母親の ELF 磁界ばく露と胎児の成長の指標との関連を調べた。その結果、3

つのばく露尺度の全てについて、高ばく露の母親から生まれた女児は、低

ばく露の母親の女児と比較して、出生時体重が低く、上腕三頭筋、腹部及

び背中の皮下脂肪が薄く、頭囲、上腕の周囲、胴囲が小さかった。出生児

体重及びその他のほとんどの成長に関する測定値についての差は統計的に
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有意であった（p<0.05）。男児では、背中の皮下脂肪の厚さ以外の測定値に

は、親の高ばく露と低ばく露で有意差はなかった、と著者らは報告してい

る。 

 

№ 57 

和文 

タイトル 

50 Hz 磁界ばく露によって誘導される ERK1/2［細胞外シグナル制御キナー

ゼ 1/2］シグナル伝達経路を通じたヒト羊膜細胞の増殖には S1P［スフィン

ゴシン-1-リン酸］が介在する 

英文 

タイトル 

S1P mediates human amniotic cells proliferation induced by a 50-Hz 

magnetic field exposure via ERK1/2 signaling pathway. 

著者 Qiu L, Chen L, Yang X, Ye A, Jiang W, Sun W 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

J Cell Physiol 2019; 234 (6): 7734-7741 

国名 中国 

DOI 10.1002/jcp.28102 PubMed ID 30624774 

概要 この研究は、50 Hz 磁界によって誘導される細胞増殖においてスフィンゴ

シン-1-リン酸（S1P）が果たしているかも知れない役割を調べた。その結

果、ヒト羊膜細胞の 0.4 mT、50 Hz の磁界ばく露は、セラミド代謝を有意

に強め、S1P 産生を増加させ、細胞外シグナル制御キナーゼ 1/2（ERK1/2）

を活性化させ、細胞増殖を促進することが示された。これらの磁界ばく露

による影響はいずれも、スフィンゴキナーゼ阻害剤（SphK）の SKI II によ

って阻害され得る。加えて、磁界ばく露による細胞増殖応答及び ERK1/2

の活性化は、MEK（ERK キナーゼ 1及び 2）の固有阻害剤の U0126 によって

完全に阻止された。これらの知見は、50 Hz 磁界ばく露によって誘導され

るERK1/2シグナル伝達経路を通じた細胞増殖にはS1Pが介在していること

を示唆している、と著者らは結論付けている。 

 

№ 58 

和文 

タイトル 

低レベルの低周波磁界の生物学的影響を支える機序としての細胞内温度及

び ROS［活性酸素種］センサ膜タンパク質 STIM1 の活性化 

英文 

タイトル 

Activation of the intracellular temperature and ROS sensor membrane 

protein STIM1 as a mechanism underpinning biological effects of 
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low-level low frequency magnetic fields. 

著者 Simkó M, Mattsson MO 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Med Hypotheses 2019; 122: 68-72 

国名 スウェーデン 

DOI 10.1016/j.mehy.2018.10.013 PubMed ID 30593427 

概要 この論文の著者らは、低周波磁界と細胞との相互作用の生物学的側面に関

して、複数の細胞条件（Ca2+レベルの低下、温度上昇、酸素ラジカルのレ

ベル上昇、低酸素）に対するセンサである小胞体の膜タンパク質 STIM1 が、

低周波磁界に対してもセンサとして機能する、という仮説を提唱している。

そうしたセンサ機能は、直接的（細胞内の誘導電界による局所温度上昇を

通じたもの）、または間接的なもの（活性酸素種（ROS）レベル上昇に対す

る応答による）があり得る。活性化した STIM1 はシグナル伝達プロセスの

下流の作用につながり、二次的事象につながる遺伝子発現を変化させる。

これらの変化の特徴は、細胞の種類と、STIM1 活性化の時点で細胞が示す

特定の生理学的状態の両方に依存する。この仮説の検証の結果は、低レベ

ルの低周波磁界によって生じるかも知れない健康関連の影響の理解に大い

に役立ち、磁界ばく露の安全性評価、ならびに医療における磁界利用の可

能性の両方に対して有益となるであろう、と著者らは述べている。 

 

№ 59 

和文 

タイトル 

超低周波電磁界ばく露に対する土壌線虫Caenorhabditis elegansのリピド

ームの変化及びストレス防衛機序 

英文 

タイトル 

Lipidomic alteration and stress-defense mechanism of soil nematode 

Caenorhabditis elegans in response to extremely low-frequency 

electromagnetic field exposure. 

著者 Sun Y, Huang X, Wang Y, Shi Z, Liao Y, Cai P 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Ecotoxicol Environ Saf 2019; 170: 611-619 

 

国名 中国 

DOI 10.1016/j.ecoenv.2018.11.137  PubMed ID 30579161 
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概要 この研究は、土壌線虫 Caenorhabditis elegans を 50Hz、3 mT の超低周波

（ELF）磁界にばく露し、生理学的順応を解明するため、リピドーム［細胞

中の脂質の総体］、プロテオーム［生物や細胞中のたんぱく質の総体］、ト

ランスクリプトーム［細胞中の mRNA の総体］の分析を実施した。その結果、

リピドーム分析では、ELF 磁界ばく露により、トリアシルグリセロールの

有意な増加を含む 64 の脂質の有意な変化が生じた。プロテオーム分析で

は、ELF 磁界ばく露下で 157 のタンパク質発現の変化が生じた。トランス

クリプトーム分析では、456 の遺伝子発現の変化が同定された。遺伝子オ

ントロジー機能及び経路分析では、ばく露後にリピドームの変化、ミトコ

ンドリアの機能不全、ストレス防衛応答が示された。プロテオームとトラ

ンスクリプトームのデータのコンジョイント分析では、発現が増加した遺

伝子（sip-1、mtl-1、rpl-11.1 等）は ELF 磁界ばく露に対するストレス防

衛応答に関与していることが示された。これらの結果は、ELF 磁界は主に

トリアシルグリセロール量の増加等の脂質代謝の擾乱と、ストレス防衛応

答の誘発を通じて、土壌線虫に影響を生じ得ることを示すものである、と

著者らは結論付けている。 

 

№ 60 

和文 

タイトル 

T-bet 及び GATA-3 遺伝子ならびに血清インターフェロン-γ及びインター

ロイキン-4 の発現に対する超低周波電磁界の影響 

英文 

タイトル 

Effect of Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields on Expression 

of T-bet and GATA-3 Genes and Serum Interferon-γ and Interleukin-4. 

著者 Sobhanifard M, Eftekharian MM, Solgi G, Nikzad S, Salehi I, 

Ghazikhanlou Sani K, Ganji M, Zamani A 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

J Interferon Cytokine Res 2019; 39 (2): 125-131 

国名 イラン 

DOI 10.1089/jir.2018.0105 PubMed ID 30562132 

概要 この研究は、ヒト血清アルブミン（HSA）を注射したラットの脾臓及び胸腺

における T-box 転写因子（T-bet）及び GATA 結合タンパク質-3（GATA-3）

遺伝子に対する、様々な磁束密度の超低周波（ELF）磁界の影響を調べた。

更に、インターフェロン（IFN）-γ及びインターロイキン（IL）-4 の血清
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レベルを、HSA による刺激前及び刺激後の 2段階で調べた。ラット 80 匹を

5 群に割付け、50 Hz 磁界（磁束密度 1、100、500、2000 μT）に 60 日間

ばく露または擬似ばく露した。免疫系を活性化させるため、各ラットに 31、

44 及び 58 日目に HSA100 μg を腹腔内注射した。61 日目に、脾臓及び胸腺

の T-bet 及び GATA-3 mRNA 発現を、逆転写定量的 PCR で評価した。IFN-γ

及び IL-4 の（31 日目の HSA 注射前及び 61 日目の血液の）血清レベルを、

酵素免疫測定法（ELISA）で評価した。その結果、1及び 100 μT ばく露群

では、T-bet 及び GATA-3 mRNA の発現が低下した。100 μT ばく露群では

IFN-γ 及び IL-4 の血清レベルも有意に低下したが、これは刺激前の段階

のみであった。これらの知見から、（30 及び 60 日間の）ELF 磁界ばく露は、

T ヘルパー（Th）細胞に関連した幾つかの重要な遺伝子の発現と、これに

関連する幾つかの機能、即ちサイトカイン産生能力を抑制し得るようであ

る、と著者らは結論付けている。 

 

№ 61 

和文 

タイトル 

睡眠の質、ストレス、抑うつ及び不安に対する超低周波電磁界への慢性ば

く露の影響 

英文 

タイトル 

The effect of chronic exposure to extremely low-frequency 

electromagnetic fields on sleep quality, stress, depression and 

anxiety. 

著者 Hosseinabadi MB, Khanjani N, Ebrahimi MH, Haji B, Abdolahfard M 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Electromagn Biol Med 2019; 38 (1): 96-101 

国名 イラン 

DOI 10.1080/15368378.2018.1545665  PubMed ID 30547710 

概要 この横断研究は、発電所労働者 132 人（ばく露群）及びその他の労働者 143

人（非ばく露群）において、睡眠の質、ストレス、抑うつ及び不安に対す

る、超低周波（ELF）電磁界への慢性ばく露の影響を調べた。職場における

ELF 電磁界の強度は、IEEE C95.3.1 規格を用いて測定し、時間加重平均値

を計算した。睡眠の質、抑うつ及び不安は、「ピッツバーグ睡眠の質の指標

アンケート」及び「抑うつ、不安及びストレススケール」で測定した。そ

の結果、ばく露群で非ばく露群よりも睡眠の質が有意に低かった。また、
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抑うつがより深刻であった（P = 0.039）。ELF 電磁界へのばく露の増加は、

ストレス、抑うつ及び不安の増加と直接的かつ有意に関連していた。ばく

露レベルが最も高い技師の睡眠の質は、その他のグループよりも有意に低

かった。この研究は、ELF 電磁界への長期的な職業的ばく露は、抑うつ、

ストレス、不安及び睡眠の質の低下につながるかも知れないことを示唆し

ている、と著者らは結論付けている。 

 

№ 62 

和文 

タイトル 

50 Hz 磁界は神経毒の MPP［1-メチル-4-フェニルピリジニウム］で処理し

た SH-SY5Y 細胞の包括的な DNA メチル化に影響しない 

英文 

タイトル 

50-Hz MF does not affect global DNA methylation of SH-SY5Y cells 

treated with the neurotoxin MPP. 

著者 Benassi B, Santangeli S, Merla C, Tarantini L, Bollati V, Butera A, 

Marino C, Consales C 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Bioelectromagnetics 2019; 40 (1): 33-41 

国名 イタリア 

DOI 10.1002/bem.22158 PubMed ID 30537234 

概要 超低周波（ELF）磁界へのばく露は神経変性疾患のリスク上昇と関連付けら

れているが、その根底にある作用機序は依然として議論の余地がある。神

経変性のプロセスにはエピジェネティクスが重要な役割を担っていること

から、この研究は、ELF 磁界（50 Hz、1 mT）へのばく露が、ドーパミン作

動性神経芽腫細胞 SH-SY5Y の包括的な DNA メチル化に影響し得るかどうか

を調べた。5-メチルシトシン（5-mC）の 3つの反復的分散型シーケンス（ALU、

LINE-1 または SATα）のパーセンテージを、パイロシーケンシング分析で

評価した。その結果、ELF 磁界ばく露（最長 72時間）は増殖中及び分化し

た SH-SY5Y 細胞において、ALU、LINE-1 及び SATαのメチル化のパターンに

何ら変化を生じないことが示された。更に、パーキンソン病の表現型を模

倣した神経毒である 1-メチル-4-フェニルピリジニウム（MPP+）と組合せ

た場合、ELF 磁界ばく露は、これらの反復要素の 5-mC のパーセンテージの

変調に何ら影響を及ぼさなかった。これらの知見は、50 Hz 磁界ばく露は、

増殖中及びドーパミン作動性分化した SH-SY5Y 細胞において、基礎的な培
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養条件でも神経毒ストレス下でも、包括的な DNA メチル化に影響しないこ

とを示している、と著者らは結論付けている。 

 

№ 63 

和文 

タイトル 

ヒトの姿勢制御に対する超低周波磁界のインパクト 

英文 

タイトル 

Impact of extremely low-frequency magnetic fields on human postural 

control. 

著者 Villard S, Allen A, Bouisset N, Corbacio M, Thomas A, Guerraz M, Legros 

A 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Exp Brain Res 2019; 237 (3): 611-623 

国名 カナダ 

DOI 10.1007/s00221-018-5442-9 PubMed ID 30519897 

概要 超低周波（ELF、< 300 Hz）磁界は立位平衡を変化させ得ることが、研究で

示されているが、この周波数範囲の高い磁束密度の平衡への急性影響は系

統的に調べられていない。この研究は、50 及び 100 mT（rms）磁界、なら

びに 1.5 mA の交流にばく露された参加者 22人について、立位平衡への急

性応答を調べた。姿勢変化を調べるため、圧力変位の中心（COP）を収集し、

分析した。経路の長さ、面積、速度、低（< 0.5 Hz）及び中（0.5-2 Hz）

帯域のパワースペクトルを計算したところ、陽性対照の直流電気刺激につ

いては予測された影響が示されたが、時間変化する刺激（交流及び磁界）

については有意な影響は示されなかった。但し、この研究で用いた特性の

実験装置からの姿勢データについて、有意なバイアスのある安定化作用が

認められ、これが仮説立てられた結果を中和したかも知れない、と著者ら

は結論付けている。 

 

№ 64 

和文 

タイトル 

50 Hz 磁界は筋萎縮性側索硬化症のイン・ビトロ SOD1G93A モデルにおける

鉄関連遺伝子の発現を阻害する 

英文 

タイトル 

50-Hz magnetic field impairs the expression of iron-related genes in 

the in vitro SOD1G93A model of amyotrophic lateral sclerosis. 
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著者 Consales C, Panatta M, Butera A, Filomeni G, Merla C, Carrì MT, Marino 

C, Benassi B 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Int J Radiat Biol 2019; 95 (3): 368-377 

国名 イタリア 

DOI 10.1080/09553002.2019.1552378 PubMed ID 30513241 

概要 この研究は、スーパーオキシドジスムターゼ 1（SOD1）遺伝子の 2 つの変

異体を有する家族性筋萎縮性側索硬化症（fALS）のイン・ビトロモデルに

おける超低周波（ELF）磁界への反応を調べた。SH-SY5Y ヒト線維芽腫細胞

の、安定的に過剰発現する野生種、G93A または H46R 変異体 SOD1 cDNA を

ELF 磁界（50 Hz、1mT）に 72 時間ばく露または疑似ばく露した。全てのク

ローンで、磁界ばく露への反応として、1) 生存能力、増殖及びアポトーシ

ス、2) 活性酸素種の産生、3) 鉄代謝の評価を実施した。その結果、50 Hz

磁界ばく露は、1) 増殖及び生存能力を変化させず、2) 細胞内スーパーオ

キシド及び H2O2 レベルを変化させず、3) 鉄関連遺伝子 IRP1、MFRN1 及び

TfR1 の発現に有意な脱調整を生じた。これは、SOD1G93A クローンだけに認

められ、総鉄含有量の僅かな（P = 0.0512）差異と関連していた、と著者

らは報告している。 

 

№ 65 

和文 

タイトル 

50 Hz の電力周波数磁界はラット及びマウスの生殖能力及び発育に影響し

ない 

英文 

タイトル 

Power-frequency magnetic fields at 50 Hz do not affect fertility and 

development in rats and mice. 

著者 Ruan G, Liu X, Zhang Y, Wan B, Zhang J, Lai J, He M, Chen C 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Electromagn Biol Med 2019; 38 (1): 111-122 

国名 中国 

DOI 10.1080/15368378.2018.1545664 PubMed ID 30426795 

概要 この研究は、ラット及びマウスの生殖能力及び発育に対する電力周波数磁

界の影響を調べた。成獣の Sprague-Dawley ラット及び C57BL/6J マウスを、
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疑似ばく露群、30 µT ばく露群、100 µT ばく露群、500 µT ばく露群に割付

けた。ラットは 24週間、マウスは生後 18日目から 12 週間、調査対象のエ

ンドポイントに応じてばく露（20時間／日）し、血漿ホルモン濃度を分析

した。その結果、いずれのばく露レベルでも、雌ラットの体重及び卵巣の

重量、ならびに雄ラットの体重、精巣の重量、精巣上体の重量、及び精子

の数に影響はなかった。また、ばく露群と疑似ばく露群で性ホルモンの血

漿濃度に有意差は認められなかった。更に、4 群間で妊娠率及び移植胚に

有意差は認められなかった。妊娠マウスの胎児数にも、仔マウスの発育に

も影響は認められなかった、と著者らは報告している。 

 

№ 66 

和文 

タイトル 

雄ラットの空間的及び受動的回避学習ならびに記憶、不安様行動及び酸化

ストレスに対する超低周波電磁界へのばく露の影響] med./bio. 

著者:  

掲載誌:  

学術誌   PubMed   doi:  

RIS フォーマットで参考文献をダウンロード 

 

英文 

タイトル 

Effects of exposure to extremely low-frequency electromagnetic fields 

on spatial and passive avoidance learning and memory, anxiety-like 

behavior and oxidative stress in male rats. 

著者 Karimi SA, Salehi I, Shykhi T, Zare S, Komaki A 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Behav Brain Res 2019; 359: 630-638 

国名 イラン 

DOI 10.1016/j.bbr.2018.10.002 PubMed ID 30290199 

概要 この研究は、ラットの酸化ストレス及び行動に対する超低周波（ELF）磁界

ばく露の影響を調べた。雄の成獣の Wistar ラット 72 匹を対照群、疑似ば

く露群、ばく露群（1 µT、100 µT、500 µT、2000 µT）に無作為に割付けた。

60 日間のばく露（2時間／日）後、高架十字迷路（EPM）、モリス水迷路（MWM）、

受動的回避学習（PAL）課題を用いて、不安様行動、空間的・受動的学習及

び記憶をそれぞれ評価した。行動学的試験の数日後、酸化ストレスマーカ

ーを測定した。空間参照記憶試験中、ばく露群（100 µT、2000 µT）はより
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多くの時間をターゲットゾーンで費やした（F (4, 55) = 5.699、

P = 0.0007、一元配置 ANOVA）。PAL では、ばく露群（100 µT、500 µT、2000 

µT）の記憶力試験におけるステップスルー潜時（STLr）は対照群よりも有

意に大きかった（F (4, 55) = 29.13、P < 0.0001、一元配置 ANOVA）。EPM

では、ばく露群（500 µT、2000 µT）は開放部の腕に進入する割合が減少し

た（F (4, 55) = 26.31、P < 0.0001、一元配置 ANOVA）。ばく露群（100 µT、

500 µT）では、マロンジアルデヒド（MDA）濃度が上昇した（F (4, 

25) = 79.83、P < 0.0001、一元配置 ANOVA）。これらの結果から、ELF 磁界

ばく露は記憶保持（記憶取得ではない）を改善すると結論付けられるかも

知れないが、不安状態または酸化状態を進展させる要因となり得る、と著

者らは述べている。 

 

№ 67 

和文 

タイトル 

110 kV 変電所でのサービスプラットフォームからの回路遮断器の動作デバ

イスの保守業務中の作業者の電界ばく露 

英文 

タイトル 

Workers' exposure to electric fields during the task 'maintenance of 

an operating device of circuit breaker from a service platform' at 

110-kV substations. 

著者 Korpinen L, Pääkkönen R 

誌名 年; 

巻(号):頁

-頁 

Int J Occup Saf Ergon 2019; 25 (1): 161-164 

国名 フィンランド 

DOI 10.1080/10803548.2018.1433579 PubMed ID 29382271 

概要 この研究は、110 kV 変電所でのサービスプラットフォームからの回路遮断

器の動作デバイスの保守業務中の電界への職業ばく露を調査し、その結果

を欧州指令 2013/35/EU と比較した。16 か所の変電所で 255 回の電界測定

を実施した。その結果、最も高い電界平均値は 9.6 kV/m であった。63%の

変電所では最大値が同司令の低アクションレベル（AL）値の 10.0 kV/m を

超えており、31%の変電所では 75 パーセンタイル値が 10 kV/m を超えてい

た。全ての測定値は高 AL（20.0 kV/m）以下であった。この測定はフィン

ランドの 110 kV 変電所のみで実施したものであり、この結果を他の国々、

または異なる種類の変電所に一般化することはできない、と著者らは述べ

ている。 
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２．１．２ 国内外の商用周波電磁界に対する規制（一般公衆） 

一般公衆に対する、国内外の商用周波電磁界の規制内容は下表のとおりである。 

 

国内外の商用周波電磁界規制一覧表（一般公衆） 

 2020 年 2月 14 日現在 

国・地域 組 織 
施行

年 区分 
周波数 

（ 商用） 

電界 

[kV/m] 

磁界 

[μT] 備 考 
2007Fy 以降 

ヒアリング 

実施年度 

[ 国際レベル ]         

国際 
国際非電離放射線防

護委員会（ICNIRP） 
2010 

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲ

ﾝ（国連

認可） 

50Hz 5.0 

200   

60Hz 4.2 

国際 
電気電子学会

（IEEE） 
2002 

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲ

ﾝ（民間

基準） 

50･60Hz 5.0 904 
電力線敷設用地内（ROW 内）の電界に対して通常の負荷条件下で

10kV/m。四股に対しては磁界について 75.8mT（50Hz）、63.2mT（60Hz）
 

[ 地域レベル ]         

欧州（EU） EU 閣僚理事会 1999 勧告 50Hz 5.0 100 公衆が多くの時間を過ごす場所に適用。  

[ 国レベル ]         

日本 経済産業省 
1976 規制 50･60Hz 3.0 － 

人に対する電線の静電誘導による電撃の防止。送電線下における電

界強度の許容限界を電気事業法で規制。  

2011 規制 50･60Hz － 200  

米国 － － － － － － 

「電磁界調査及び公衆への情報普及計画：EMF-RAPID」を担当した

米国国立環境健康科学研究所は、積極的な規制ではなく、電磁界ば

く露の低減に向けた産業界の取組や基礎的な研究の継続を提言。 

2012 年度 

英国 
エネルギー・気候変

動省（DECC） 

 

2011 

自主的 

実施基準 

 

50Hz 

 

9.0 

 

360 

実施基準の数値は旧 ICNIRP ガイドラインの基本制限に独自に開

発した人体モデルを用いて HPA が勧告したもの。政府・送電事業

者間の自主的実施基準には左記のばく露ガイドラインのほか、プ

レコーション措置として新設の高圧電力線に対する相配置最適

化の実施基準（2011 年 2 月）、マイクロショックに対する実施基

準（2013 年 7 月）がある。 

2011 年度 

ドイツ 

環境・自然保護・建

設・原子力安全省

（BMUB） 

2013 規制 50Hz 5.0 100 

2013 年 8 月改定。プレコーションとして新設及び大規模改修の際に

は電磁界を最小化する措置の検討の義務化、220kV以上の高圧電力

線の建物上部への新規架設禁止が定められている。 

2013 年度 

2019 年度 

フランス 

エコロジー・持続可

能な開 発・エネル

ギー省（MEDDE） 

2001 規制 50Hz 5.0 100 

MEDDE は 2013 年 4 月に地方当局に対し、プレコーション措置とし

て電力設備周辺で 1μTを超えるような場所に病院や子供のケア施

設を新たに設置しないよう勧告。 

2013 年度 

イタリア 
 

環境・領土保全省 
2003 規制 

 

50Hz 

5.0 100 ばく露制限値 

2008 年度 

－ 10 
注意値：幼児の遊び場、住宅地域等公衆が 1 日 4 時間以上滞在可

能な建物に適用（24 時間中央値）。 

－ 3 

安心目標：公園、住宅地域等公衆が 1 日 4 時間以上滞在可能な場

所での新規の電力線の建設及び、既存の電力設備の側で新たに地域

計画を行う場合に適用（24 時間中央値）。 

オランダ 

 

住宅・国土計画・

環境省 

2005 勧告 
 

50Hz 

5.0 100 ばく露制限値 

－ 0.4 

土地利用制限：高圧電力線の新設、及び、既存の高圧送電線の

側で地域計画を策定する場合に、年平均磁界が 0.4μT を超える

エリアに子供が長期に滞在するという状況を、合理的に可能な

範囲で避け る。なお、電磁界対策ではないが、経済省は既設高

圧電力線への対策として、2017 年より郊外における高圧電力線

下住宅の買上を実施しており、2019 年 1 月には都市部高圧電力

線の地下埋設に関する法案が施行されている。 

2014 年度 

2017 年度 

2018 年度 

スイス 
環境・森林・景観

庁 
2000 規制 50Hz 

5.0 100 ばく露制限値 

電力設備電磁環

境影響調査

2004 年度文献

調査 

－ 1 

プレコーショナリ放出制限値：人が定常的にかなりの時間を過ごす

住宅や公園等での送電線・変電所（新設・既設）が対象。相配置

の最適化等適切な措置が施されていれば免除される。 

スウェーデン 

放射線防護庁 2002 勧告 

50Hz 

5.0 100  

国家労働安全衛生委

員会 等 5 機関 
1996 ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ － － 

電気設備や建物の新設の際に、高ばく露を低減するような費用対効

果のある措置があれば、計画段階から設計・位置決めの努力を払う

（具体的な磁界の大きさや費用に対する言及無し） 

ベルギー 経済省 1998 規制 50Hz 10 － 架空電力線に適用。交差点：7kV/m、居住地域 5kV/m 

ノルウェー 保健衛生省 2011 規制 50Hz 5.0 200 
放射線防護局は送電事業者が新設の際にばく露低減策を検討すべ

き磁界（調査レベル）として 0.4μT を定めている。 
2015 年度 
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国・地域 組 織 
施行

年 区分 
周波数 

（ 商用）

電界

[kV]/ ] 

磁界 

[μT] 備 考 
2007Fy 以降 

ヒアリング 

実施年度 

オーストラリア
衛生医学研究 

評議会 
2015 勧告 50Hz 5.0 200 

電気事業者は自発的に新設設備に LowCost の磁界低減対策を実施

している。 

2015 年度 

2019 年度 

ニュージーランド 環境省 
2008 勧告 

50Hz 
5.0 200 

新設送電線、変電所、配電線を対象に ICNIRP ガイドラインに基づ

く勧告 
2019 年度 

2010 規制 5.0 100 既設送電線を対象 

イスラエル 環境省 2001 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 50Hz 
5.0 100 健康ガイドライン  

－ 1 環境ガイドライン：住宅密集地への電力設備新設に適用。  

ロシア 公衆衛生省 2000 規制 50Hz 0.5 10   

韓国 通商産業ｴﾈﾙｷﾞｰ省 2004 規制 60Hz 3.5 83  2009 年度 

[ 米国州 

レベル ] 
        

フロリダ州 環境保護局 1989 規制 60Hz 
2 15～25 

電力線施設用地境界（ROW 端）。230kV 送電線：15μ T、500kV 送

電線：20μ T、500kV（二重回線）：25μ T 
 

8～10 － ROW 内。8kV/m（69-230kW 送電線）、10kV/m（500ｋV送電線）  

ニューヨーク州 公益事業委員会 1990 規制 60Hz 

1.6 20 ROW 端  

7～11.8 － 
ROW 内。公道と交差する場合 7.0kV/m、私道と交差する場合

11.0kV/m、その他 11.8kV/m 
 

モンタナ州 環境保全局 1985 規制 60Hz 
7 － ROW 内（道路と交差する場合）  

1 － ROW 端（住宅地区）  

ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ州 放射線防護委員会 1981 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 60Hz 3 － ROW 端  

オレゴン州 ｴﾈﾙｷﾞｰ施設立地評

議会 
1980 規制 60Hz 9 － 公衆の立ち入りそうな場所  

カリフォルニア

州 

公益事業委員会 1993 規制 

60Hz 

－ － 

低費用でできる磁界低減策の実施。新規送変電に対してプロジェク

ト総額の 4％を目安に磁界低減策を施す。（2002 年に終了したカリ

フォルニア電磁界計画の結果を受け再検討を行ったが,2006 年に現

状の政策を継続していくこととなった） 

電力設備電磁環

境影響調査

2004 年度文献

調査 
教育局 1993 規制 － － 

学校の新設に際し、既存の送電線（ROW 端）から距離を設ける

（50-133kV送電線：100 フィート、220-230kV送電線：150 フィー

ト、500-550kV送電線：350 フィート） 

コネチカット州 立地審議会 2007 規制 60Hz － － 
低費用でできる磁界低減策の実施。新規の送変電プロジェクトに対

してプロジェクト総額の 4％を目安に磁界低減策を施す。 
2012 年度 

注）「区分」欄の「規制」は拘束力を伴う義務的なもの。その他（ガイドライン、勧告等）は拘束力を伴わない自発的なもの。  

出所）WHO 国際電磁界プロジェクト各国規制動向 DB、WHO 国際電磁界プロジクト国際諮問委員会各国委員提示資料、各国規制当局・公的研究機関ウェブサイト 

規制当局ヒアリング結果、欧州委員会 EU 勧告実施状況報告書（2002）、欧州委員会 EIS-EMFプロジェクト各国レポート（2005）、欧州電気事業連合会資料（2006） 

 

２．１．３ 国外の商用周波電磁界に対する規制（職業者） 

EU（欧州連合）加盟国においては、2013 年の EU指令「物理的作用因子（電磁界）に起因

するリスクへの労働者のばく露についての健康及び安全の最低要求事項に関する指令

（2013/35/EU）」に基づき、職業者に対する電磁界ばく露に関する同指令を、それぞれの加

盟国において法制化することが義務づけられており、法制化の期限は 2016 年 7月 1 日とな

っていた。 

平成 28 年度に実施した本事業において、電磁界情報センターでは EU加盟 28 カ国中 16

カ国の関係機関に電子メールによるアンケート調査を実施し、法制化の状況を確認した。

アンケートに対しては 12カ国から回答があり、指令で認められた範囲内での修正が加えら

れているケースはあるものの、いずれも指令に基づいた法制化が完了している。 

また、加盟国の法制化状況は EUR-Lex という EUの法令データベースでも公表されており、

全 28 加盟国について法制化済みで登録されており、簡単に確認できるようになっている。 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32013L0035&qid=1473293577177 
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２．２ 海外の研究動向・規制動向調査 

諸外国における近年の電磁界に関する規制や研究動向、リスクコミュニケーション手法

等の情報収集として、現地調査を行い、収集した情報等をとりまとめた。 

今回の調査では、以下の理由から、ニュージーランド、オーストラリア、ドイツを調査

対象国として選定し、規制当局や事業者へのヒアリング等に基づき、調査内容を整理した。 

 

＜ニュージーランド及びオーストラリア＞ 

欧州国においては、国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）の改訂前のガイドライン

(1998)の磁界規制 100μTを採用している国もある中、ニュージーランドは、日本と同じ 200

μT の磁界規制を導入していることから、その導入背景や動向情報について調査する。 

また、隣国であるオーストラリアについても、200μT の磁界規制（勧告）を導入してお

り（平成 27 年度に現地調査済）、電磁界に関する最近の動向調査も併せて調査する。 

 

＜ドイツ＞ 

ドイツは、連邦放射線防護庁（BfS）が、WHO、ICNIRP 等の推奨事項に基づき、電磁界に

関する調査研究プログラムを 2017 年 7 月から開始しており、2019 年 11 月に BfS 主催のワ

ークショップが開催されることから、現在までの研究動向について調査する。 
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２．２．１ ニュージーランド 

ニュージーランドの電磁界規制は、環境省（The Ministry for the Environment）が ICNIRP

の改訂ガイドライン（2010）に基づき規制（勧告）を導入している。また、公衆や産業界、

政府や地方自治体に対して電磁界に関する助言をする機関である保健省（Ministry of 

Health：MoH）でも、そのガイドラインの採用を勧告している。 

今回、保健省、国有送電企業である Transpower 社他と面談し、電磁界規制の経緯、政策

内容及び最近の動向状況等について、ヒアリング結果に基づき整理した。  

 

２．２．１．１ ニュージーランドにおける電磁界政策の経緯および規制の制定概要 

ニュージーランドでは、全国の送電グリッド（送電線、変電所）は国有企業である

Transpower 社が保有・運営している。送電線計画にあたっては、送電線が経過する全ての

地方自治体（現在 78 自治体のうち 75 自治体を経過）から承認を得る必要があるが、各自

治体が異なる承認内容であったため、Tranpower 社から政府に対して基準の制定を依頼し、

2005 年頃より検討が開始された。また、電磁界問題への関心の高まりもあり、本基準検討

の中で、電磁界のばく露制限についても議論がなされた。 

その結果、環境省が 1991 年に策定した資源管理法(Resource Management Act 1991)の環

境基準に基づき、以下が環境省により制定された。 

 

 送電線に関する国家政策要項（National Policy Statement on Electricity 

Transmission：NPSET）（2008 年 3 月公表。2008 年 4 月 10 日施行） 

https://www.mfe.govt.nz/more/energy/national-policy-statement-electricity-t

ransmission/about-nps 

 送電線業務に関する国家環境基準（National Environmental Standards for 

Electricity Transmission Activities：NESETA）（2009 年 12 月公表。2010 年 1月 14

日施行） 

https://www.mfe.govt.nz/more/energy/national-environmental-standards-electr

icity-transmission-activities/about-nes 

 

NPSET（政策）は送電線を管理する政策を定めたもの、NESETA（基準）はその政策を適切

に実施するための基準を定めたものであり、NPSET（政策）が NESETA（基準）の上位の位置

づけである。 

NPSET（政策）では、ICNIRP の 2010 年ガイドライン（50Hz、200μT）が勧告されている。

ただし、具体的なばく露制限値までは記載されていない。その一方で NESETA（基準）には

ICNIRP ガイドラインの言及はないものの、具体的なばく露制限値が記載されている。NESETA

（基準）は、既設の送電線（2010 年前）のみに適用（アップグレードの場合を含む）され、
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新設送電線、変電所や配電線には適用外である。新設送電線、変電所や配電線については

NPSET（政策）を適用することになる。地方自治体及び配電線事業者は NPSET（政策）を遵

守する必要がある。 

 公的文書におけるばく露制限及び適用対象については下表のとおり。 

 

公的文書 ばく露制限 適用対象 

NPSET 

（政策） 

勧告 ICNIRP の 2010 年ガイドライン 

（具体的なばく露制限値の記載なし） 

・新設の送電線 

・変電所 

・配電線 

NESETA 

（基準） 

規制 磁界（50Hz、100μT） 

電界（50Hz、5 kV/m） 

（ICNIRP ガイドラインの言及なし） 

・既設(2010 年前)の送電線 

（アップグレードの場合 

も含む） 

 

 また、長期的ばく露影響に関する規制はされておらず、NPSET （政策）ではプレコーシ

ョン的アプローチの考えが含まれているが、NESETA（基準）では含まれていない。 

保健省は、環境省が制定した公的文書に基づき、NPSET（政策）の記載と同様、ICNIRP の

2010 年ガイドラインを勧告している。 

 

２．２．１．２ ニュージーランドにおけるヒアリング結果の概要 

（１） 短期的ばく露影響に関する対応状況 

・NPSET（政策）と NESETA（基準）における規制に関する内容は以下のとおり。 

 

送電線に関する国家政策要項（NPSET）（2008 年 4月 10 日施行） 

送電線の電磁界ばく露に関しては、ICNIRPの1998年ガイドラインとWHOの2007年の

EHC No.238、またはその改訂版に基づくものとされていることから、短期的ばく露

については、ICNIRPの2010年ガイドラインを勧告している。 

   ただし、具体的なばく露制限値までは記載されていない。 
 

7. Managing the environmental effects of transmission 
第 7 章 送電線の環境影響の管理 

 

POLICY 9 
Provisions dealing with electric and magnetic fields associated with the 
electricity transmission network must be based on the International 
Commission on Non-ioninsing Radiation Protection Guidelines for limiting 
exposure to time varying electric magnetic fields (up to 300 GHz) (Health 
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Physics, 1998, 74(4): 494-522) and recommendations from the World Health 
Organisation monograph Environment Health Criteria (No 238, June 2007) or 
revisions thereof and any applicable New Zealand standards or national 
environmental standards. 
 

  第 9 条 

送電線ネットワークに関する電界および磁界を扱う規定は、ICNIRP のガイドライン

「時間変化する電界及び磁界へのばく露制限に関するガイドライン（300GHz まで）」

（Health Physics、1998、74（4）：494–522）、世界保健機関（WHO）の環境保健ク

ライテリア（EHC）モノグラフ（№238、2007 年 6 月）またはその改訂版、および適

用しうるニュージーランド基準または国家環境基準からの勧告に基づいていなけ

ればならない。 

 

 

送電線業務に関する国家環境基準（NESETA）（2010 年 1月 14 日施行） 

既設送電線を対象とし、具体的なばく露制限値として、電界（50Hz、5 kV/m）、

磁界（50Hz、100μT）を定めている。 

 

10 Permitted activities: increasing voltage or current rating 
(1) Increasing the voltage or current rating of an existing transmission line is a 

permitted activity if all of the applicable conditions in subclauses (2) to (9) are 
complied with. 

Conditions 
(2) The electric and magnetic fields produced by the transmission of electricity at 

50 Hz through overhead or underground alternating current transmission 
lines must, after being modelled in accordance with subclauses (4) to (7), be 
demonstrated to either— 

(a) not exceed the following reference levels for public exposure: 
(i) electric field strength of 5 kV/m; and 
(ii) magnetic flux density of 100 microteslas; or 

(b) not exceed the basic restriction level of 2 mA/m² for the density of electric 
current induced in the body. 

 

第 10 条 許可される活動：電圧または定格電流の格上げ 

（1）既設送電線の電圧または定格電流の格上げは、（2）から（9）項のすべての適用

条件を満足する場合に許可される。 
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適用条件 

（2）架空または地中交流送電線からの 50Hz の送電によって発生する電界および磁界

は、（4）から（7）項を満足し、以下の（a）または（b）が確認される。 

（a）公衆ばく露に関する次の参考レベルを超えないこと： 

（i）5 kV/m の電界; そして 

（ii）100μTの磁界; または 

（b）体内に誘導される電流密度の基本制限レベルが 2mA/m²を超えないこと。 

 

  ・Transpower 社が保有するニュージーランド国内の送電線こう長は約 12,000km。NPSET

（政策）と NESETA（基準） が導入された後に新設された送電線は約 200km であるこ

とから、大部分の送電線は NESETA（基準）を満たしていることとなる。 

 

（２） 長期的ばく露影響に関する対応状況 

  ・NPSET （政策）ではプレコーション的アプローチの考えが含まれているが、NESETA

（基準）では含まれていない。このため、プレコーション的アプローチは新設の送

電線が対象であり、既設の送電線は対象外である。 

・Transpower 社は独自に電磁界対応に関する Fact Sheet を定め、プレコーション的ア

プローチとして、費用のかからないまたは低費用の磁界低減対策（ルート選定、電

線の逆相配列等）に取り組んでいる。 

 

（３） 電磁界に関わる対応状況 

[国内の議論、問い合わせ等への対応] 

・NPSET （政策）の制定にあたっては、聴聞委員会を設置して公開質問を受け付けた。

質問の中には、電磁界と健康への影響に関して、0.4 µT を磁界ばく露制限とするこ

とを要求する内容もあった。聴聞委員会では、それが適切な根拠であるかどうかの

議論がなされたが、最終的に、NPSET （政策）は、ICNIRP のガイドラインと WHO の

勧告をばく露制限の適切な根拠とすることとなった。 

・現在、保健省は電磁界（ELF 及び RF）の健康影響に関わる科学的・技術的なアドバ

イザリー会議体としての委員会（Interagency Committee）を設置している。本委員

会は政府、産業界、研究者等の 20名で構成され（環境省はメンバーではないが、案

内はされる）、6ヶ月に 1回開催される。その議論結果については、政府に提案され、

政策に反映されるかどうか検討される。 

・本委員会の報告書は 2～3年に 1回発行され、最新は 2018 年版である（2015 年版の

更新版であるが特に大きな見直しなし）。  

https://www.health.govt.nz/publication/interagency-committee-health-effect

s-non-ionising-fields-report-ministers-2018 
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・保健省では、環境省に対して、NESETA（基準）についても ICNIRP の 2010 年ガイド

ラインに基づくように見直しを提案しているものの、環境省は人員も少なく、他の

問題（水、空気等）への対応が忙しいため、見直しに至っていない。 

・保健省、Transpower 社ともにホームページやパンフレットにより電磁界に関する情

報を公衆へ提供し、適切なコミュニケーションを取るように努めている。 

 

  [Transpower 社（送電事業者）の対応] 

・公衆に対して電磁界に関する情報を提供するため 5つの Fact Sheet を作成し、公表

している。本 Fact Sheet では、保健省も勧告する ICNIRP の 2010 年ガイドライン（一

般公衆 200μT、職業者 1,000μT）を遵守すること、低費用の磁界低減対策を実施す

ることを明記している。 

 https://www.transpower.co.nz/safety/keep-safe/electric-and-magnetic-fields  

・送電線の磁界測定を実施し、その結果を公表している。測定結果の公平性・信頼性

の観点から、外部のコンサルタント（EMF Service 社）に委託して実施した結果であ

る。なお、設計段階において磁界値のシミュレーションも実施している。 

・送電線の計画の際は、地方自治体とも協議しながら推進している。NPSET（政策）に

基づき公衆の安全面にも考慮している。既設送電線については電磁界の問題はあま

り起きないが、土地の所有者が変わったり、住人が妊娠したり、メディアから危な

い情報を聞いた等の場合には、健康影響を気にして問い合わせしてくる方はいる。 

・不安を感じた方に対しては、磁界測定を実施する等、十分にコミュニケーションを

取るように心掛けている。  

 

[職業者] 

・労働安全省が、職業者保護を管轄している。職業者ばく露に対する関心は高まって

いない。ICNIRP ガイドラインの職業者ばく露制限を遵守している。 

 

  [スマートメーター] 

・スマートメーターの導入については、2005 年から着手し、2008 年から本格的に開始

された。現在約 83％の設置が完了し、2020 年 12 月には約 87％が完了予定であるが、

地域事情（人が少ない地域は設置しない）にもより、その数字が最大設置率の見込

みである。 

・導入は義務化されてはいない。小売り会社が設置費用を負担して推進している。設

置にあたり、これまでに住民から電磁界に関する大きな反対はないが、プライバシ

ーの観点から反対する人はいる。そのような場合には、現在は検針に顧客の負担金

はないが、今後は負担する可能性もあるという説明もして、設置を推進するように

している。 
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２．２．１．３ ニュージーランドにおけるヒアリングメモ 

【Transpower（送電事業者）他】 

日 時：2019 年 11 月 7日（木） 9 時 30 分～12時 30 分  

場 所：Transpower 社 会議室 

先 方：Transpower 社[国有送電事業者]：Matthew Walker (Environmental Specialist) 

Electricity Engineers Association (EEA) [配電事業関連]： 

                   Peter Berry (Executive Director) 

Electricity Authority(EA) ［ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ関連］：Ron Beatty (Principal Adviser)  

当 方：電磁界情報センター(JEIC) 

 

＜確認結果＞ 

JEIC：Transpower 社の概要について、教えてください。 

Transpower：ニュージーランド電力公社から、送電部門が分離され、1994 年に国有送電事

業者となりました。ニュージーランド全土の送電グリッド（架空・地中送電線及び変電所）

を保有・運営しており、送電線のこう長は約 12,000km です。送電線は、78地方自治体のう

ち 75自治体を経過しています。 

 

JEIC：送電線の計画の際に、電磁界が問題になることはありますか。また問題となる場合

は、どのように対応されていますか。 

Transpower：送電線の計画の際は、地方自治体と協議しながら推進しています。また公衆

の安全面にも考慮して計画しています。既設送電線については電磁界の問題はあまり起き

ませんが、土地の所有者が変わったり、住人が妊娠したり、メディアから危ない情報を聞

いた等の場合には、健康影響を気にして問い合わせしてくる方はいます。不安を感じた方

に対しては、パンフレットを配布して説明したり、磁界測定を実施する等、十分にコミュ

ニケーションを取るように心掛けています。また、地方自治体からの要請により磁界測定

を実施することもあります。 

 

JEIC：電力設備の電磁界防護政策は何に基づいて対応されていますか。公的な文書は何で

すか。 

Transpower：環境省が制定する送電線に関する国家政策要項（National Policy Statement 

on Electricity Transmission：NPSET：2008 年 4 月施工）と、送電線業務に関する国家環

境基準（National Environmental Standards for Electricity Transmission Activities：

NESETA：2010 年 1 月施工）です。立法上、NPSET（政策）が NESETA（基準）の上位の位置

づけとなります。 

また、Transpower 社では、独自に公衆に対して電磁界に関する情報を提供するため 5 つの

Fact Sheet を作成し、公表しています。本 Fact Sheet では、保健省も勧告する ICNIRP の
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2010 年ガイドライン（一般公衆 200μT、職業者 1,000μT）を遵守することとしています。 

 

JEIC：NPSET（政策）とNESETA（基準）の内容について、具体的に教えてください。 

Transpower：NPSET（政策）は新設の送電線を適用対象としており、ICNIRP の 1998 年ガイ

ドラインまたはその改訂版に基づくものとされていますので、ICNIRP の 2010 年ガイドライ

ン（50Hz、200μT）を採用していることになります。一方、NESETA（基準）は既設の送電

線（アップグレードの場合も含む）を適用対象としており、ICNIRP のガイドライン自体に

は言及していませんが、1998 年のガイドラインの値（50Hz、100μT）を明記しています。 

 

JEIC：NPSET（政策）において、ICNIRP のガイドラインが 2010 年に更新された際、どのよ

うな反応がありましたか。 

Transpower：NPSET（政策）には、既に改訂版に基づくことが明記されていましたので、NPSET

（政策）自体の改訂の必要性はありませんでしたし、公衆からの関心も特にありませんで

した。ただし、NPSET （政策）が最初の 2008 年の制定にあたっては、聴聞委員会を設置し

て公開質問を受け、質問の中には、電磁界と健康への影響に関して、0.4 µT を磁界ばく露

制限とすることを要求する内容もありました。聴聞委員会では、それが適切な根拠である

かどうかの議論がなされましたが、最終的に、NPSET （政策）は、ICNIRP のガイドライン

と WHO の勧告をばく露制限の適切な根拠とすることとなりました。 

 

JEIC：Transpower 社が保有する送電線において、NESETA（基準）が適用されているのはど

の程度ですか。 

Transpower：保有する送電線こう長 約 12,000km に対して、NESETA（基準） が導入された

2010 年より後に新設された送電線は約 200km ですので、大部分の送電線は NESETA（基準）

を満たしていることになります。 

 

JEIC：Transpower 社から、環境省に対して、NESETA（基準）について、NPSET（政策）と同

様に ICNIRP の最新の 2010 年ガイドラインを採用するように働きかけることはないのです

か。 

Transpower：保健省では電磁界（ELF 及び RF）の健康影響に関わる科学的・技術的なアド

バイザリー会議体としての委員会（Interagency Committee）を設置しており、その委員会

のメンバーとなり、環境省に対して、見直しを提案しているものの、環境省は忙しくて対

応に至っていません。本委員会では、オーストラリアのARPANSAからも電磁界に関する情報を

得て参考としています。 

 

JEIC：NPSET（政策）とNESETA（基準）では、プレコーション的アプローチは考慮されていますか。 

Transpower：NPSET（政策）では考慮されていますが、NESETA（基準）では、考慮されていま
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せん。Transpower 社の Fact Sheet では、プレコーション的アプローチとして、低費用の磁

界低減対策（ルート選定、架空電線の逆相配列、地中線のトリプレックスケーブル採用等）

を実施することを明記しています。我々は、公衆が電磁界問題に対してどのように感じて

いるかを認識し、国の政策・基準を遵守したうえで適切に対応するよう心掛けています。

これらは、Transpower 社のホームページにも Commitment として掲載しています。 

 

JEIC：Transpower 社の Fact Sheet では、磁界測定の結果が掲載されていますが、これはど

のように実施したものですか。 

Transpower：公衆に対して測定結果の公平性・信頼性の観点から、外部のコンサルタント

（EMF Service 社）に委託して、ニュージーランド全土の送電線に対して、2006 年～2016

年に実施した結果です。変電所への引き込み線下が最も磁界値が高いです。磁界測定は定

期的に実施していますので、次回 Fact Sheet を更新するタイミングでは、最新の測定結果

を反映する予定です。これらの測定結果は、電磁界に不安を感じる方への説明にも活用し

ています。なお、設計段階において、磁界値のシミュレーションも実施しています。 

 

JEIC：スマートメーターの導入状況を教えて下さい。 

EA：スマートメーターの導入については、2005 年から着手し、2008 年から本格的に開始し

ています。現在約 83％の設置が完了し、2020 年 12 月には約 87％が完了予定です。地域事

情（人が少ない地域は設置しない）にもより、その数字が最大設置率の見込みです。 

 

JEIC：スマートメーターの導入はどのように実施していますか。義務化されていますか。 

EA：導入は義務化されてはいません。小売り会社がスマートメーター設置費用を負担して

推進しています。設置にあたり、これまでに住民から電磁界に関する大きな反対はありま

せんが、プライバシーの観点から反対する人はいます。そのような場合には、現在は検針

に顧客の負担金はないが、今後は負担する可能性もあるという説明もして、設置を推進す

るようにしています。スマートメーターの導入により検針員の人件費をかなり削減出来た

と考えています。 

 

JEIC：Electricity Engineers Association (EEA)の役割について教えて下さい。 

EEA：EEA は、ニュージーランドの電気事業者（発電事業者、配電事業者など）やガス供給

事業者、コンサルタント等に対して、技術面、安全面に関する助言や、政府の政策や基準

などの説明・情報提供をしています。政府と事業者の橋渡し的な役割です。 

 

JEIC：発電所や配電線は NPSET（政策）と NESETA（基準）のどちらが適用されますか。 

EEA：NESETA（基準）の適用対象は送電線のみですので、NPSET（政策）を適用し、保健省のガ

イダンスに基づいています。 
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【MoH（保健省）】 

日 時：2019 年 11 月 8日（金） 9 時 30 分～12時 00 分 

場 所：MoH（保健省） 打合せスペース 

先 方：MoH（保健省） Sally Gilbert(Manager) 

当 方：電磁界情報センター(JEIC) 

 

＜確認結果＞ 

JEIC：電磁界防護政策の責任官庁はどこですか。 

MoH：環境省は、電磁界ばく露に関する政策を定めています。保健省は、電磁界ばく露によ

る公衆の健康保護に関するその政策について勧告を行っています。労働安全省は、職業者

保護を管轄しています。 

 

JEIC：現時点において電力設備の電磁界防護政策を公的に決定する文書は何ですか。 

MoH：環境省により制定された送電線に関する国家政策要項（National Policy Statement on 

Electricity Transmission：NPSET：2008 年 4 月施工）と、送電線業務に関する国家環境基

準（National Environmental Standards for Electricity Transmission Activities：

NESETA：2010 年 1月施工）です。 

保健省は、電磁界（ELF 及び RF）の健康影響に関わる科学的・技術的なアドバイザリー会

議体としての委員会（Interagency Committee）を設置し、その報告書において、勧告内容

を記載しています。 

一部の地方自治体では、NPSET で規定されている ICNIRP の 1998 年または 2010 ガイドライ

ンに基づいて、地区計画の電磁界ばく露制限をしています。 

 

JEIC：そのような政策が導入された際、公衆等の反応はどうでしたか。 

MoH：NPSET（政策）の導入の際には、聴聞委員会が設置され、多くの公開質問がありまし

た。一方、NESETA（基準）の導入の際には、公衆やメディアの関心はあまりありませんで

した。 

 

JEIC：その政策の中に、一般公衆を対象とした商用周波(50Hz)の電界と磁界の数値基準は

ありますか。また、対象設備は何ですか。 

MoH：NPSET（政策）では、ICNIRP の 2010 年ガイドラインに基づき、新設送電線、変電所、

配電線が対象です。一方、NESETA（基準）では、具体的に電界（50Hz、5 kV/m）、磁界（50Hz、

100μT）とし、基準制定前の送電線を対象としています。 

 

JEIC：その数値基準の遵守の確認方法はどうしていますか。 

MoH：事前に数値計算をしたり、運用後に実際に測定したりしています。 
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JEIC：その政策の中ではプレコーション的アプローチは考慮されていますか。 

MoH：NPSET（政策）では、プレコーション的アプローチは考慮されています。しかし、NESETA

（基準）では、科学的及びその他の関連する証拠を根拠としているため、考慮されていま

せん。 

 

JEIC：プレコーション的アプローチを導入することになった大きな要因は何ですか。 

MoH：プレコーション的アプローチは、科学的証拠が強く、ばく露が限られている場合（労

働者など）、ほとんど必要ありません。証拠が弱かったり、あいまいであったり、弱い人々

（乳児、高齢者、疾患者など）がばく露される可能性がある場合には、より予防策を講じ

ることが推奨されます。WHO の EHC No.238 の勧告も重要でした。  

 

JEIC：プレコーション的アプローチの内容を教えて下さい。 

MOH：EHC No.238 で提案されている費用のかからないまたは低費用の磁界低減対策（ルート

選定、電線の逆相配列等）です。  

 

JEIC：プレコーション的アプローチは、全ての電力設備が対象ですか。また、その対象エ

リア（市街地のみか。それとも山間地も）はありますか。 

MoH：新設送電線のみが対象です。また全てのエリアが対象ですが、明らかに、近くに人が

住んでいない場合はプレコーション的アプローチは考慮されません。 

 

JEIC：プレコーション的アプローチの導入により一般公衆の不安のレベルに変化はありま

すか。 

MoH：現時点では、公衆は、電力設備からの電磁界のばく露影響を懸念していないようです。

これは、地方自治体や送電事業者である Transpower 社が人々との適切なコミュニケーショ

ンにより対応してきたことが要因と考えられます。 

 

JEIC：電磁界問題で新設送電線計画の取り止めや、建設期間が長期化している事例はあり

ますか。 

MoH：地方自治体との協議等に時間を要し建設が遅れることもありますが、Transpower 社は、

計画通りに建設が進むよう、早めに地方自治体と協議を開始し、適切なコミュニケーショ

ンを取って対応しています。 

 

JEIC：電磁界に関する市民とのコミュニケーションをどのように行っていますか。具体的

な事例を教えて下さい。 

MoH：保健省は、ホームページにおいて、電磁界に関する情報を提供し、WHO、ICNIRP や IARC 



72 
 

へのリンクを掲載する等しています。また必要に応じ更新をしています。また、パンフレ

ットを作成しており、Transpower 社や他事業者もそれを活用しています。さらに、ホーム

ページを通じた一般市民やメディアからの問い合わせにも対応しています。特に懸案事項

があった場合には、利害関係者の会議に出席することもあります。 

 

JEIC：電磁界問題を原因として、電力設備設置への反対運動等が発生した場合、仲裁機関

等はありますか。 

MoH：環境裁判所があります。また電力設備の計画に対して、地方自治体の聴聞会に意見を

提出することができます。 

 

JEIC：スマートメーターから発する電磁波の健康影響に関する関心の高まりはありますか。 

MoH：以前は健康影響への関心はありましたが、最近は過ぎ去ったようです。保健省のホー

ムページには、スマートメーターからの高周波磁界は、国が定めるばく露制限よりも非常

に小さいという情報を掲載しています。 

 

JEIC：電磁界への職業者ばく露に対する懸念は高まっていますか。 

MoH：職業者ばく露に対する懸念は高まっていません。職業者ばく露については労働安全省

が管轄しており、ICNIRP ガイドラインの職業者ばく露制限を遵守しています。 

 

JEIC：生体影響研究に対する政府としての取り組みがあれば教えて下さい。 

MoH：特にありません。ニュージーランドの人口は 500 万人未満であり、電磁界ばく

露の影響に関する科学的研究を実施する十分な余裕がありません。 

 

以 上 
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２．２．２ オーストラリア 

オーストラリアにおける電磁界規制は、国立衛生医学研究審議会（NHMRC）が 1989 年に

策定した EMF ガイドライン（50Hz、100μT）について、オーストラリアの電磁界政策を統

括している放射線防護・原子力安全庁（Australian Radiation Protection and Nuclear 

Safety Agency：ARPANSA）が 2002 年より基準としての策定を視野に、オーストラリア独自

の基準（50Hz、300μT）を策定することも検討されたものの、最終的に独自の策定を行わ

ず、2015 年に ICNIRP の 2010 年ガイドライン（50Hz、200μT）を勧告することとし、一連

の検討が終了したこととなっている。 

 また、長期的ばく露影響に関する規制はないものの、事業者独自にプレコーション的ア

プローチに取り組んでいる。 

 今回、ARPANSA と面談し、2015 年以降の規制に関する対応状況、電磁界問題に関する最

近の動向について、ヒアリング結果に基づき整理した。 

 

２．２．２．１ オーストラリアにおけるヒアリング結果の概要 

（１）短期的ばく露影響に関する対応状況 

  ・2015 年に放射線保健委員会（RHC）において、「ICNIRP の最新のガイドライン（50Hz、

200μT）を recommendation する」ことが決定され、一連の電磁界規制に関する検討

が終了した。それ以降、現在までに ICNIRP の最新ガイドラインを勧告するという位

置づけに変更はなく、見直しを検討している状況にもない。 

・送電事業者及びガス供給事業者が加盟しているエネルギーネットワーク協会（ENA）

では、加盟事業者向けに電磁界に関する管理業務のための「電磁界管理ハンドブッ

ク（EMF MANAGEMENT HANDBOOK）」を 2016 年 1月に発行した。 

https://www.energynetworks.com.au/assets/uploads/emf_handbook_2016_02_1.pdf 

これは、2015 年に作成過程にあったドラフト版が完結し、発行されたものである。 

・本ハンドブックの第 5 章 電磁界ばく露に関するガイドライン及びばく露制限では、

国際的に広く認められている電磁界ばく露ガイドラインとして、ICNIRP（2010）及

び IEEE（2002）を挙げており、ICNIRP のガイドラインは、人々を超低周波電磁界へ

のばく露から保護するための科学的根拠に関する ARPANSA の見解と一致していると

されている。 

 

（２）長期的ばく露影響に関する対応状況 

  ・規制はされておらず、事業者は自主的に慎重なる回避（Prudent Avoidance）策とし

て、費用のかからないまたは低費用の磁界低減対策に取り組んでいる。 

  ・前述の事業者向けの電磁界管理ハンドブックにおいて、第 7章 慎重なる回避/予防

では、ENA や他事業者は慎重なる回避策を採用すること、第 8章 慎重なる回避の評

価プロセスでは、費用のかからないまたは低費用の磁界低減対策を採用することが

定められている。 
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（３）電磁界に関わる対応状況 

  [問い合わせ等への対応] 

  ・ARPANSA への問い合わせ状況について、電力設備等からの超低周波電磁界（ELF）に

関しては 2015 年は 400 件超/年、2016 年以降は 200 件超/年と減少傾向である。その

一方で、無線周波電磁界(RF)やスマートメーターに関しては、問い合わせが増加傾

向にあり、2019年は約600約/年とELF電磁界に比較すると多くの問い合わせがある。

5G に関する問い合わせも多い。  

・問い合わせ受付時間は、電話は火曜と木曜の 11 時～12 時 30 分。メールは 24 時間。

問い合わせ体制は、8名の専門家がおり、曜日毎に 3名ずつ配置し対応している。 

 

  [職業者] 

・職業者ばく露に対する関心は高まっておらず、特に対応をしている状況にない。ま

た、将来的に対策をする計画は今のところない。 

  

 [スマートメーター] 

  ・スマートメーターの導入については、ビクトリア州（州都メルボルン）で 2011 年か

ら着手し、2015 年に完了した。導入の際には公衆からの懸念があったものの、義務

化され推進された。その他の州では、導入は義務化されていない。 

・ビクトリア州政府は、導入される 3 種類のスマートメーターからの無線周波電磁界

（RF）のばく露レベルの測定（住宅内、住宅外）を実施し、その結果は、ARPANSA が

規定する一般公衆のばく露レベルを大幅に下回っていた。 

 

  [その他] 

  ・ARPANSA では、レンタル用の ELF 磁界測定器を 12 台保有している。5 日間のレンタ

ル料金は、事務所に直接来てもらう場合 AUD$55、発送の場合は AUD$75。高周波磁界

の測定器のレンタルは行っていない。 

 

２．２．２．２ オーストラリアにおけるヒアリングメモ 

【ARPANSA】 

日 時：2019 年 11 月 11 日（月） 10 時 00 分～11 時 30 分 

場 所：ARPANSA 会議室 

先 方：ARPANSA Ken Karipidis (Assistant Director) 

Rohan Mate (Science Offier) 

当 方：電磁界情報センター(JEIC) 

 

＜確認結果＞ 

JEIC：前回の 2015 年調査以降、電磁界防護における ARPANSA の役割に変化はありますか。 

ARPANSA：ARPANSA は連邦政府の組織であり、オーストラリア全土の電磁界政策を統括して

いる役割に変化はありません。ARPANSA は電磁界防護に関して規制はしておらず、勧告をし

ているのみです。規制するかどうかは各州が判断することになります。 
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JEIC：2015 年調査時、ARPANSA では ICNIRP の 2010 年ガイドラインを勧告していました。

その位置づけに変化はありますか。  

ARPANSA：ICNIRP の 2010 年ガイドラインを勧告していることに変わりはありません。また

見直しを検討している状況もありません。 

 

JEIC：国内における電磁界防護への関心度合について教えて下さい。 

ARPANSA：ARPANSA では、電話及びメール等より問い合わせを受けています。電力設備等か

らの ELF 電磁界に関する問い合わせは、2015 年は 400 件超/年でしたが、2016 年以降は 200

件超/年と減少傾向です。その一方で、無線周波電磁界(RF)やスマートメーターに関しては、

問い合わせが増加傾向にあり、2019 年は約 600 約/年と ELF 電磁界に比較すると多くの問い

合わせがあります。 

 

JEIC：問い合わせ内容について教えてください。 

ARPANSA：低周波、高周波ともに電磁波の健康影響に関する不安や磁界レベルの確認等が多

いです。電力設備に関する問い合わせは多くないですが、最近は 5Gに関する問い合わせが

増えています。  

 

JEIC：問い合わせ対応の体制について教えて下さい。 

ARPANSA：問い合わせの受付時間については、メールは 24 時間、電話は火曜と木曜の 11 時

～12時 30 分としています。また問い合わせへの体制については、8名の専門家がおり、曜

日毎に 3名ずつ配置し対応しています。なお、EMF の検討チームとしては健康影響、電磁界

測定、電磁界計算担当と合計 6名います。 

 

JEIC：2015 年に ENA によって作成中であった「電磁界管理ハンドブック」のその後の進捗

について教えてください。 

ARPANSA：「電磁界管理ハンドブック」は 2016 年 1月に発行されています。その後は更新さ

れていません。本ハンドブックでは、ARPANSA が ICNIRP の 2010 年ガイドラインを勧告し

ていることが記載されています。 

 

JEIC：電磁界に関する市民とのコミュニケーションをどのように行っていますか、具体的

な事例を教えて下さい。 

ARPANSA：電話やメール、ホームページを通じた入力様式により対応を実施しています。一

般の方向けへのセミナーは実施していません。 
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JEIC：電磁界への職業者ばく露に対する現在の対応を教えて下さい。また将来的な計画が

あれば教えて下さい。 

ARPANSA：職業者ばく露に対する懸念は高まっておらず、特に対応をしている状況にありま

せん。また、将来的に対策をする計画は今のところありません。 

 

JEIC：スマートメーターの導入状況を教えて下さい。 

ARPANSA：スマートメーターが最初に導入されたのはビクトリア州で 2011 年から導入がス

タートし、2015 年に導入が完了しています。導入の際には公衆からの懸念もありましたが、

義務化され推進されました。その他の州では、導入は義務化されていません。ビクトリア

州政府は、導入される 3 種類のスマートメーターからの無線周波電磁界（RF）のばく露レ

ベルの測定（住宅内、住宅外）を実施しました。測定結果は、ARPANSA が規定する一般公衆

のばく露レベルを大幅に下回っていました。 

 

JEIC：スマートメーターから発する電磁波の健康影響に関する関心度合について教えて下

さい。 

ARPANSA：ビクトリア州においては、導入がスタートとした 2011 年以降は約 150/年の問い

合わせがありましたが、導入完了の 2016 年以降、問い合わせは減少し、2019 年は約 20 件/

年の状況です。 

 

JEIC：ばく露実態調査の実施内容について教えて下さい。 

ARPANSA：メルボルンの一般住宅 296 件を対象（電話帳から無作為に抽出）とし、住宅内（子

供部屋を中心）に ELF 電磁界の測定を実施しました。測定結果は、小児白血の発症との因

果関係に示唆される磁界レベル（0.4μT）を超過した割合は 2%程度であり、その大部分は

送電線近くの住宅でした。住宅を訪問して調査することから、調査職員として女性を雇っ

て研修をしたうえで実施しました。 

最近では、学校での Wi-Fi 環境からの子供達への影響の懸念から、2016 年にビクトリア州

及びニューサウスウエルズ州の学校（23 校）において、Wi-Fi 等の無線周波電磁界（RF）

の測定を実施しました。測定結果は、ICNIRP ガイドライン値を十分に下回っていました。 

 

JEIC：ELF 磁界の測定器の貸出サービスの状況を教えて下さい。 

ARPANSA：ELF 磁界の測定器を 12 台保有しています。5日間のレンタル料金は、事務所に直

接来てもらう場合 AUD$55（約 4,200 円）、発送の場合は AUD$75（約 5,700 円）です。高周

波磁界の測定器のレンタルは行っていません。 

 

以 上 
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２．２．３ ドイツ 

 ドイツにおける電磁界規制は、連邦環境・自然保護・建設・原子力安全省（BMUB）が担

当している。ドイツ国内における電磁界に関する規制は、国際非電離放射線防護委員会

（ICNIRP）が 1998 年発表のガイドラインを一部先取りして 1996 年に制定されている。同

規制は、2010 年に ICNIRP のガイドライン「時間変化する電界及び磁界へのばく露制限に関

するガイドライン（1Hz から 100kHz まで）」が改訂された後の 2013 年に改訂され、規制値

は原則として ICNIRP のガイドライン値に則ったものとなったものの、商用周波の磁界規制

については、ICNIRP の改訂ガイドライン値（50Hz では 200μT）を採用せず、1996 年制定

時の 100μT のままとなっている。これは先に導入された規制値 100μT の値のまま維持す

ることが事業者側でも特段問題が生じなかったことから、規制値を見直す機運が生じてい

ないためである。 

また、プレコーション的アプローチとして、新設及び大規模改修の際には電磁界を最小

化する措置の検討の義務化、220kV 以上の高圧送電線の建物上部への新規架設禁止が定めら

れている。 

 ドイツにおける電磁界関連の研究は、BMUB の下部組織である連邦放射線防護局（BfS）が

担っており、主に電離放射線及び非電離放射線による損傷から人間と環境を安全に保護す

るために活動を実施している。今回、BfS が実施している「電力網の拡張における放射線防

護」調査プログラムの国際ワークショップが開催されたため、そのワークショップ内容の

調査を実施するとともに、Bfs へのヒアリング結果に基づき整理した。 

 

２．２．３．１ BfS による調査プログラムの概要 

 ドイツでは原子力や石炭による発電から再生可能エネルギーへの転換が進められており、

そのために既存送電線の拡充や新設送電線の建設が必要となってきている。そのような中

で、直流や交流の電磁界ばく露と健康との因果関係についての人々の関心が高まってきて

いた。また、それらの関係性は科学的にも未解明な点があったことから、「電力網の拡張に

おける放射線防護」調査プログラムが 2017 年から開始されている。 

 

【電力網の拡張における放射線防護 調査プログラム】 

1 商用周波磁界と神経変性疾患の関連性の解明 

2 電磁界と知覚及びしきい値の決定 

3 小児白血病の原因解明 

4 商用周波磁界の共発がん性の調査 

5 磁界のばく露と流産の関連性の解明 

6 高圧送電線でのコロナイオンの発生、伝搬、吸収の研究 

7 公衆のばく露データ収集とばく露評価 

8 リスク認知とリスクコミュニケーション 
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 2019 年 11 月に BfS によって開催された 2つのワークショップの概要を以下に記載する。 

 

（１） 電界、磁界及び電磁界の環境影響についての国際ワークショップ 

日 時：2019 年 11 月 5日～7日 

場 所：ミュンヘン（ドイツ） 

 

＜概要＞ 

・ドイツでは、原子力や石炭による発電から再生可能エネルギーへの転換に伴う電力網の

拡張と複数の高圧送電線の新設、ならびに、日常生活のほぼ全てのシナリオへの第 5 世

代（5G）移動通信規格及びデジタル技術の導入が、全ての周波数範囲の電界、磁界及び

電磁界への人々や環境のばく露状況の変化につながっている。その結果、あるかも知れ

ない健康影響ならびに動植物への悪影響についての人々の懸念が高まっている。 

・本ワークショップは、科学的知識の現状をまとめ、環境に対する電磁界の既知の影響と、

あるかも知れない影響について議論することを目的としており、環境中の全ての周波数

の人工的な電磁界の発生、生物系に生じるかも知れない作用機序、植物・無脊椎動物・

脊椎動物において観察されている生物学的影響が取り上げられた。知識の欠如が同定さ

れ、その結果によっては、植物相及び動物相に対する、意図しない、あるかも知れない

電磁界の悪影響についての研究課題が挙げられた。 

 

【プログラム】 

1 ばく露評価と磁界測定 

2 行動メカニズム 

3 低周波電磁界（電力線及びケーブル） 

3.1 脊椎動物への電磁界の影響 

3.2 脊椎動物への無線周波数電磁界の影響 

3.3 電磁界が脊椎動物に与える影響 

3.4 植物への電磁界の影響 

4 無線周波数電磁界（5Gを含むモバイル通信） 

4.1 植物への電磁界の影響 

4.2 無脊椎動物への影響 

 

（２） 小児白血病の原因についての国際ワークショップ 

日 時：2019 年 11 月 20 日～22 日 

場 所：フライジング（ドイツ） 
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＜概要＞ 

・原子力発電所の近くにおける小児白血病の増加、ならびに、小児白血病のリスクと低レ

ベルの低周波磁界へのばく露との関連性が一貫して認められていることから、BfS は、小

児白血病の病因についての研究を強化している。これらの知見のどちらについても、電

離及び非電離放射線の生物学的影響についての現状の知識からは、もっともらしい説明

がついていない。このため BfS は、約 2 年ごとに様々なパートナーと共同でワークショ

ップを開催し、知識の現状について討議し、小児白血病の主な原因についての理解を深

めるための長期的な戦略的研究課題を策定してきた。 

・本ワークショップはその 6 回目となるもので、以下のトピックスについて、最近の研究

結果や、今後の研究の方向性が討議された。 

 小児白血病のリスク因子としての電離・非電離放射線 

 白血病発症のメカニズム（遺伝的・エピジェネティック的な因子、免疫系・環境リ

スク因子の役割を含む） 

 バックグラウンド放射線と白血病のリスク 

 白血病の研究のための動物モデル 

 

【プログラム】 

0 動物モデル 

1 開会と導入 

2 遺伝的要因とエピジェネティック的要因 

3 免疫システムの役割 

4 環境リスク要因 

5 次に向けて 

 

２．２．３．２ 小児白血病の原因についての国際ワークショップの詳細 

 世界保健機関（WHO）から発表されている環境保健クライテリア№238 及びファクトシー

ト№322 にも記載されているように、超低周波電磁界ばく露と小児白血病との関連性を示す

証拠は因果関係とみなせるほど強いものではないと評価されている。一方、健康影響に関

する科学的証拠の不確かさを更に低減するために研究プログラムを推進すべきとの提言が

なされている。 

 今回の国際ワークショップはドイツでの小児白血病の原因を解明するために開催された

ものであったため、ワークショップに参加して研究動向を調査し、その結果を整理した。 

 開催された国際ワークショップには主に欧州における研究者約 70人が参加しており、動

物モデルの作成状況や遺伝的な要因、免疫システムの役割、環境リスク要因、背景放射線

などに関する最新の知見の発表が実施された。小児白血病と電磁界ばく露の因果関係につ

いては、今後も研究を進めていく必要があるとの結論であった。 
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【小児白血病の原因について】 

3.1 小児白血病、磁界へのばく露と低レベルの電離放射線との関連性のメタ分析 

  主にガンマ線やラドンとの関連性についての分析結果が報告された。電磁界

についての言及は特になかった。 

3.2 小児白血病と磁場へのばく露のプール分析 

  磁界の影響度合いは過去の分析結果と比較して低くなっているものの、電磁

界とは何らかの関係がある。しかしながら、過去の研究においてはばく露評価

方法としての不正確な点も多く、今後も分析を継続したとしても今以上の新し

い知見を得ることは困難との結論であった。今後は BfS としても更なるプール

分析は実施しない方向との報告があった。 

3.3 B 細胞 ALL 患者の分子遺伝学的分析 

 小児白血病の原因のファーストヒットとなるものの遺伝子状態を検出するた

めの研究であり、その後のセカンドヒットの要因のひとつとして電磁界がなり

得るかどうかは今後も研究が継続される。 

3.4 適切な動物モデルにおける白血病の発生の調査 

  評価するための動物モデルを作り出し、弱い磁界のばく露によって小児白血

病が発生するかどうかを研究するものであり、現在の動物モデルの作成状況が

報告された。今後、大規模な動物モデルの実験が始められる可能性が高い。 

3.5 磁界にばく露された動物モデルの免疫状態の調査 

  セカンドヒットが発生する条件として生体免疫機能の関わりが重要と考えら

れており、その仮説を立証するための研究が報告された。 

3.6 小児白血病の原因を扱う国際コンソーシアムへの参加または関与 

  疫学研究の報告があったものの、電磁界との関連性を示す報告はなかった。 

3.7 小児白血病の原因に関する現在の研究状況の国際ワークショップ 

  今回の国際ワークショップの開催など。 

3.8 全国的な出生または母子コホートへの参加 

  3.6 と同様であり、今後も調査研究を維持、拡張していくことが重要である

との報告があった。 

 

２．２．３．３ ドイツにおけるヒアリング結果の概要 

 ドイツ国内における最新情報を得るためにミュンヘン近郊にある BfS と面談し、ヒアリ

ング結果に基づき、その内容を整理した。 
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  [電磁界に関わる対応状況] 

  ・ドイツでは原子力発電を 2022 年末までに順次停止していく政策が 2011 年 7 月に可

決され、現在までには北部で大規模な風力発電設備が多数建設されてきた。その北

部の風力発電所で発電された電気を南部の都市に送る必要があり、その送電線ルー

ト周辺の住民が電磁界の健康影響を心配している。 

・最近では、5G 関係の高周波への関心が増加してきており、問い合わせ件数としては

商用周波数のものと比べて 3 倍程度となっている。また、ドイツでは特定の自治体

が 5G 導入の反対を決議した場合、その自治体への 5G 導入を断ることができる。最

近では住民運動の結果からフライブルクでの 5G導入の計画が延期された。 

・電磁界問題で新設送電線計画の取り止めはないが、周辺住民からの建設への反対に

より、計画が延期されているものはある。ハイブリッド送電（1回線が交流、もう 1

回線が直流での送電）のパイロットを実施したところ、周辺住民の反発を受けてい

る事案がある。住民の主張は、「我々をモルモットにするな」というものであった。

直流送電線の部分を地中化する案もあったが、人口密度が高くてルートを確保でき

なかった。 

・直流送電線を地中化した案件が 3 件あるが、最近では、その付近の農家が直流地中

送電線による土壌温度の上昇が植物に何らかの影響を与えるのではないかと心配し

ている。 

 

  [新たなリスクコミュニティセンターの設立動向] 

  ・BfS では市民からの電磁波に関する問い合わせの増加から、それに対応する新しい組

織を 2020 年 2月に設立が発表される予定となっている。設立場所はベルリンに近い

コトブスという街である。 

・主な業務は、市民とのコミュニケーションであり、市民からの問い合わせ対応や磁

界測定器の貸し出しサービスも実施する。 

・新組織は最初は 15 人程度の規模を予定している。職員の構成は電気関係の専門家だ

けでなく、心理、医学、社会科学、環境学者などの専門家も含まれる。 

※ その後の BfS からの発表（2020 年 2 月 5 日付け）では、新組織のオープニングは

2020 年後半になる予定。 

https://www.bfs.de/DE/themen/emf/kompetenzzentrum/das-kompetenzzentrum/das

-kompetenzzentrum.html (ドイツ語ページ) 

 

  [職業者] 

・電磁界に関する職業者ばく露への関心は高くない。 
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[スマートメーター] 

  ・スマートメーターの導入状況については、以前は国内で反対運動があったものの、

現在は下火になっている。新しい技術の 5Gが出てきたため、5Gへの関心の方が高ま

ったためと考えられる。 

 

２．２．３．４ ドイツにおけるヒアリングメモ 

【Bfs】 

日 時：2019 年 11 月 25 日（月） 10 時 00 分～11 時 30 分 

場 所：BfS Dr. Gunde のオフィス 

先 方：BfS Dr. Gunde Ziegelberger 

当 方：電磁界情報センター(JEIC) 

 

＜確認結果＞ 

JEIC：電磁界防護における BfS の役割はどのようなものですか。 

BfS：BfS は独立した上位の官庁です。ドイツ環境・自然保護・建設・原子炉安全省（BMUB）

に対して、ばく露の限界値を示します。省は市民に対して最新の知見を伝えます。万一、

知識が不足している場合は研究を実施しています。 

 

JEIC：ドイツ国内における電磁界防護への関心に変化はありますか。 

BfS：ドイツでは原子力を止める政策が実施されるため、北部の風力発電で発生した電気を

南部に送る必要があり、その送電線建設ルート上の住民が電磁界の健康影響を心配をして

います。しかしながら、最近、ドイツでは 5G関係の高周波への関心が増加してきています。

問い合わせ件数としては、低周波の 3 倍程度あります。また、ドイツでは特定の自治体が

5G 導入に対して反対を決議した場合、その自治体への 5G 導入を断ることができます。最近

では、住民運動の結果からフライブルクでの 5G導入計画が延期されました。他国では、ベ

ルギーのブリュッセルやスイスのジュネーブでも延期されています。 

 

JEIC：2017 年にベルリンで開催された会合において紹介された BfS の調査プログラム（「電

力網の拡張における放射線防護」調査プログラム）における研究や調査のその後の進捗に

ついて教えて下さい。 

BfS：35 件のプロジェクトの内、約半分が既に始まっています。例えば小児白血病の動物実

験プロジェクトも既に立ち上げられています。 

 

JEIC：それらの研究や調査の結果において、電磁界防護へ反映するまたは考慮する必要が

あるものはありましたか。 

BfS：現在のところ、ありません。仮に動物実験などの結果がポジティブであれば変更する
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必要があります。普通の人はミツバチや昆虫が大量に死ぬのは農薬であると考えています

が、一部の人はミツバチの大量死の原因に対して、電磁界の影響と思い込んでいる人もい

ます。昆虫の数がものすごく減っているのは事実ですが、学問的な研究の結果は事実に反

しています（大量死の原因は農薬や電磁界の影響ではなく、自然現象の可能性もある）。現

在、研究結果を英語で出版する準備をしています。 

 

JEIC：電磁界に関する市民とのコミュニケーションをどのように行っていますか、具体的

な事例を教えて下さい。 

BfS：BfS のホームページを通じて市民とのコミュニケーションを従来から実施しています。

一般の方は白黒をすぐに知りたがりますが、学者はそれができないことをよく理解してい

ます。ホームページも白血病関係の記載もありますが、その結論までは書いていないと思

います。SNS など、最近は情報伝達のやり方も変化しているため、新たなコミュニケーショ

ンセンターではそれらも含めて可能となるよう計画しています。以前は記者はホームペー

ジや資料などをよく読んで記事を書いていましたが、最近では電話で問い合わせをしたこ

とだけで記事を書く傾向があり、記事の内容が表面的なことだけになってしまっていると

感じています。 

 

JEIC：コミュニケーションにおける市民の主な関心事について教えて下さい。また、それ

らに変化はありましたか。 

BfS：送電線の場合にはルートの狭い範囲の住民が関心を持っていますが、5G は国中の人が

関心を持っています。アンテナも非常に多くなるため、関心が高いです。それ以外には、

美容用の超音波（肥満対策への利用）などもあり、今後研究していく必要があります。ま

た、電気自動車についても関心があります。 

 

JEIC：電気自動車の件は無線給電システム（WPS）に関する関心でしょうか。 

BfS：WPS もありますが、電気自動車を運転中に車内で生じている中間周波の電磁界の健康

影響に対しての関心が多いです。 

 

JEIC：電磁界問題が原因で電力設備の反対運動などが発生した場合、仲裁機関などはあり

ますか。 

BfS：例えば市長が BfS に質問することはありますが、仲裁機関はありません。ドイツでは

2013 年から法律で電磁界を最小化する要求が定められています。住民に対する影響を最小

限にする、電磁界を最小にする努力が必要となっています。ただし、既設設備は対象外で、

新設設備のみが対象とされています。 

 

JEIC：再生可能エネルギー導入に伴い、送電線の計画や建設は増加していますか。 



84 
 

BfS：ドイツでは原子力や石炭火力を止める政策とし、再生エネルギーの導入が非常に進ん

でいるため、送電線の能力を大幅にアップさせるような計画や建設が増加しています。送

電線の電圧を 11kV から 2倍にして送電能力を向上させたりしています。そうした建設が影

響し、周辺住民に対する問題も大きくなってきています。 

 

JEIC：電磁界問題で新設送電線計画の取り止めや、建設が長期化している事例はあります

か。その理由も含めて教えて下さい。 

BfS：取り止めはありませんが、延期されている事例はあります。周辺住民の反対が主な原

因です。ハイブリッド送電（直流と交流での送電）のパイロットを実施したところ、周辺

住民は「我々をモルモットにするな」と主張しています。直流送電線を地中化する案もあ

りましたが、その場所は人口密度も高くてできませんでした。建設費用は非常に高額とな

りますが、直流送電線を地中化している案件が 3 件あります。最近では、農家がその直流

地中送電線について、送電による土壌温度の上昇が植物に何らかの影響を与えるのではな

いかということを心配しています。 

 

JEIC：最近、ドイツで直流送電線が多く採用されている理由は何でしょうか。 

BfS：直流は送電ロスが少ないためです。北部の洋上風力から南部へ長距離送電する必要が

あるため、少しでもロスが少ない送電方式が選ばれています。 

 

JEIC：ドイツにおけるスマートメーターの導入状況を教えて下さい。 

BfS：ドイツではスマートメーターの導入が進められています。以前は反対運動がありまし

たが、現在は下火になっています。5G が出てきて、そちらの方に関する関心が高まったた

めと考えています。根拠はありませんが、WiFi が良くないと主張するグループもいます。 

 

JEIC：電磁界への職業者ばく露に対する関心は高まっていますか。 

BfS：関心はありますが、それほど高くありません。この問題はドイツ労働省の管轄となっ

ており、BfS とはあまりコンタクトがないので詳しく分かりません。 

 

JEIC：11 月上旬に BfS が組織した環境影響に関する国際ワークショップの議事録または本

を出版する予定はありますか。 

BfS：英語版を出版する予定です。 

 

BfS：BfS では市民からの問い合わせなどの業務の増加に対応する新しい組織を設立します。

2020 年 2 月に設立が発表される予定です。設立場所はベルリンに近いコトブス（Cottbus）

という街です。コトブスは元々褐炭の露天掘りが盛んに実施されていた街です。近年の発

電構成の変化から失業者が増えていましたが、雇用を増加させる目的もあり、この街が選

定されました。 
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JEIC：コトブスの業務内容について教えて下さい。 

BfS：コトブスで実施する業務は主にコミュニケーションで、市民からの問い合わせ対応や

磁界測定機の貸し出しです。初めは 15人の規模を予定しています。職員の構成は電気関係

の専門家だけでなく、心理、医学、社会科学、環境学者などの専門家も含まれています。 

 

JEIC：コトブス付近には、大規模な送電線が経過していますか。 

BfS：送電線はコトブス付近を経過してはいません。 

 

JEIC：電磁過敏症については、ドイツでも問い合わせはありますか。 

BfS：ドイツ内にも電磁過敏症と主張される方が多く存在します。ドイツ国内で研究した結

果、電磁界ばく露との因果関係がないことが分かっています。それらを丁寧に説明し、ご

く一部の方には納得してもらっています。来年、コトブスにできる組織では電磁過敏症に

関する部署も作られる予定です。主に誤解を解くことが目的です。 

 

JEIC：電磁波攻撃を受けているとの問い合わせはありますか。 

BfS：電磁波攻撃の問い合わせはあります。また、市民が警察に通報し、その警察から電磁

波に関する問い合わせを受けたこともあります。市民の主張の例では、5G導入に関して「国

家が市民をコントロールするために 5Gを導入しようとしている」と思い込んでいる方もい

ました。 

 

以 上 
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２．３ 電力設備から発生する磁界の測定 

令和元年度電力設備電磁界情報調査提供事業では、講演会での講演資料への活用を考慮

し、開催地域周辺での電気設備及び日常生活環境の磁界測定を実施した。また、磁界測定

の対象は、次の２つとした。 

 

（１）2011 年に改正された「電気設備に関する技術基準を定める省令」及び「解釈」に示

された測定方法（測定方法は国際規格「IEC 62110」/日本工業規格「JIS C 1911」に

準じた内容）による電気設備付近の磁界測定 

（２）電力設備等から発生する磁界の理解をより深めることを目的とした以下の磁界測定 

①特徴的な場所の磁界測定 

 ・人の往来が多い箇所 

 ・キュービクル式高圧受電設備（以下キュービクル） 

（キュービクルとは、6,600V の高圧線で電気を受けて 100V 等に変圧し、各戸・

各施設に供給する電気設備） 

・太陽光発電設備 

②物理的な変化を確認する磁界測定 

 ・距離が離れるほど急激に磁界レベルは低下することを確認する、距離変化 

 ・電力の負荷により磁界レベルは刻々と変化することを確認する、時間変化 

 

２．３．１ 測定箇所及び日程 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釧路市内 8 月 6日（火）～ 8月 8日（木） 

鳥取市内 7 月 24 日（水）～ 7 月 26 日（金） 

大津市内 7 月 29 日（月）～ 7 月 31 日（水） 

水戸市内 8 月 20 日（火）～ 8 月 22 日（木） 

佐賀市内 8 月 27 日（火）～ 8 月 29 日（木） 
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２．３．２ 測定対象 

（１）省令及び解釈による電気設備付近の測定 

設備 電圧 回線数 釧路 鳥取 大津 水戸 佐賀 

架空送電線 

500kV 2 回線   ●   

220kV 2 回線  ●    

187kV 2 回線 ●     

154kV 
2 回線   ●   

4 回線    ●  

110kV 2 回戦  ●    

66kV 2 回線 ●   ● ● 

 
 

設備 電圧 釧路 鳥取 大津 水戸 佐賀 

地中送電線 

110kV  ●    

77kV   ●   

66kV ●※1   ●※1 ●※1 

架空配電線 ●※1 ● ●※1 ●※1 ●※1 

屋外変電所 

275kV   ●   

220kV  ●   ● 

187kV ●     

154kV    ●  

110kV  ●    

77kV   ●   

66kV ●   ● ● 

路上変圧器 ●※1 ●※1 ●※1 ●※1 ●※1 

ケーブル立ち上がり箇所 ●※2 ●※1 ●※1 ●※1 ●※1 

※1 2 箇所測定 

※2 3 箇所測定 
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（２）特徴的な場所の測定 

設備 釧路 鳥取 大津 水戸 佐賀 

人の往来が多い箇所 ● ● ● ● ● 

キュービクル周辺 ●※1 ● ●※1 ●※1 ● 

太陽光発電設備    ● ● 

※1 2 箇所測定 

 

（３）磁界の物理的変化を確認する測定 

設備 電圧 回線数 釧路 鳥取 大津 水戸 佐賀 

架空送電線 

500kV 2 回線   ●   

220kV 2 回線  ●    

187kV 2 回線 ●▲     

154kV 
2 回線   ●   

4 回線    ●▲  

110kV 2 回戦  ●    

66kV 2 回線 ●   ● ● 

屋外変電所 
275kV   ▲   

110kV  ▲    

凡例 ●：距離変化、▲：時間変化 
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２．３．３ 測定方法 

（１）省令及び解釈による電気設備付近の測定 
電気設備の技術基準の解釈の第31条、第39条及び第50条に記載されている測定器、

測定方法に準拠して測定を実施した。 

＜測定器＞ 

・３次元磁界測定器 3470-13（日置電機製）を使用 

※ 磁束密度モード 10Hz～180Hz で測定 

・本測定器は JIS C 1910-1 に準拠 

＜測定方法＞ 

・電気設備付近の測定は、省令（国際規格「IEC 62110」/日本工業規格「JIS C 1911」

に準じた内容）に準じた方法にて測定 

   ・１点測定（空間的に均一 ）：架空送電線、架空配電線 

・３点測定（空間的に不均一）：地中送電線、屋外変電所、路上変圧器、 

ケーブル立ち上がり箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 点測定（空間的に均一な場所の場合） 

3 点測定（空間的に不均一な場所の場合） 

<測定設備> 
〇 架空送電線 
〇 架空配電線 

<測定設備> 
〇 地中送電線 

高さ 0.5m、1,0m、1.5m の位置で測定し、3点の平均値で評価を行う。 

凡例 ×：測定ポイント 

凡例 ×：測定ポイント 
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（２）特徴的な場所の磁界測定 
測定器は（１）と同様のものを用いた。測定方法もキュービクルや太陽光発電設備

は（１）に準じた方法で測定した。 

・３点測定（空間的に不均一）：キュービクル、太陽光発電設備 

・人の往来が多い箇所は、通路部（店には入らない）にて高さ１ｍの地点で測定

した。 

 

（３）磁界の物理的変化を確認する測定 

測定器は（１）と同様のものを用いた。測定方法も架空送電線や変電所付近は（１）

に準じた方法で測定した。 

 ・１点測定（空間的に均一）：架空送電線 

 ・距離特性は、送電線下で最も磁界の高かった高さ１ｍの地点から、送電線に対

して直角方向に５０ｍまで測定を行った。 

 ・時間特性は、送電線下及び変電所付近で最も磁界の高かった地点で、１５分間

隔で測定を行った。 

 

 

 

 

3 点測定（空間的に不均一な場所の場合） 

<測定設備> 
〇 屋外変電所 
〇 ケーブル立ち上がり箇所 

<測定設備> 
〇 路上変圧器 

高さ 0.5m、1,0m、1.5m の位置、または、設備の高さを 3等分した位置で測定を行い、
3 点の平均値で評価を行う。 

※ ※ 

凡例 ×：測定ポイント 
※設備の高さで測定位置が異なる 



91 
 

２．３．４ 測定結果 

（１）省令及び解釈による電気設備付近の測定 
①架空送電線 

地域 電圧［kV］ 電線数 線下地上高［m］ 線下磁束密度［μT］ 

釧路 
187 6 本 12.2 1.80 

66 6 本 16.2 1.10 

鳥取 
220 6 本 41.7 0.11 

110 6 本 17.3 0.33 

大津 
500 6 本 93.0 0.12 

154 6 本 17.7 0.29 

水戸 
154 12 本 17.7 2.67 

66 6 本 16.6 0.37 

佐賀 66 6 本 11.5 0.53 

※ 線下地上高は、簡易測定器によるおおよその数値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 ×：測定ポイント 

最下電線 

電線地上高 

測定高さ=1m 
× 
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②地中送電線 

地域 
電圧 

［kV］ 

推定埋設深さ

[m] 

磁束密度[μT] 

H=0.5m H=1.0m H=1.5m 3 点平均 

釧路 
66 1 0.10 0.10 0.09 0.10 

66 2.6 1.44 1.03 0.77 1.08 

鳥取 110 1.5 1.01 0.89 0.86 0.92 

大津 77 1.8 0.18 0.17 0.13 0.16 

水戸 
66 3.9 0.22 0.20 0.17 0.20 

66 2.8 0.11 0.11 0.11 0.11 

佐賀 
66 2.8 0.14 0.12 0.10 0.12 

66 2.2 0.69 0.54 0.47 0.57 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 ×：測定ポイント 
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③架空配電線 

地域 電線数［本］ 線下地上高［m］ 線下磁束密度［μT］ 備考 

釧路 
3 10.0 0.19 各種通信線あり 

6 11.6 0.14 各種通信線あり 

鳥取 6 10.7 0.63 各種通信線あり 

大津 
3 11.7 0.10 各種通信線あり 

6 11.7 0.14 各種通信線あり 

水戸 
3 10.0 0.19 各種通信線あり 

6 10.8 0.09 各種通信線あり 

佐賀 
3 10.8 0.09 各種通信線あり 

6 13.4 0.09 各種通信線あり 

※ 線下地上高は、簡易測定器によるおおよその数値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 

凡例 ×：測定ポイント 
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④屋外変電所 

地

域 
電圧［kV］ 

磁束密度［μT］ 

（変電所フェンスから 0.2m 離れた位置） 備考 

H=0.5m H=1.0m H=1.5m 3 点平均 

釧

路 

187 2.86 3.01 3.24 3.04 送電線下 

66 5.88 4.87 4.41 5.05  

鳥

取 

220 3.16 3.64 3.78 3.53 送電線下 

110 3.40 3.77 4.12 3.76 送電線下 

大

津 

275 8.35 8.58 9.03 8.65 送電線下 

77 5.69 6.2 6.65 6.18 送電線下 

水

戸 

154 2.53 2.61 2.63 2.59 送電線下 

66 1.77 1.90 2.06 1.91  

佐

賀 

220 5.77 6.90 7.03 6.57 送電線下 

66 1.59 1.73 2.18 1.83 配電線下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 ×：測定ポイント 

0.5m × 

× 

× 

0.2m 

測定高さ 1.0m 

1.5m 

フェンス 

変電設備 
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⑤路上変圧器 

地域 測定面 
測定高さの

最大値Ｈ[m] 

磁束密度［μT］(路上変圧器から 0.2m 離れた位置) 

H/3m 2H/3m 3H/3m 3 点平均 

釧路 
右側面 1.40 0.60 0.97 0.60 0.72 

左側面 1.10 1.02 1.11 0.53 0.89 

鳥取 
正面 1.50 1.13 0.85 0.39 0.79 

正面 1.50 3.28 2.31 0.69 2.09 

大津 
右側面 1.20 0.59 0.40 0.28 0.42 

正面 1.20 2.06 1.74 1.39 1.73 

水戸 
正面 1.50 3.44 4.46 1.06 2.99 

正面 1.50 5.36 4.40 2.91 4.22 

佐賀 
右側面 0.93 4.48 3.36 1.17 3.00 

右側面 1.01 2.64 1.12 0.39 1.38 

※ 測定面は、測定可能な面のうち最大磁界の面 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 ×：測定ポイント 
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⑥ケーブル立ち上がり箇所 

地域 
磁束密度［μT］（ケーブルから 0.2m 離れた位置） 

H=0.5m H=1.0m H=1.5m 3 点平均 

釧路 

0.09 0.09 0.09 0.09 

0.22 0.20 0.17 0.20 

0.13 0.15 0.15 0.14 

鳥取 
0.17 0.31 0.46 0.31 

0.13 0.13 0.11 0.12 

大津 
0.12 0.12 0.12 0.12 

1.11 1.39 2.05 1.52 

水戸 
0.10 0.10 0.10 0.10 

0.15 0.15 0.16 0.15 

佐賀 
0.68 0.89 1.00 0.86 

0.22 0.34 0.43 0.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 ×：測定ポイント 
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（２）特徴的な場所の磁界測定 
①人の往来が多い箇所 

地域 磁束密度[μT]（地上から高さ 1m の位置） 

鳥取 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

0.09 0.09 0.08 0.09 0.09 0.11 0.09 0.09 0.08 

⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ 

0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09 0.09 

⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ① ～ ㉔の平均 

0.08 0.09 0.08 0.09 0.09 0.09 

 

 

 

 

飲
食
店 

飲
食
店 

飲
食
店 

飲
食
店 

飲
食
店 

美
容
室 

飲
食
店 

空 

飲
食
店 

青
果
店 

空 

飲
食
店 

飲
食
店 

飲
食
店 

× × × × × × × × × × × × × × 

① ②③ ④ ⑤⑥⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㉓   ㉒     ㉑ ⑳ ⑲ ⑱ ⑰ ⑯ ⑮ 

× × × × × × × × × 

飲
食
店 

パチンコ店 空 

美
容
室 

空 

飲
食
店 

空 

飲
食
店 

飲
食
店 

 

 

＜上記以外の人の往来の多い箇所での最大磁界＞ 

釧 路････0.15μT 

大 津････0.10μT 

水 戸････0.10μT 

佐 賀････0.10μT 

 

 

 

 

凡例 ×：測定ポイント 
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②キュービクル周辺 

地域 
磁束密度［μT］（フェンスから 0.2m 離れた位置） 

H=0.5m H=1.0m H=1.5m 3 点平均 

釧路 
1.44 3.36 0.96 1.92 

2.03 1.30 0.55 1.29 

鳥取 1.88 1.18 0.76 1.27 

大津 
1.66 1.58 0.98 1.41 

1.95 1.87 1.11 1.64 

水戸 
4.68 2.23 1.11 2.67 

1.93 2.66 1.07 1.89 

佐賀 0.23 0.30 0.35 0.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 ×：測定ポイント 

0.5m × 

× 

× 

0.2m 

測定高さ 
1.0m 

1.5m 

フェンス 

キュービクル 
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③太陽光発電設備 

地域 
磁束密度［μT］（フェンスから 0.2m 離れた位置） 

H=0.5m H=1.0m H=1.5m 3 点平均 

水戸 0.11 0.11 0.11 0.11 

佐賀 0.11 0.11 0.11 0.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 ×：測定ポイント 

0.5m × 

× 

× 

0.2m 

測定高さ 1.0m 

1.5m 

フェンス 

太陽光発電設備 
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（３）磁界の物理的変化を確認する測定 

  ①距離変化（架空送電線の場合） 

   187kV 架空送電線（釧路） 

・線下地上高＝12m※  

・測定高さ＝1m 

・送電線中心位置から送電線に対して概ね直角方向に 50m の範囲を測定 

※ 線下地上高は、簡易測定器によるおおよその数値 

 

 

 

架空送電線 

 

 

測定高さ１ｍ 

 

 

距離Ｌ（ｍ） 

 

※ 上記箇所を含め 9 箇所で距離による変化を確認する測定を実施。 

全測定結果は別紙 1を参照 

（横から見たイメージ） 

凡例 ×：測定ポイント 

× × × × × × × × × × × 
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③時間変化 

変電所付近（鳥取） 

・測定高 0.5m、1.0m、1.5m の 3 点を測定し平均を算出 

・9時 00 分より 17時 00 分の間、15 分間隔に測定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（横から見たイメージ） 凡例 ×：測定ポイント 

0.5m 

×

×

×

塀・フェンス 

0.2m 

変電所設備 

測定高 

1.0m 

1.5m 
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２．３．５ 測定結果のまとめ 

（１）省令及び解釈による電気設備付近の測定 

・今回測定した箇所は、すべて省令の規制値（200μＴ）に比べて低い値であった。 

・これまでに各都市で測定した結果と比べて、同程度の磁界が測定された。 

（２）特徴的な場所の磁界測定及び磁界の物理的変化を確認する測定 

・人の往来の多い箇所の測定結果は概ね 0.1μＴ程度であった。 

・キュービクル周辺の測定結果は 3.0μＴ以下であった。 

・太陽光発電設備の測定値は 0.1μＴ程度であった。 

・架空送電線から距離が離れるほど磁界は小さくなった。 

・変電所付近での時間による変化は、3.06～3.76μＴであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※次ページの拡大グラフを参照 
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２．３．６ 測定結果の活用 

測定結果を、講演会で情報提供した。 

 

２．３．７ 講演会での磁界測定に関する意見 

＜講演会参加者の意見＞ 
・別紙２「講演会における質疑応答」参照 
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２．４ 講演会の開催 

以下の内容で、5回の講演会を実施した。 

 

２．４．１ 企画概要 

下記の 3 つテーマで、10 月から 1 月にかけて 5 箇所（釧路市、鳥取市、大津市、水

戸市、佐賀市）において講演会を開催した。 

・経済産業省の取り組みについて 

・講演 1「電磁界を知る（電磁界とは何か、主に低周波電磁界の影響と身のまわりの磁

界の強さ等を紹介します）」 

・講演 2「くらしを取り巻くその他の電磁界について（IH 調理器、電子レンジや携帯

電話など身のまわりの電磁界の影響について国際機関の見解などを中心に

紹介します）」 

 

（１）開催日時・開催場所・講演者名 

①釧路市講演会 

日 時：令和元年 10 月 29 日（火）13:05～15:55 

場 所：釧路市観光国際交流センター B ホール 

講演者：（講演 1）多氣 昌生 

    （講演 2）大久保 千代次 

②鳥取市講演会 

日 時：令和元年 11 月 28 日（木）13:05～15:55 

場 所：とりぎん文化会館 第１会議室 

講演者：（講演 1）多氣 昌生 

    （講演 2）大久保 千代次 

③大津市講演会 

日 時：令和元年 12 月 18 日（水）13:05～15:55 

場 所：ピアザ淡海 大会議室 

講演者：（講演 1）多氣 昌生 

    （講演 2）大久保 千代次 

④水戸市講演会 

日 時：令和 2年 1月 10 日（金）13:05～15:55 

場 所：ザ・ヒロサワ・シティ会館 集合室 10 号 

講演者：（講演 1）牛山 明 

    （講演 2）大久保 千代次 
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⑤佐賀市講演会 

日 時：令和 2年 1月 21 日（火）13:05～15:55 

場 所：佐賀市文化会館 イベントホール 

講演者：（講演 1）多氣 昌生 

    （講演 2）大久保 千代次 

 

（２）開催目的 

商用周波数の電磁界に係る国内外の研究動向、諸外国の規制動向、リスクコミュニケ

ーション手法など最新の研究動向を調査、整理、分析して取りまとめた資料及び、釧

路市、鳥取市、大津市、水戸市、佐賀市での磁界測定結果を活用し、電磁界の健康影

響に対する国と国民との間に生じるリスク認識のギャップを埋めるべく、講演及び参

加者の質問対応を通じて、正確な情報を分かりやすく開催地周辺地域の国民に提供す

ることを目的とする。 

 

（３）内容 

経済産業省による行政の取り組みの紹介に引き続き、多氣昌生氏（首都大学東京教

授）又は牛山明氏（国立保健医療科学院 統括研究官）が講演を行った。休憩を挟ん

で大久保千代次（一般財団法人 電気安全環境研究所 電磁界情報センター所長）が

講演を行い、その後申し込み時及び当日提出された質問について、講演者が回答を行

った。 

 

（４）参加費：無料 

 

（５）参加申し込み方法 

一般財団法人 電気安全環境研究所 電磁界情報センター（以下、電磁界情報センタ

ー）のホームページ・FAX・はがき・電話による申し込み受付を行った。 
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（６）プログラム 

各会場とも次のプログラムで実施した。 

13:05～13:10 開会挨拶 

13:10～13:30 主催者挨拶及び経済産業省の取り組みについて（経済産業省） 

13:30～14:30 講演 1 

「電磁界を知る（電磁界とは何か、主に低周波電磁界の影響と身のまわ

りの磁界の強さ等を紹介します）」（多氣昌生、牛山明） 

14:30～14:40 休憩 

14:40～15:10 講演 2 

「くらしを取り巻くその他の電磁界について（IH 調理器、電子レンジや

携帯電話など身のまわりの電磁界の影響について国際機関の見解など

を中心に紹介します）」（大久保千代次） 

15:10～15:55 質疑応答（経済産業省、講演者） 

 

（７）磁界測定デモンストレーションの実施 
全ての会場において磁界測定のデモンストレーションを実施。ドライヤー、白熱球、

LED 電球などを準備し、磁界の大きさは電流の大きさに比例するなどの磁界の性質を、

デモンストレーションを通して参加者に確認頂いた。 
 
２．４．２ 講演会の開催準備 

講演会開催の周知は、次の方法にて行った。 

 
（１）案内状・チラシの作成と郵送 

電磁界情報センターにて、開催目的・開催日時・開催場所・申し込み方法等を記載

した案内状・チラシを作成し、以下に示す機関に送付した。 
・マスメディア（開催市の全国紙支局、地方紙） 
・地方自治体（開催市及び近隣） 
・開催市の市民センター、公民館、消費生活センター、保健所、図書館等公共施設 
・開催市の幼稚園 
・開催市の企業（不動産関係） 

 
（２）ホームページによる案内 

電磁界情報センターのホームページで開催目的・開催日時・開催場所・申込み方法等

の案内を周知するとともに、ホームページでの申し込み受付も行った。 
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（３）新聞広告の作成と掲載 
電磁界情報センターにて、開催目的・開催日時・開催場所・申込み方法等を記載し

た新聞広告の原案を作成し、開催地域の全国紙、地方紙及びフリーペーパ等に掲載し

た。また、新聞への折り込みチラシを入れた。 
 
（４）その他の案内 

・電磁界情報センター 会報誌『JEIC NEWS』に開催案内記事掲載 

・電磁界情報センターのメールマガジンに開催案内記事掲載 

・開催市の後援名義使用承諾を申請し了承された。 

 
２．４．３ 講演会当日配布物 

・講演会予稿集（資料３） 

・WHO ファクトシート集 

・パンフレット「電磁界と健康」（資料１） 

・総務省パンフレット「電波と安心な暮らし」 

・事前質問（資料４） 

・質問用紙（休憩中に回収） 

・アンケート用紙（閉会時に回収） 

 
２．４．４ 講演者との講演内容の調整 

講演会は主催者と講演者の３名により実施し、講演内容については基本的に、同じ内

容、同じ流れで行うこととした。 
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２．４．５ 開催結果 

（１）参加状況 

  

   

 

会場 参加申込数 参加実績 定員（150 名）に対する参加率 

釧路市 99 名 90 名 60% 

鳥取市 132 名 126 名 84% 

大津市 183 名 152 名 101% 

水戸市 115 名 95 名 63% 

佐賀市 171 名 157 名 105% 

合計 700 名 620 名 － 

 
定員（150 名）を超過した箇所では、講演会場の収容可能な範囲で受付を行った。 

また、当日都合が悪くなり参加できなかった方々で講演資料の送付を希望された方には、

自宅への講演資料送付などにより情報提供を行った。
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（２）参加者からの質問事項 

質問の内容からキーワードを拾い、分野別に分類すると以下のようになり、電力設

備等から発生する商用周波（50/60Hz）電磁界に関する質問は全体の 25%であった。 

分野別 事前質問 会場質問 

商用周波電磁界 35 件 16 件 

中間周波数に関する質問(IH 等) 8 件 0 件 

高周波に関する質問(携帯電話・電子レンジ等) 32 件 10 件 

静電磁界に関する質問 4 件 3 件 

複合周波数（分類不可含む）に関する質問 9 件 15 件 

電磁波防護 13 件 1 件 

電磁過敏症に関する質問 5 件 0 件 

機器影響に関する質問（ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ等） 8 件 0 件 

発電設備（太陽光、風力） 5 件 1 件 

その他 17 件 20 件 

合 計 136 件 66 件 

 質疑応答の詳細内容については、別紙２のとおり。 

  

（３）アンケート回収結果 

記述回答については、基本的に原文のままとしたが、明らかな誤字等については訂

正するとともに、分かり易さ等の点から一部表現を修正した。また、個人名や特定の

名称等は削除又は変更した。アンケートの回収は全会場で 441 枚であるが、択一回答

（○は１つ）の設問に複数回答している例があり、2回答の場合はそれぞれ、0.5 件の

回答として１人１件の回答となるように按分集計した。したがって、回答件数が小数

表記となっている場合がある。 

会 場 参加実績 回収数 回収率 

釧路市 90 名 67 名 74% 

鳥取市 126 名 96 名 76% 

大津市 152 名 112 名 74% 

水戸市 95 名 74 名 78% 

佐賀市 157 名 92 名 59% 

合 計 620 名 441 名 71% 
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（a）．参加者属性  

（a-1）.年齢 

  

年 代 10代 20代 30代 40代 50代 
60代 
以上 

無回答 合 計 

回答者数 2 名 18 名 42 名 45 名 62 名 255 名 17 名 441 名 

比 率 0.5％ 4.1% 9.5% 10.2% 14.1% 57.8% 3.8% 100% 

 

（a-2）.性別 

 

性 別 男 性 女 性 無回答 合 計 

回答者数 248 名 168 名 25 名 441 名 

比 率 56.2% 38.1% 5.7% 100% 
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（a-3）.経済産業省の主催する電磁界に関する講演会等への参加状況 

       

 

項 目 回答者数 比 率 

今回の参加が初めて 398 名 90.2% 

2 回目 6 名 1.4% 

3 回以上 7 名 1.6% 

無回答 30 名 6.8% 

合 計 441 名 100% 
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（a-4）.職業別 

 

業 種 回答者数 比 率 

主婦、学生、無職 201.0 名 45.6% 

行政関係者 38.0 名 8.6% 

エネルギー事業者 34.0 名 7.7% 

自営業 33.0 名 7.5% 

その他の職業 33.0 名 7.5% 

販売事業者 30.0 名 6.8% 

教育関係者 8.0 名 1.8% 

製造事業者 25.5 名 5.8% 

医療関係者 20.5 名 4.6% 

無回答 18.0 名 4.1% 

合 計 441.0 名 100% 
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ｂ．個別回答結果 

（b-1）．本講演会を何でお知りになりましたか？（回答はいくつでも）  

 

講演会開催の情報源 回答数 比 率 

新聞折込チラシ 155 件 33.0% 

新聞広告 84 件 17.9% 

所属機関の連絡網 65 件 13.9% 

公共施設等に置かれた開催チラシ 38 件 8.1% 

行政機関等のお知らせ（市報等） 38 件 8.1% 

電気安全環境研究所からの案内状 34 件 7.2% 

フリーペーパ、地域情報誌 20 件 4.3% 

その他 16 件 3.4% 

電磁界情報センターのホームページ 13 件 2.8% 

イベント情報サイト 2 件 0.4% 

無回答 4 件 0.9% 

合 計 469 件 100% 

※その他への記載事項 （親戚、家族、友人からの紹介 など） 
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（b-2）．講演会の内容はいかがでしたか。（回答は１つ） 

 

 

 

 

 

講演会の内容 
回答者数 比 率 

大変役に立った 107.0 名 24.3% 

まあまあ役に立った 192.5 名 43.7% 

役に立った 124.5 名 28.2% 

あまり役に立たなかった 7.0 名 1.6% 

役に立たなかった 1.0 名 0.2% 

無回答 9.0 名 2.0% 

合 計 441.0 名 100% 
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（b-3）．講演内容のわかり易さについて、どのようにお感じですか？（回答は１つ） 

 

 

講演内容の分かりやすさ 回答者数 比 率 

わかり易く有意義 108 名 24.5% 

ある程度理解できた 209.5 名 47.5% 

説明がやや難しい 86.5 名 19.6% 

説明がかなり難しい 14 名 3.2% 

その他 21 名 4.8% 

無回答 2 名 0.5% 

合 計 441 名 100% 

 

※その他への記載事項 

・ 分かり易く有意義だったが、もう少し深い話が聞きたかった。 

・ 講演 1 は難しすぎるところもあった。要約を実生活に役立つよう示してくれる方がよ

かった。 
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・ 基本的にはわかりやすい講演であったが、時間的制約のせいか、「あとで資料を読んで」

という場面が多かったので、できれば「資料を読んで」というのは無くしてほしい。 

・ 理解するには時間が少ない講演であった。 

 

（b-3）で「説明がかなり難しい」、「説明がやや難しい」、「ある程度理解できた」と回答した方は次の

何れに当てはまるかお答えください。（回答はいくつでも） 

 

 

講演内容が難しかった理由 回答数 比 率 

普段聞きなれない用語が多く理解できない部分があった。 
用語の解説集などがあれば理解が深まった。 

136 件 38.4% 

限られた時間の中で、講演内容の進み方が早く理解ができ
なかった。 

63 件 17.8% 

内容の全てについて難しかった。一般の参加者が理解でき
るような工夫が必要 

37 件 10.4% 

その他 48 件 13.6% 

無回答 70 件 19.8% 

合 計 354 件 100% 

 

※その他への記載事項 

・ まだ何となく不安な感じは残る。でも何も知らないよりは良かった。勉強になった。 

・ 一般の人がもっと知りたい、必要と思っていることに絞ったほうがいい。 

・ 資料が多すぎてどれを見たらよいかわからなかった。 

・ 滑舌やスピーカーの特性・音量等で聞き取りにくかった。 

・ 良く説明していただいたのですが、時間がもっとあったほうが良かったと思う。 

・ 時間を拡大し、関心テーマ毎に分科会と設け、質疑応答を受けながら説明して理解を

深める。時間と設定してもらえたら有難い。 

普段聞きなれない用語が多く理解できない部分があ

った。用語の解説集などがあれば理解が深まった。 

限られた時間の中で、講義内容の進み方が早く理解が

できなかった。 

内容の全てについて難しかった。一般の参加者が理解

できるような工夫が必要 

その他 

無回答 
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・ 早口の説明は、少し聞き取りにくかったです。 

・ 専門的な話ではなく、生活に寄り添った内容の時は役立った。 

・ この内容で数年に一回は聞きたい。 

・ 会場が暗く感じた。講師の先が見えづらかった。 

・ 講演１に比べ、講演２の講演時間が短かった。同じ説明時間を取ってほしい。 

・ 大体理解できたように思うが、量が多かったのでパーフェクトにわかったか判断でき

ない。 

・ 測定に関して、測定場所、時刻にバラツキがあり、横並びで評価ができない。測定時

の架線数、電圧、電流値も明記すべき。火力発電箇所のデータは？ 

・ 聞き慣れない用語があったが資料をたくさんいただいたので、後で復習します。 

 

（b-4）．申込時あるいは当日ご記入頂いた質問事項が、講演または質疑対応に含まれていました

か。 

     

 
 

質問への回答 回答者数 比率 

含まれていた 125 名 28.3% 

含まれていなかった 8 名 1.8% 

該当なし 198 名 44.9% 

無回答 110 名 25.0% 

合計 441 名 100% 
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 (b-5)．今後、電磁界の健康影響について、知りたい点がありましたらお書きください。 

 

・ 一度にたくさんの人が使用しているところでの影響を知りたい。 

・ 5G について知りたい。 

・  外国のデータや研究ではなく、日本での具体的事例やどんな取り組みをしてい

るか聞きたい。 

・ 電磁界から悪い健康影響を受けず、上手く付き合う方法を知りたい。 

・ 風力発電について知りたい。 

・ 政府の電磁過敏症の人達に対する対応と研究を知りたい。電磁界の影響について訴え

る人達との公開討論会を開いて欲しい。 

・ 新幹線からの電磁波について知りたい。 

・ インプラント等、体内に人工物が埋められている場合の影響について知りたい。 

・ IH 調理器を含めもっと家庭に身近な商品を取り上げて欲しい。 

・ 一般配電線における柱上変圧器や、通信用マイクロ回線周辺、BS 受信空中線等からの

影響を知りたい。 

・ 電磁波による認知症への影響を知りたい。 

・ 最新の研究動向や取り組み状況を知りたい。 
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(b-6)．この講演会は、電磁界の健康影響について、正確な情報を広く提供し皆様方の不安

を少しでも払拭することを目的に行っていますが、より良い方策について、皆様のご意見

をお聞かせください。（回答はいくつでも） 

 

改善方策 回答数 比率 

このような講演会を定期的に行ってほしい 265 件 47.4% 

問い合わせに対して、答えてくれるような電話窓口を 
整備してほしい 

86 件 15.4% 

詳細内容のパンフレットやホームページを作成して 
欲しい 

127 件 22.7% 

その他 25 件 4.5% 

無回答 56 件 10.0% 

合 計 559 件 100% 

 

※その他への記載事項 

・ 教育現場（学校等）で教育を位置付けて欲しい。 

・ 小中高校等で勉強する機会があってもいいのではないかと思う。 

・ Ｑ＆Aの充実とホームページでの周知をして欲しい。 

・ 会議場などでビデオとかあれば見せてくれるとわかりやすい部分もあるかもしれませ

ん。ビデオ制作など大変かもしれませんが…。一度参加した人にはハガキや手紙でお

知らせがあるといいです。また講演会を開催して欲しいです。 

・ TV 等メディアを通じて公開すべきだと思う。 

 

このような講演会を定期的に行ってほしい 

詳細内容のパンフレットやホームページを
作成してほしい 

問い合わせに対して、答えてくれるような
電話窓口を整備してほしい 
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(b-7). このような講演会等に参加しやすい曜日・日時をお聞かせください。（回答は１つ） 
 

 

 

開催希望日 回答者数 比率 

平日(午後) 264.0 名 59.9% 

休日(午後) 50.5 名 11.4% 

休日(午前) 36.0 名 8.2% 

平日(午前) 30.5 名 6.9% 

その他 20.0 名 4.5% 

無回答 40.0 名 9.1% 

合計 441 名 100% 



121 
 

２．４．６ アンケート結果の考察 

アンケート結果の考察は次のとおり。 

・ アンケートの回答数は、5会場合計で参加者 620 名に対して 441 枚（71％）を回収した。 

・参加者の年齢層は、10代から 60代以上まで幅広いが、40代が全体の 10.2％、50 代が

全体の 14.1％、60 代以上で 57.8％であった。男女の比率は、男性が 56.2％、女性が

38.1%であり、男性参加者が多かった。また、職業別では主婦、学生、無職が最も多く

201 名の参加があった。 

・ 経済産業省の主催する電磁界に関する講演会等への参加状況は、今回の参加が初めて

の人が 90.2％で、2回目以上及び無回答の人が合わせて 9.8%であった。 

・ (b-1)講演会の開催情報を知る媒体は、新聞折込チラシが 155 件と一番多く、次いで新

聞広告が 84 件、所属機関の連絡網が 65件であった。 

・ (b-2)「講演会の内容はいかがでしたか」については、「大変役立った」、「まあまあ役

立った」と「役立った」の合計が 424 名であり、内容については多くの参加者に理解

されたと判断できる。 

・ (b-3)「内容のわかり易さ」については、「ある程度理解できた」と「わかり易く有意

義」の合計人数が 317.5 名であり、多くの参加者に理解されたと判断できる。 

・(b-3)の質問に対して、「難しい」又は「やや難しい」と回答した人への質問について

は、「普段聞き慣れない用語が多く理解できない部分があった。用語の解説集等があれ

ば理解が深まった。」との回答が 136 件、「限られた時間の中で、講演内容の進み方が

早く理解ができなかった。」が 63 件であった。 

・ (b-4)「事前質問の内容が、講演または質疑応答に含まれていたか」については、該当

なしと無回答を除いた 133 名のうち、「含まれていた」との回答が 125 名で概ね期待に

応えられたと考えられる。 

・ (b-6)「より良い方策」については、講演会の定期的開催との回答が 265 件、問い合わ

せ電話窓口の整備が 86件、パンフレットやホームページの作成が 127 件であった。 

・ (b-7)「参加しやすい曜日・日時」については、平日の午後と回答した人が最も多く、

264 名であった。次いで、休日の午後と回答した人が 50.5 名いたことから、次回も午

後に開催するのが良いと思われる。 
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２．５ ホームページ及びパンフレット「電磁界と健康」の作成及び改訂 

２．５．１ パンフレット「電磁界と健康」の改訂 

電磁界情報、リスクコミュニケーション等に精通している各界の有識者でパンフレット

「電磁界と健康」を監修し、改訂第 17版を作成した。 

監修者（50 音順） 

 池畑 政輝 （鉄道総合技術研究所） 

牛山 明  （国立保健医療科学院） 

梅澤 晋一 （国民生活センター） 

大久保千代次（電磁界情報センター） 

多氣 昌生 （首都大学東京） 

土田 昭司 （関西大学） 

飛田 恵理子（東京都地域婦人団体連盟） 

水野 幸男 （名古屋工業大学） 

山口 直人 （済生会保健・医療・福祉総合研究所） 

 

改訂の内容は、以下の観点にて行った。（資料１） 

＜改訂の内容＞ 

①IARC による発がん性分類の最新版への更新 

②磁界測定結果の追加 

③分かり易い表現への修正 

 

２．５．２ホームページ「電磁界と健康」の改訂 

上記パンフレットの改訂（改訂第 17 版）に対応して、ホームページ「電磁界と健康」を

改訂した。（資料２） 
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２．６ 来年度事業への提言 

来年度事業への提言は次のとおり。 

（１）国内外における電磁界に関する研究動向・規制動向調査について 

・国内外においては、依然として電磁界の健康影響に関する研究が実施されており、

引き続きそれら研究のテーマや成果の把握に努めることが必要である。 

・諸外国の動向調査としては、今年度、調査を実施したドイツでは、新たなリスクコ

ミュニティセンター設立され 2020 年後半に運用が開始されるとの情報であることか

ら、同じリスクコミュニティセンターを有する日本の対応状況との違いを調査する

等、最新情報の収集は有益と考えられる。また、これまでの諸外国の調査は欧州・

米国が主であったものの、電力需要が増大するアジア各国における最新動向を調査

することも有益と考えられる。 

・講演会においては、商用周波電磁界に加え、スマートメータや今後運用が開始され

る予定の 5G から発生する高周波電磁界の健康影響についても関心が高く、今後も関

心が高まることが予想されるため、諸外国の対応状況についても調査しておくこと

が望ましい。 

 

（２）磁界測定について 
・身近な電力設備からの磁界結果を提示することにより、身近な磁界は、規制値より

十分小さいとの理解を深めることができることから、磁界測定を継続実施し、電力

需要の多い 8 月末までの測定終了が望ましいことから、早期に受託契約を締結し、

測定スケジュール・測定箇所の調整が必要である。 

・身近な電力設備として問合せが増えている、再生可能エネルギー（例えば、太陽光

発電所、風力発電所、水力発電所、バイオマス発電所等）の周辺から発生する磁界

を調査しておくことが望ましい。 

 

（３）講演会の開催について 
・講演会には、定員を超える大勢の申込み、及び参加をいただいたことから、国民の

電磁界と健康影響に対する関心の高さが感じられる結果であった。よって、最新の

情報を反映しつつ、電磁界の健康影響に関する利害関係者のリスク認知のギャップ

をなくすため、今後も実施する必要がある。 

・講演内容については、9割以上の方が「役に立った」と回答しており、概ね適切であ

ったと思われる。一方で、分かり易さについて「難しかった」と回答した方も約 2

割おり、限られた時間の中で、より一層分かり易い説明に努める必要がある。また、

講演が理解できなかった人や詳しく知りたい人については、各講演者より情報提供
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窓口として電磁界情報センターを紹介しており、電磁界情報センターは、引き続き

中立的な立場で科学的に正しい情報を提供していく必要がある。 

・講演会には、電磁界に関する知識について様々なレベルの方が参加されることから、

階層別・属性別の分かり易いパンフレットとして、講演会参加者への配布資料とは

別に、今回、他省庁及び電磁界情報センター作成のパンフレットをテイクフリー用

に講演会場の後方に配置した。各講演会会場で各種 50 部～100 部程度を準備してい

たパンフレットは、ほぼ全てなくなり、パンフレットに対する関心の高さが感じら

れた。今後も他省庁及び電磁界情報センター作成パンフレットをテイクフリー用と

して講演会場での配置を継続して実施することが望ましい。 

・北日本や日本海側の講演会は、冬期の悪天候による交通機関の乱れ等を考慮し、10

月～11 月までの間に開催するのが望ましい。 

・講演会において、ドライヤー、白熱球、LED 電球等を使用して磁界測定のデモンスト

レーションを実施した結果、来場者からは、実際の値を確認して安心したとの声が

聞かれ好評だったため、今後も実施するのが望ましい。また、磁界測定と共に自身

の相談を希望される方が多数いたことから、対応要員は 2人以上が望ましい。 

・講演会には、子連れで来られる方もいるため、親子席を後方出口付近に確保してお

く必要がある。 

・講演会資料は、事前申込み者以外に当日に直接会場で参加希望をされる方や、参加

できなかった方が資料の送付のみを希望される場合もあるため、資料の予備を必ず

準備しておく。 

・設営作業省略の観点から、講演会場に机と椅子が標準設置されていることを会場選

定の際に考慮するのが望ましい。 

・講演 2 の講演時間の延長への要望があるので、13 時 05 分からの開始を 15 分早めて

12 時 50 分から開始し、現行の講演時間 30 分から 45 分に延長することが望ましい。 

 

（４）ホームページ及びパンフレット「電磁界と健康」の作成及び改訂について 

・電磁界の健康影響に関する利害関係者のリスク認知のギャップをなくす重要なツー

ルのため、今後も最新の情報を反映し改訂する必要がある。 

 

 

以 上 
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磁界測定結果 
（距離の変化） 
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距離変化（架空送電線） 
・測定高さ＝1m 
・送電線中心位置から送電線に対して概ね直角方向に 50m の範囲を測定 
※線下地上高は、簡易測定器によるおおよその数値 

 

 

架空送電線 

 

 

測定高さ１ｍ 

 

 

距離Ｌ（ｍ） 

   187kV 架空送電線（釧路） 

  ・電線地上高※＝12.2m 

 
 

 
 
 
 
 
 

（横から見たイメージ） 

凡例 ×：測定ポイント 

× × × × × × × × × × × 
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   66kV 架空送電線（釧路） 

  ・電線地上高※＝16.2m 

 

 
 

 

   220kV 架空送電線（鳥取） 

  ・電線地上高※＝41.7m 
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   110kV 架空送電線（鳥取） 

  ・電線地上高※＝17.3m 

 

 
 

 

   500kV 架空送電線（大津） 

  ・電線地上高※＝93.0m 
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  154kV 架空送電線（大津） 

  ・電線地上高※＝17.7m 

 

 
 

 

   154kV 架空送電線（水戸） 

  ・電線地上高※＝17.7m 
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  66kV 架空送電線（水戸） 

  ・電線地上高※＝16.6m 

 

 
 

 

   66kV 架空送電線（佐賀） 

  ・電線地上高※＝11.5m 
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講演会における質疑応答 
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 釧路会場における質疑応答の内容及び回答者 

 参加者および回答者の発言内容（骨子）を発言順に記載 

（事前質問） 

№ 質問 回答の骨子 回答者 

1 

電力線からの電磁波 講演１で説明 

WHO ファクトシート集 関連ページ 

「超低周波電磁界へのばく露」47～50

ページ   

電磁界情報 

センター事務局 

・ 高圧送電線下で生活する場

合に健康影響はあるのでし

ょうか  

2 

電子レンジ 講演 2で説明 

WHO ファクトシート集 関連ページ 

「電子レンジ」60～62 ページ 
電磁界情報 

センター事務局 

・  毎日の料理に電子レンジを

使用しますが健康影響はあ

るのでしょうか 

・ 電子レンジ等の電磁波の危

険性について肯定側と否定

側の意見が聞きたい 

3 

太陽光発電システム 太陽光パネルの直流磁界の国際的なガ

イドラインは 400,000μTです。それ

に対して、電磁界情報センターで行っ

た測定結果では最大値で 37μT。パワ

ーコンディショナの交流磁界は 200μT

が最大許容値に対し、一番高いところ

では 62μTと小さい数値になっていま

すが、パワーコンディショナでのスイ

ッチングによって発生するノイズが、

通信機器に影響を与える恐れはありま

す。しかし、人体防護のガイドライン

と比べればノイズの電磁界は非常に小

さい数値です。国際無線障害特別委員

会（CISPR）は、太陽光発電システム

からの妨害波の限度値の一部と測定法

を規定しています。他の無線設備との

共存が図られていることをご理解下さ

い。  

多氣教授 

・ 太陽光パネルから発生する

電磁波の人体への影響につ

いて教えてほしい 
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4 

医療機器からの電磁波 MRI から発生する電磁波は、主に静磁

界と言われるもので、その強さは主と

して 2～3Tと言われています。静磁界

の国際的なガイドラインの職業者の制

限値は 2Tですので、制限値を超える

ケースがあります。しかし、これは医

療行為でのばく露であり、MRI により

診断ができるという利益があります。

世界保健機関が考える健康影響の対象

は、一般環境や職業環境ですので、医

療行為に関する制限を考慮していませ

ん。 

大久保所長 

・ MRI の体への影響を教えて

ほしい 

5 

家電製品からの電磁波 講演１で説明 

予稿集 関連ページ 

「講演 1 電磁界を知る」57 ページ下 

電磁界情報 

センター事務局 

・ 生活の中で最も電磁波の量

が多い家電製品は何でしょ

うか  

6 

携帯電話からの電磁波 講演 2で説明 

WHO ファクトシート集 関連ページ 

「携帯電話」1～3ページ  

電磁界情報 

センター事務局 
・ 携帯電話の人体への悪影響

について知りたい 

7 

ペースメーカー 携帯電話、IH調理器、IH炊飯器、低

周波治療器、体脂肪計、電子商品監視

装置、アマチュア無線機、自動改札

機、電気自動車充電器等から発生する

電磁波の影響により、機器が誤作動を

起こす可能性があるため注意が必要。

不整脈デバイス工業会、総務省の電波

利用ホームページ、さらには電波環境

協議会、環境省の小冊子「身の回りの

電磁界について」でそれぞれ情報提供

をされておりますので、そちらをお調

べください。 

大久保所長 

・ ペースメーカーが入ってい

る家族がいます。どうすれ

ば安全に過ごせるのか知り

たい 
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8 

電子商品監視（EAS）装置 電子商品監視装置には様々な種類・方

式があります。現在、私自身が調査して

いる解除装置では、装置のすぐ近くで

測定したピーク値は 1.5mT 程度と非常

に高く、一方、着磁装置では 600μT 程

度でした。どちらも近くで測定した場

合には非常に高い値の磁界ですが、人

体に入射する磁界、特に全身平均で見

ると、それほど強い磁界ではないこと

を確かめています。しかし、金属が埋め

込まれていることに対して十分な評価

ができていない面もありますので、先

ずはお医者さん等にご相談下さい。 

多氣教授 

・ 最近、甲状腺の病気および

左手親指痛を発症しまし

た。私は長年、衣料品店で

防犯管理タグ解除装置 4台

に囲まれ長時間立ち仕事を

しています。防犯管理タグ

解除装置は、電卓等を近づ

けると瞬時に不具合が発生

する程強い電磁波を発して

おり、これらの症状につい

て過去に腰部に埋め込んだ

金属と、この環境下での業

務が関係しているのではな

いかと心配しています。因

果関係の有無を教えてほし

い 

9 

磁界測定器 インターネット等で入手することが可

能です。個々の製品にコメントをする

立場ではありませんが、数千円で販売

されているものは購入されない方がい

いかと思います。また、電磁界情報セ

ンターでは、送料をご負担いただきま

すが JIS 規格に則った磁界測定器の無

償貸出を行っております。 

大久保所長 

・ 電磁波の測定器(小型・軽量

のもの)はどこで売っていま

すか。価格はどのくらいで

すか 

10 

テレビ・スピーカー テレビやスピーカーから発生する磁界

の強さは、数μT程度であり、非常に低

い値となっています。しかし、電磁界の

問題ではありませんが、終日動かずテ

レビを見ていれば、体には良くないで

す。スピーカーに関しても局所的に非

常に高い音を出せば難聴に繋がり、長

時間聞いていれば睡眠の質も落ちると

思います。十分に体を大事にしていた

だければと思います。 

大久保所長 

・ テレビから 1.3m 離れた距離

で終日テレビと対峙してい

ます。体に影響はあります

か 

・ マルチメディアスピーカー

を耳のそばにおいて寝てい

ます。 現在は体に良くな

いと言われ使用は止めてい

ますが影響はあるのでしょ

うか 
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11 

レース鳩の帰還率 明確な答えを持ち合わせておりませ

ん。今のところ、強い影響があるとい

う情報は得られていないとご理解いた

だければと思います。 

大久保所長 

・ レース鳩の帰還率が非常に

悪くなった。携帯電波によ

る影響ではないかと考えら

れますがどうでしょうか 

 

（会場質問） 

№ 質問 回答の骨子 回答者 

1 

リニアモーターカー 静磁界に関する国際的なガイドライン

は 2009 年に出されており、一般の

人々のばく露限度は 400mT です。国土

交通省が示している測定結果では、車

内では 1.3mT、ホームでは 0.8mT、沿

線では 0.2mT であり、400mT に比べる

と十分低い値になっています。また、

リニアモーターカー同士がすれ違った

際に、変動磁界というものが発生し、

走行スピードによって規制値は異なり

ますが、何れも国際的なガイドライン

を超えることはないと国土交通省が発

表しています。 

大久保所長 

・ リニアモーターカーの乗客

や沿線の住民に影響はあり

ますか 

・ リニアモーターカーから発

生する電磁波に対する磁界

対策の有無について知りた

い 

2 

病院等の機器使用制限 環境省が発行する「身の回りの電磁界

について」冊子の 33ページにルールに

関する記載がありますので、参考にし

ていただければと思います。 

大久保所長 
・ 病院等における電磁波を発

生する機器の使用制限につ

いて教えて欲しい 

3 

オーディオ機器 非常に強いレベルの音量であれば、騒

音性難聴になる可能性がありますので

注意する必要があります。 

大久保所長 

・ オーディオ機器による影響

について教えて欲しい 
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4 

目・耳への影響 目への影響については、講演 1 の中で

も触れましたが、磁気閃光という現象

が起きます。但し、大学の研究室等で非

常に強い電磁石でも用いない限り、再

現することはできません。耳への影響

に関してはマイクロウェーブヒアリン

グという現象が起こります。これは高

周波の熱作用の影響で耳の聴覚装置に

歪みが発生し、音を感知できるように

なる現象です。どちらも一般的な環境

では起こることはありません。  

大久保所長 

・ 目、耳への影響について教

えて欲しい  

5 

スマートメーター 国内で使われているスマートメーター

は携帯電話に近い周波数を使用してい

ます。また、大量に情報を送る機器で

はないため、電波の強さとしては非常

に弱いものだとご理解下さい。  

多氣教授 

・ スマートメーターから発生

する電磁波はどの程度です

か 

6 

5G 特に急性影響という意味では懸念され

ることはないだろうと考えています。 
大久保所長 

・ 5G が導入された場合、どの

ような影響が考えられるの

でしょうか 

7 

イージス・アショア 航空機には電波による誤作動を起こさ

ないための試験が行われています。こ

の試験レベル以下の電波では誤作動す

ることはないと考えられています。こ

の試験レベルを超えたからといって誤

作動するとは限らないことに注意が必

要です。どこまで耐えられるのかは、航

空機あるいはヘリコプターの性能によ

るかと思います。人体に対する影響に

関しては、設備から 230ｍ程度離れてい

れば防護指針値は超えないだろうとい

った試算が、防衛省の説明資料で示さ

れていたと思います。 

多氣教授 

・ イージス・アショア作動時

はドクターヘリが飛べない

と聞きました。住民への影

響はないのでしょうか 
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8 

大規模な電磁界の発生施設 現時点で分かっている大きなエネルギ

ーを使うものは、イージス・アショアく

らいかと思います。今後新たに世に出

てくるものに関しては、国際的なガイ

ドラインで人体を防護するための条件

が明確になっていますので、その範囲

内で開発されるかと考えています。 

多氣教授 

・ 今後、大規模な電磁界の発

生する施設ができる可能性

がありますか 

 

以 上 
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鳥取会場における質疑応答の内容及び回答者 

 参加者および回答者の発言内容（骨子）を発言順に記載 

（事前質問） 

№ 質問 回答の骨子 回答者 

1 

変電所・電力線からの電磁波 講演１で説明 

WHO ファクトシート集 関連ページ  

「超低周波電磁界へのばく露」47～50

ページ 

電磁界情報 

センター事務局 

・  変電所の近く 100m 位に住ん

でいます。変電所および鉄塔

から発生する電磁波の影響

はどの程度ですか 

・ 高圧線下の住人に影響があ

ると聞いたことがあります。

本当でしょうか 

・ 変電所のすぐ隣で高圧送電

線の下に住んでいる人は、健

康上何らかの害があるので

しょうか 

・ 自宅の真上に高圧送電線が

ありますが、健康に影響はな

いのでしょうか 

2 

電力設備の健康影響一般 講演１で説明 

WHO ファクトシート集 関連ページ 

「無線周波電磁界の健康影響」11～14

ページ 

「超低周波電磁界へのばく露」47～50

ページ 

電磁界情報 

センター事務局 

・ 健康影響とは、具体的にど

の程度の電磁波でどこに影

響が出るのでしょうか  

3 

携帯電話 講演 2で説明 

WHO ファクトシート集 関連ページ 

「携帯電話」1～3ページ 

電磁界情報 

センター事務局 

・ 携帯電話を直接耳につけて

も健康影響はないのでしょ

うか。また、個人差はない

のでしょうか 

・ スマートフォン、携帯電

話、時計等デジタル機器が

人体に与える影響と全身の

ガンに対する危険度は 
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4 

電子レンジ 講演 2で説明 

WHO ファクトシート集 関連ページ 

「電子レンジ」60～62 ページ 

電磁界情報 

センター事務局 
・ 電子レンジから漏れる電磁

波はどのくらいですか 

5 

自動車 電磁界情報センターで独自に、ハイブ

リッドカー、従来のガソリン車、電気

自動車の 3種について走行 40km/h で

測定しました。結論とすれば、国際的

なガイドライン、一般公衆に対する参

考レベルより十分低い数値でした。 

大久保所長 

・ 電気自動車の車内の電磁界

の強さと人体への影響につ

いて知りたい  

6 

太陽光発電システム 太陽光パネルの直流磁界の国際的なガ

イドラインは 400,000μTです。それ

に対して、電磁界情報センターで行っ

た測定結果では最大値で 37μT。パワ

ーコンディショナの交流磁界は 200μT

が最大許容値に対し、一番高いところ

では 62μTと小さい数値になっていま

すが、パワーコンディショナでのスイ

ッチングによって発生するノイズが、

通信機器に影響を与える恐れはありま

す。しかし、人体防護のガイドライン

と比べればノイズの電磁界は非常に小

さい数値です。国際無線障害特別委員

会（CISPR）は、太陽光発電システム

からの妨害波の限度値の一部と測定法

を規定しています。他の無線設備との

共存が図られていることをご理解下さ

い。 

多氣教授 

・ 太陽光発電パネル周囲の電

磁界の強さと人体への影響

について知りたい 
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7 

ペースメーカー 携帯電話、IH調理器、IH炊飯器、低

周波治療器、体脂肪計、電子商品監視

装置、アマチュア無線機、自動改札

機、電気自動車充電器等から発生する

電磁波の影響により、機器が誤作動を

起こす可能性があるため注意が必要。

不整脈デバイス工業会、総務省の電波

利用ホームページ、電波環境協議会、

環境省の小冊子「身の回りの電磁界に

ついて」でそれぞれ情報提供をされて

おりますので、そちらをお調べくださ

い。 

大久保所長 

・ スマートフォン、携帯電

話、時計等デジタル機器が

心臓およびペースメーカー

等に与える影響は  

8 

携帯電話基地局 WHОファクトシート№304「基地局及び

無線技術」では、「基地局及び無線ネッ

トワークからの無線周波のばく露は、

通常、国際的なガイドライン（例えば

ICNIRP のガイドライン）よりも数千分

の１以下である」との見解が示されて

います。なお、基地局からの電波の強さ

は電波防護指針によって規制されてお

り、基地局から 0～800m までの距離特

性を調査した総務省の報告では、何れ

の距離においても電波防護指針の規制

値に対して数万分の 1 以下となってい

ます。また、作物や環境に関しては、

WHО 国際電磁界プロジェクト情報シー

トの中で「ICNIRP ガイドラインに定め

られたばく露制限値は環境も保護して

います。」との見解を示しています。 

大久保所長 

・  携帯電話の基地局から発生

する電波の影響はどうでし

ょうか。またペースメーカ

ーに対してはどうでしょう

か 

・ 携帯電話基地局の近くで畑

作物を作っているのです

が、土や作物に悪影響があ

りますか。また周辺住民に

対してはどうですか 
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9 

電磁過敏症 WHO ファクトシート 296「電磁過敏症」

では、「電磁過敏症は人によって異なる

多様な非特異的症状であり、電磁過敏

症と電磁界ばく露を結びつけるような

科学的根拠は存在しない」との見解が

示されています。5G に関しては、海外

で行われた試験結果では現在の通信方

式である4Gと同等のばく露レベルであ

るとの報告があります。しかし、個人的

には望まない事に対しての選択権はあ

るべきで、反対するのは国民の権利だ

と思います。ただ、ヨーロッパで起きて

いる反対運動は、科学的な根拠を問題

としたものではなく、リスク管理や政

治的な問題が関係しているとご理解く

ださい。 

大久保所長 

・ 妻が電磁波過敏症と思われ

る症状があり大阪から鳥取

に移住しました。現在ベル

ギーやスイスで 5Gに関して

反対運動が起きています

が、望まない人たちに対す

る選択権についてはどのよ

うにお考えでしょうか 

10 

無線機 電波防護指針の一般環境での基準値は

2W/㎏、免許取得者を含む電波を職業的

に取り扱う人を対象とした管理環境の

基準値は 10W/㎏です。これらの基準値

を超えるような無線機器は販売できな

いと電波法で定められています。 

多氣教授 

・ アマチュア無線機使用によ

る影響は？電波型式は F3ア

ナログです 

11 

EV 車両への走行中給電 装置が明確になっていないため、具体

的な解析はされていませんが、参考例

として、7.7KW の非常に大きな電力を

使うワイヤレス充電器の近くで磁界測

定をした場合においても国際的なガイ

ドラインを十分に満たしていることが

確認されています。開発者の方々は人

体ばく露についても関心を持って進め

ています。国際的なガイドラインを超

える程の強い磁界での製品化には至ら

ないかと考えています。 

多氣教授 

・ 道路埋め込み式の EV 車両充

電の開発が進められている

との新聞報道がありました

が、便利さ向上策と危険性

の実態を知っておきたい 
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12 

低周波音 音と電磁波は物理的に違います。 

環境省が発行している「よくわかる低

周波音」に詳しく掲載されていますの

で、そちらをご確認下さい。 多氣教授 

・ 以前から低周波音がしてお

り、最近は振動と共に身体

の床に接した部分が、ビリ

ビリとこむら返りの様な痛

みや熱さを感じるといった

症状があり困っています 

 

（会場質問） 

№ 質問 回答の骨子 回答者 

1 

講演会の目的 正しい情報を分かりやすくお伝えする

ことで、電磁界の健康影響について皆

さまの理解を深めていただく目的で開

催しています。 

矢吹課長補佐 
・ この講演の目的は何です

か。安心させるためですか 

2 

電力設備の測定値 その通りです。 

多氣教授 ・ 測定値の差は電流の大きさ

の差ですか  

3 

電気カーペットの測定値 電気カーペットなど身体に密着して使

う機器に関して、機器から 0cm の位置

で評価するという国際的に標準化され

た測定方法を用いています。また、最

近販売されている電気カーペットには

磁界を低減させた製品もあり、磁界値

は高くありません。但し、長時間使用

する際は熱による低温やけどに注意す

る必要があるかと思います。 

多氣教授 

・ 電気カーペットはなぜ 0㎝

の位置で測定しているので

すか。また、どれ程の時間

使用して良いのか 

4 

他規制 国際的なガイドラインは全ての周波数

に適用されます。スイッチング電源か

らは商用周波数以外の磁界も発生しま

す。しかし、電子機器への干渉の問題

はありますが、人体に対するガイドラ

インより十分に微弱です。 
多氣教授 

・ スイッチング電源からの磁

界のように、商用周波以外

の規制が知りたい 
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5 

簡易な磁界測定器 磁界測定が身近になるということは良

いことだと思いますが、それが商売に

なるか否かについては判断できる立場

ではございません。 
多氣教授 

・ 放射能測定器のように、ス

マートフォンに接続する

等、コンパクトな測定器が

開発される可能性はあるで

しょうか。また、新しいビ

ジネスとしてはいかがでし

ょうか 

6 

直流高圧送電設備 直流磁界は、国際的なガイドラインの

中で非常に高いレベルの値まで許容さ

れており、IARC による発がん性評価の

分類では発がん性を分類できないとさ

れています。直流磁界と交流磁界は別

物のため、問題の質が変わってくるで

あろうと思います。 

多氣教授 

・ 直流高圧送電設備が徐々に

導入されますが、同様な問

題は発生すると考えられま

すか  

7 

カラオケ機器・リモコン カラオケ機器にはワイヤレスマイクと

本体を繋ぐ電波が出ていますが、非常

に微弱な電波です。また、リモコンは赤

外線を使用しており、電波は出ないと

お考えください。 

多氣教授 

・ カラオケボックスにある機

器とリモコンから発生する

電磁波の影響は 

8 

電磁波の集積 金属の表面付近で電磁波が集中する傾

向はありますが、離れた所に存在する

電磁波を集めるようなものはございま

せん。電磁波を集められると謳った製

品が販売されているようですが、技術

的な面で一切効果はありません。 

多氣教授 

・ 電磁波は金属に集まる性質

があるということですが、

他電磁波を集めるようなも

のはあるのでしょうか 

9 

携帯電話の使用方法 どうしても気になるようでしたら、通

話の際はハンズフリーキットをお使い

下さい。 

大久保所長 

・ 携帯電話を使っていると耳

が痛くなり、脳に振動を感

じます。電磁波による影響

を防ぐ方法はないでしょう

か 
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10 

5G 現在、総務省の生体環境研究の枠内で

5G について精力的に研究が行われてい

ます。現在までに人体影響があるよう

な報告はありませんが、今後も継続的

に研究を行うべきだと思います。 

大久保所長 

・ 5G は海外で危険であると言

われているが、日本ではど

れだけ危険か 

11 

ヘッドホン 85 デシベル以上の大きな音で長い間聞

き続けると騒音性難聴になります。高

いレベルで使用しないことが望まれま

す。 

大久保所長 

・ 孫がヘッドホンを装着して

ピアノを弾いているのです

が、健康影響はありません

か 

12 

医療機器 個々の機器について述べる立場ではあ

りませんが、販売に関しては厚生労働

省の許認可が必要です。 

大久保所長 

・  電位セラピーは身体に影響

はありますか 

・ 交流電流の健康器具は身体

の影響はありますか 

・ 低周波治療器を家庭で使っ

ているのですが、電磁波に

よる悪い影響はありますか 

・ 医療機器を販売・使用する

にあたり、国が許可してい

るのですか 

13 

PC・モバイル製品 講演 1・2で説明 

大久保所長 

・ PC、タブレット、携帯電話

等のモバイル製品を使用す

ると必ず頭が痛くなる。こ

れらの磁界の強弱を教えて

欲しい 

 

以 上 
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大津会場における質疑応答の内容及び回答者 

 参加者および回答者の発言内容（骨子）を発言順に記載 

（事前質問） 

№ 質問 回答の骨子 回答者 

1 

変電所・電力線からの電磁波 講演１で説明 

WHO ファクトシート集 関連ページ  

「超低周波電磁界へのばく露」47～50

ページ 

電磁界情報 

センター事務局 

・ 一般的に地上高1.5ｍ程度で

は、特別高圧送電線から発生

する電磁界と低圧電線から

発生する電磁界の影響はど

ちらが大きいのですか 

・ 20 歳まで高圧線下の家で暮

らしていましたが、健康影響

がありますか。母は肺がん、

私は膀胱がんにかかり、今は

原因不明の痛み、皮膚過敏症

に悩まされています 

・ 自宅近くに鉄塔があります

が、健康影響は大丈夫でしょ

うか 

・ 家の近くに高圧電線がある

場合のリスクは 

・ 高圧電線の近くに住んでい

ますが、健康面での影響は 

2 

電力設備の健康影響一般 講演１で説明 

WHO ファクトシート集 関連ページ 

「無線周波電磁界の健康影響」11～14

ページ 

「超低周波電磁界へのばく露」47～50

ページ 

 

携帯電話からの高周波電磁界がもたら

す微小な脳波の変動については、生理

的な変動の範囲内であり、健康影響と

は見なさないというのが ICNIRP の見

解です。 

大久保所長 

・  体への影響について知りた

い 

・ 家庭内における危険を詳し

く知りたい 

・ 認知症との関係は 

・ 家の中で存在する電磁波に

ついて知りたい 

・ 脳に影響すると聞いたこと

がありますが、具体的に教

えてほしい 
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3 

家電製品（調理） 講演 2で説明 

WHO ファクトシート集 関連ページ 

「中間周波（IF）」56～59 ページ 

「電子レンジ」60～62 ページ 

電磁界情報 

センター事務局 

・  電子レンジは人体に影響を

及ぼすと学者が語っていた

ため、電子レンジ稼働時

は、なるべく遠くにいま

す。神経質過ぎでしょうか 

・ 電子レンジを使用した料理

は、体への悪影響はないの

でしょうか 

・ IH 調理器と電子レンジを同

時に使用していますが、狭

い場所で同時に受ける影響

は単独で受ける影響より大

きいですか。場所を離して

も同時に使用しない方が良

いですか 

・ 台所に電子レンジ、IH調理

台、オーブン等があり、同

時に使用する事による影響

について教えてほしいで

す。また、年齢による健康

影響の変化はありますか 

・ 電子レンジ調理をすると栄

養分は無くなりますか 

・ 電子レンジの電磁波によ

り、飲食物の分子構造の変

化や部分的な破壊はないの

でしょうか 

4 

テレビ 液晶カラーテレビから発生する電磁波

は、国際的なガイドラインの 0.2％以下

であり、十分低い値となっています。 

大久保所長 

・ いつも電磁波を心配しなが

らテレビを観ています。テ

レビの前に電磁波を避けら

れるものを付けた場合、ど

れくらい低減されますか 
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5 

パソコン 電磁波による影響については考えなく

てもいいレベルかと思いますが、眼精

疲労を起こさないように注意すること

は必要です。 

大久保所長 
・ パソコンを長時間扱う際の

身体への影響とその対策に

ついて知りたい  

6 

携帯電話・携帯電話基地局 WHОファクトシート№304「基地局及

び無線技術」では、「基地局及び無線

ネットワークからの無線周波のばく露

は、通常、国際的なガイドライン（例

えば ICNIRP のガイドライン）よりも

数千分の１以下である」との見解が示

されています。なお、基地局からの電

波の強さは電波防護指針によって規制

されており、基地局から 0～800m まで

の距離特性を調査した総務省の報告で

は、何れの距離においても電波防護指

針の規制値に対して数万分の 1以下と

なっています。 

大久保先生 

・ 近所に携帯電話の電波塔が

設置され、電波障害の恐れが

あるとのこと。人体への影響

もあるのでしょうか 

・ 携帯電話等、中継電波塔の影

響は  

・ 赤ちゃんと母親と携帯電話

との関係は 

7 

5G 現在使われている 4G と比較して、5G

は極端に値が高いということはありま

せん。オーストラリア放射線防護・原

子力安全庁という国立の組織からも 5G

は安全で、健康上の懸念を生じないと

いう評価が発信されています。 

大久保所長 

・  5G などの高速データ通信の

普及に伴う身体への影響は 

・ 第 5 世代通信システムで電

波防護基準値は変わるでし

ょうか 

8 

ペースメーカー 携帯電話、IH調理器、IH炊飯器、低周

波治療器、体脂肪計、電子商品監視装

置、アマチュア無線機、自動改札機、電

気自動車充電器等から発生する電磁波

の影響により、機器が誤作動を起こす

可能性があるため注意が必要。不整脈

デバイス工業会、総務省の電波利用ホ

ームページ、さらには電波環境協議会

や環境省の小冊子「身の回りの電磁界

について」でそれぞれ情報提供されて

おりますので、そちらをお調べくださ

い。 

大久保所長 

・ ペースメーカーに低周波電

磁波が及ぼす影響について

知りたい 
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鉄道・自動車 30 年程前に新幹線の塀から 3ｍの位置

で磁界測定をした経験がありますが、

最大で 20μT 程度でした。現在は更に

低い値になっているかと思います。ま

た、リニアモーターカーからの磁界は

主に静磁界ですが、国際ガイドライン

では、一般の人々の静磁界におけるば

く露限度は 400mT です。国土交通省が

示している測定結果では、車内では

1.3mT、ホームでは 0.8mT、沿線では

0.2mT であり、400mT に比べると十分低

い値になっています。ワイヤレス充電

に関しては装置が明確になっていない

ため、具体的な解析はされていません

が、参考例として、7.7KW の非常に大き

な電力を使うワイヤレス充電器の近く

で磁界測定をした場合においても国際

的なガイドラインを十分に満たしてい

ることが確認されています。開発者の

方々は人体ばく露についても関心を持

って進めています。国際的なガイドラ

インを超える程の強い磁界での製品化

には至らないかと考えています。 

多氣教授 

・ 新幹線から 10ｍ程度の距離

に住んでいますが影響は 

・ リニア新幹線や車両の非接

触充電など最近の強電磁界

利用の影響は 

10 

電磁波を防ぐ製品 個々の製品についてコメントする立場

ではありませんのでメーカーにご相談

下さい。 

電磁界情報 

センター事務局 

・ 某研究所の炭素繊維を添加し

たペンダントで携帯電話など

の電磁波を防ぐようですが本

当にそんなことは可能なので

しょうか 
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11 

電磁波防護対策 WHОファクトシート№205「超低周波

(ELF)」では、「一般の公衆が特定の防護

対策を講じる必要はありません」との見解

を示しています。また、WHОファクトシー

ト№226「レーダと人の健康」では、「電波

の遮蔽特性があるとする衣服や物品が、

妊婦など一般市民の中で「敏感」な人々

向けに消費者市場に出現しています。こ

の類の製品を使用することは必要ありま

せんし、やめさせるのがよいでしょう」との

見解を示しています。 

大久保所長 

・ 携帯電話等の電磁波で、人体

に影響があると主張される人

に対し、電磁波を遮断する方

法はあるのでしょうか 

・ 日常で電磁波をどう避けたら

良いですか 

・ 高周波の電磁界を防ぐ方法等

を教えてほしい 

・ 電磁波を体から放出する方法

はありますか 

12 

機内モード 機内モードとは携帯電話のネットワークと

の通信を停止する機能です。基地局まで

電波が届かない飛行機内では、端末が基

地局を探すため比較的強い電波を出しま

す。このため機内の電子機器に影響を与

える事が懸念され、飛行機内では機内モ

ードの設定が義務づけられています。機

内モードに設定したままでも Wi-Fi や

Bluetooth の通信を行うことはできま

す。この場合、弱い電波が出ますが、

機器への影響の問題がないことが確か

められている場合にのみ許可されてい

ます。いずれにしても、人体に対して

はガイドラインの範囲内で心配する必

要はありません。 

多氣教授 

・ スマートフォンの機内モードに

よる電磁界の軽減効果は 
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13 

電磁過敏症 WHO ファクトシート 296「電磁過敏

症」では、「電磁過敏症は人によって

異なる多様な非特異的症状であり、電

磁過敏症と電磁界ばく露を結びつける

ような科学的根拠は存在しない」との

見解が示されています。更には電磁界

ばく露と電磁過敏症との間に因果関係

はないと述べています。原因としては、

環境因子（騒音や光など）のようなものや

ストレスが考えられます。 

大久保所長 

・ 磁気(電磁)による人体の脳神

経又身体細部に渡る血流へ

の影響について知りたい 

・ 団地の 1 階に住んでいます

が、すぐ北側に電柱、壁に配

電版が付いています。家の北

東壁あたりで磁石が 5 度程狂

います。引越し後半年後より体

調が悪く、肩こり、下痢症状が

続いています。なにか関連が

あれば教えて下さい 

・ 皮膚過敏症に悩まされていま

す。（事前質問№1 再掲） 

14 

アース アースは漏洩電流と関係しますが、電磁

波とは直接関係しません。漏洩電流は電

気用品安全法で規制されています。携帯

電話の使用に関しては、端末が防護指針

を満たすよう規制されており、長時間利用

しても健康被害を与えることはないとされ

ています。 

スウェーデン基準からほど遠いという

のは、スウェーデンの考え方というの

は念のための規制ということで、WHO も

推奨しておりません。 

携帯電話の端末は、ガイドラインに従

って製造販売されていますので、その

点についてご心配いただく必要はない

と考えております。 

多氣教授 

・ 現在日本の家屋内での電磁

波の健康被害についてはあま

り問題にされていないように思

われますが、なぜですか。ア

ース付きコンセントが少ない

点。三本足の差し込みでない

点。電源接続のパソコンにア

ースがない点。スウェーデン基

準からほど遠い点。携帯電話

を耳にあてて長電話する点 

15 

電磁界強度 電流値 200A、発生源からの距離 20m の

場合、計算上 2μT になりますが、往復電

流が流れていると、互いに逆向きの磁界

が生じて打ち消しあうため、測定値はさら

に小さくなります。 

多氣教授 

・ 特別高圧送電線の下に住ん

でいます。22 万 V、200A(仮)、

高さ 20ｍとした場合の電界、

磁界の強度はどの程度でしょ

うか 

 



別紙 2-20 
 

16 

電位治療器 個々の製品の効果についてお答えする

立場ではありません。ただ、送電線直下

で電位治療器と似たような効果は期待

できないと思います。個々の製品の安

全性に不安がある場合には、独立行政法

人医薬品医療機器総合機構のホームペ

ージをご確認下さい。 

大久保所長 

・ ヘルストロンなど電位治療器

が体質の改善に役立つことが

知られています。送電線の直

下などでは、同じような効果が

得られるといった研究報告が

ありましたら教えてください 

17 

ノイズ 送電線や新幹線から発生する電磁波の

影響でラジオにノイズが入る可能性はあり

ますが、人体防護の観点から全く問題に

ならない程低いレベルのものだとご理解

下さい。 

多氣教授 

・ 新北陸幹線、東海幹線の下で

ラジオに強いノイズが入りま

す。特殊な電磁波が出ている

のでしょうか 

18 

磁界測定 電磁界情報センターでは、送料はご負担

いただきますが JIS 規格に則った磁界測

定器の無償貸出を行っております。 

電磁界情報 

センター事務局 
・ 電磁界を簡易に測るにはどん

な方法がありますか 

19 

相談先 パンフレット電磁界と健康の 13～14 ペー

ジに問い合わせ先を記載しております。 電磁界情報 

センター事務局 

・ 電磁界の健康影響について、

具体的(詳細)相談先は「ネット

で調べる以外」でどこですか 

 

（会場質問） 

№ 質問 回答の骨子 回答者 

1 

国民への周知 電磁界情報センターが設立された経緯

にも繋がりますが、国内外の調査研究

結果を調査・分析し、本講演やパンフ

レットまたはホームページ等を通して

お知らせをしています。 

橘室長 

・ 低レベルの長期的ばく露影

響の調査研究結果を速やか

に国民に知らせるためにど

うしていますか 

2 

電磁界情報センターの中立性 外部有識者のチェックを受けていると

いう意味で中立性という言葉を使いま

した。 

橘室長 

・ 中立性とはどういう意味で

すか 
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3 

公平な調査 これまでの調査から、安全だという主

張に沿うバイアスもあれば、危ないと

いう主張に沿うバイアスもあります。

疫学者はバイアスについて様々な手法

を用い、非常に丁寧に検討を行ってい

ます。しかし、結果としてバイアスが疑

われるような研究結果もあるというの

は事実だと思います。 

多氣教授 

・ バイアスのない調査は可能

ですか。公正な調査はどう

担保できるのですか  

4 

地域による差 同じではありません。例えば高周波の

熱作用では、暑い地域にいる人と寒い

地域にいる人では違います。それらの

差は安全率で考慮しています。国際的

なガイドラインはすべての地域におい

て網羅されるとご理解ください。 

多氣教授 

・ ガイドラインでは、日本人

と外国人とで電磁界への適

応度は同じであると考えら

れているのですか 

5 

新幹線 事前質問の中で回答済み 

多氣教授 ・ 新幹線から発生する電磁波

は影響ありますか 

6 

磁界測定場所 変電所と送電線に関しては、南に車で

約 20分程度行ったところ、その他は

駅周辺で測定しています。 

多氣教授 ・ 大津での磁界測定の箇所を

具体的に教えてほしい  

7 

過去の規制 規制される前に、一般環境で懸念され

るような強い発生源があったわけでは

なく特に心配はなかったのかと思いま

す。電磁界の利用がこれほど進んだと

いうことが一つの背景にあり、規制が

行われたとご理解ください。 

多氣教授 

・ 電磁界の規制がされるまで

は、何もされず危険率はも

っと高かったのでしょうか 

8 

家の中への電磁波侵入 高周波より低周波磁界を遮断すること

は難しく、特殊合金で全体を覆わない

と侵入は防げません。一般環境では特

に防備する必要はありません。 

大久保所長 

・ 外部から家の中へ侵入する

電磁波は高周波であると聞

きましたが、低周波も侵入す

るのでしょうか 
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9 

自動車 電磁界情報センターで独自に、ハイブ

リッドカー、従来のガソリン車、電気

自動車の 3種について走行 40km/h で

測定しました。結論とすれば、国際的

なガイドライン、一般公衆に対する参

考レベルより十分低い数値でした。詳

細については電磁界情報センターの HP

に掲載してありますのでそちらをご覧

ください。 

大久保所長 

・ 電気自動車やハイブリット

車の人体影響について知り

たい 

10 

製品開発 電波法に準じて製品は製造されている

ことをお伝えいただければと思いま

す。 

大久保所長 

・ リモコン操作できる電気錠

やシャッターの開発を行っ

ています。電磁波に不安を

持たれるお客様に対してど

うお伝えすればいいでしょ

うか。 

11 

念のための規制 各省庁ともに念のための規制は導入し

ておりません。 
大久保所長 

・ 日本で念のための規制が適

用されている事例はありま

すか 

12 

発がんメカニズムについて 発がんするメカニズムというのは確認

されていません。逆に強い電磁波によ

る熱作用は、抗がん作用があらわれる

ため、がん治療に広く使われています。 

大久保所長 
・ 電磁界の作用と発がんメカ

ニズムについて知りたい。 

  

13 

スマートフォン使用時の頭痛 技術革新と反比例して、電磁波の出力

は小さくなっています。従来の携帯電

話端末に比較してスマートフォンの方

が低い値になります。また、携帯電話

が原因で電磁過敏症に伴うような症状

が表れるということはありません。別

の原因であろうかと思いますので、ス

マホは手で操作していただいて結構か

と思います。就寝時も 2ｍ以上離せば

十分です。  

大久保所長 

・ スマートフォンと従来型携

帯電話では、どちらが強い

電磁波を発しますか。使用

時に頭痛がします。手に持

って操作していいものでし

ょうか。また就寝時は 2m以

上携帯電話を離していま

す。影響ない距離でしょう

か 
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14 

スマートメーター 日本では、920MHz の周波数を使った無

線の電波方式のスマートメーターが使

われています。電波は極めて微弱であ

り、Wi-Fi や携帯電話よりもさらに弱い

とご理解下さい。  

多氣教授 

・ スマートメーターの人体へ

の影響は 

15 

電磁波の蓄積 現在まで様々な研究が行われています

が、蓄積作用の確立には至っていませ

ん。  

多氣教授 ・ 電磁界が蓄積した影響はな

いのですか 

16 

生殖への影響 家畜に電波を当てて雌を多く産ませよ

うという試みがあったそうですが、う

まくいかなかったと聞いています。ま

た、磁気共鳴の強い磁界を扱っている

研究者の子供の性比率を調べた研究例

がありましたが、差は有りませんでし

た。 

多氣教授 

・ 電磁界を受けた人の子供は

女子が多いと聞きましたが

本当ですか 

17 

磁界測定器の常設 電力設備から発生する磁界レベルでは

常置する必要性がないかと思います。 
多氣教授 

・ 測定器は変電所、路上変圧

器の近くに常置できないの

でしょうか 

18 

5G の磁界測定方法 5G で利用する周波数帯の測定法が新た

に定められましたが、局所に関しては、

6 分間平均値を用いることに変わりは

ありません。 

多氣教授 
・ 電波の測定について電波法

では 6分間平均値を測定し

ますが、5G でも同じですか 

 

以 上 
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水戸会場における質疑応答の内容及び回答者 

 参加者および回答者の発言内容（骨子）を発言順に記載 

（事前質問） 

№ 質問 回答の骨子 回答者 

1 

変電所・電力線などからの電磁

波 

講演１で説明 

WHO ファクトシート集 関連ページ 

 №322「超低周波電磁界へのばく

露」47～50 ページ 
電磁界情報 

センター事務局 

・ 高圧送電線の下での影響は

あるのでしょうか 

・ 変電所の周辺地域への影響

はありますか 

・ 部屋のコンセントからも出

ていると本に書いてありま

したが本当でしょうか 

2 

家電製品（調理） 講演２で説明 

WHO ファクトシート集 関連ページ 

「中間周波（IF)」56～59 ページ 

「電子レンジ」60～62 ページ  

電磁界情報 

センター事務局 

・ IH 調理器、電子レンジから

どの程度離れれば影響あり

ませんか 

・ IH 調理器、電子レンジ、ま

た、オール電化住居は人体

へ影響はありますか 

・ オール電化で IH ヒーター、

電子レンジを使用していま

すが、人体に対して健康面

でどのような影響があるの

でしょうか。また、電磁波

を防止する方法はあります

か 

・ 電子レンジの正しい使用方

法を教えてほしい 
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3 

携帯電話基地局・携帯電話 講演２で説明 

WHO ファクトシート集 関連ページ 

「携帯電話」1～3ページ 

「基地局および無線技術」44～46 ペー

ジ 

学童期の子供達への携帯電話の制限と

いうのは、それに対して罰則規定はな

いのですが、そういう勧告があること

は事実です。これらの考え方は、科学的

な健康影響を示す証拠は揃っていない

けれど、そのリスク評価が終わってい

ない段階なので念のために予防してお

こうという、いわゆる予防原則です。た

だ、先ほどの牛山先生の話にありまし

たように、念のための政策というのは

WHO としては推奨していません。それは

政策の問題です。科学的評価と政治的

判断は違う、ということです。国民の不

安に応えるということに重きを置いた

ものが予防原則あるいは念のための政

策だとご理解いただければと思いま

す。 

 

電磁界情報 

センター事務局 

 

 

 

 

 

 

 

大久保所長 

  

・ 携帯電話基地局からの周辺

地域への影響はどの程度で

すか 

・ 携帯電話から発生する電磁

波の健康影響はどの程度で

すか 

・ スマートフォンから発生す

る電磁波は、子供に対して

悪影響はありますか 

・ 携帯電話の正しい使用方法

を教えてほしい 

・ 外国では携帯電話の所持年

齢制限を設けている国があ

りますが、制限の無い日本

では健康影響等、問題はな

いのでしょうか 
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4 

電磁波の健康影響一般 科学的に分かっている短期的なばく露

影響については、低周波領域（商用周

波）では刺激作用、そして高周波領域

（高周波）では熱作用ということにな

りますが、それらの作用による悪影響

の最低レベルに対して、低周波では5倍

の安全率、高周波では 50倍の安全率を

とってばく露ガイドラインが作成され

ているますので、日常の生活環境にお

いては影響がないと理解しています。

詳しくは、環境省の冊子、58 ページを

ご覧下さい。 

一方、科学的に未確立な長期的なばく

露影響については、WHO は因果関係を

否定しています。子供の影響について

は、WHO ファクトシート№322 では、

小児白血病との因果関係を認めていま

せん。更には小児白血病以外の小児が

ん、生殖機能障害、発育異常などが子

供への悪影響を示すそれらの証拠は電

磁界ばく露との関連性を支持する小児

白血病に関する証拠よりはるかに弱い

と結論づけられています。詳しくは

WHO ファクトシート集の 48 ページをご

覧下さい。 

大久保所長 

・ 送電線からの電磁波（商用

周波）と５Gの電磁波（高

周波）はどちらが健康に良

くないのでしょうか 

・ 年齢差、男女差等で症状の

違いはありますか 

・ 複数の電磁波発生源が同一

箇所にある環境では、子供

の体に対して、どのような

悪影響を及ぼすのでしょう

か 

5 

鉄道 国土交通省が示している測定結果では

最大、車内で 1.3mT、ホームで 0.8mT

沿線で 0.2mT であり、静磁界の国際的

なガイドラインである 400mT に比べて

十分低い値になっています。 

大久保所長 

・ リニアモーターの電磁界の

健康影響が知りたいです 

6 

自動車 電磁界情報センターで独自に、ハイブ

リッドカー、従来のガソリン車、電気

自動車の 3種について走行 40km/h で

測定しました。結論とすれば、国際的

なガイドライン、一般公衆に対する参

考レベルより十分低い数値でした。 

大久保所長 

・ 電気自動車あるいはハイブ

リッド車に乗車した時の運

転席・助手席・後部座席へ

の影響はどの程度でしょう

か 
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7 

MRI MRI で発生する電磁波は、主なのは静

磁界で、その強さは主に 2～3Tと言わ

れています。静磁界の国際的なガイド

ラインの制限値（職業者）は 2T です

ので、制限値を超えるケースがありま

す。しかし、これは医療行為でのばく

露であり、MRI により診断ができると

いう利益があります。WHO が考える健

康影響の対象は、一般環境や職業環境

ですので、医療行為に関する制限を考

慮していません。 

大久保所長 

・ MRI は人間の体にどのよう

な影響を及ぼすのでしょう

か。また、強さによって影

響の違いがあるのでしょう

か  

8 

医療機器・製品 個々の機器や製品についてコメントす

る立場ではありませんのでメーカーに

ご相談下さい。 

安全性に不安がある場合には、独立行

政法人医薬品医療機器総合機構のホー

ムページをご確認下さい。 

大久保所長 

・ エレキバンを体に長時間貼

る場合、悪影響はあります

か 

・ 健康に良い電子治療機と電

磁波は周波数等、何が異な

るのか知りたい 

9 

電磁波防止製品 個々の製品についてコメントする立場

ではありませんのでメーカーにご相談

下さい。 

大久保所長 

・ 某研究所が発刊している注

文雑誌の電磁波防止製品の

効果はあるのでしょうか 
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10 

電磁波低減対策 インターネットなどで、電磁波低減チ

ップというような商品やシールドカー

テンなどが販売されていますが、その

ような効果はほとんどありません。 

電磁波防護については、超低周波に関

しては、WHO ファクトシート集の 24 ペ

ージで「一般の公衆が特定の防護対策

を講じる必要はありません」との見解

を示しています。高周波に関しては、

WHO ファクトシート集の 31 ページで

「近年、電波の遮断特性があるとする

衣服や製品が妊婦など一般市民の中で

敏感な人々向けに、消費者市場に出現

しています。この類の製品を使用する

必要はありませんし、やめさせるのが

よいでしょう。それらは有効な電波遮

断効果を示しませんし、またこのよう

な用具の必要性はありません」との見

解が示されています。 

大久保所長 

・ どうすれば電磁波を低減さ

せることができるのか教え

てほしい 

・ ばく露から簡単に身を守る

方法はありますか 

11 

給湯器の音 音は電磁波とは違います。考えられる

音の発生源というのは、周波数 20Hz 以

下の超低周波音ということで定義され

ます。 

昨今、近隣の給湯器の音による苦情は

よく起きていますが、環境省が「よくわ

かる低周波音」というパンフレットを

提供していますので、ご不安な方はこ

ちらを参照して対策をとっていただく

のがよろしいかと思います。 

牛山統括研究官 

・ 給湯器の音が嫌な音に感じ

るときがあります。電磁波

の影響でしょうか 

12 

簡易磁界測定器 電磁界情報センターでは、低周波磁界

測定器の無料貸出し（送料のみ申込者

負担）をしております。  電磁界情報 

センター事務局 

・ 簡易に測定できる（出来れ

ば携帯可能な）磁界測定器

はあるでしょうか 
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（会場質問） 

№ 質問 回答の骨子 回答者 

1 

ばく露量 電離放射線は遺伝子を傷つけるような

非常に強いエネルギーを持っていま

す。したがって、リスク管理では、健康

影響を守るため、傷つけられた遺伝子

修復されずその影響はずっと蓄積する

との前提で管理しています。例えば、

1mSv という年間被爆線量があります。

疫学調査では生涯被爆線量が 100mSv

で、0.5％程度がんが増えるということ

が分かっていますが、それ以下は分か

っていません。今、生まれた子供が年間

被爆線量が 1mSv の環境で 100 歳まで

長生きしたとすると計算上、悪影響が

確認できる 100 mSv に漸く達しますの

で、このレベルの曝露量は容認できる

と考えられています。一方、低周波領域

の 200μTは、蓄積ということは考えて

おらず、神経刺激です。瞬時たりともこ

れを超えてはなりません。見方を変え

ると、それ以下であれば長期間にわた

っても大丈夫であると言えます。ばく

露量という意味で言うと、時間の概念

はないということが電磁波の特徴だと

いうふうにご理解ください。 

大久保所長 

・ ばく露量について検討する

必要がないということを説

明してください  

2 

放射線 先程説明したとおり、そういう時間に

相当するようなものはありません。リ

スク管理では不必要だとご理解くださ

い。 

大久保所長 

・ 放射線による人体の影響に

対する単位に相当するもの

はありませんか 
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3 

スマートフォン スマートフォンを使っている子供の 1

日平均使用時間と学力とは反比例しま

す。スマホに依存してしまうことは決

して望ましくありません。それは電波

による影響ではなく、行動の問題です。

また、輝度の高いブルーライトにより

メラトニンという睡眠ホルモンの分泌

が抑制され睡眠不足の要因になりま

す。 

大久保所長 

・ 中高生の子供がいつもスマ

ートフォンを手にとってい

ます。寝るときも自分の枕に

置いて寝ています。頭部と距

離が近いのでとても心配で

す 

4 

電界・磁界規制値を超える環境 職業環境で言うと電気工事士や電力で

働いている人の場合、それも活線作業

といって、電流が流れているところで

作業をやっていると、これを超える可

能性はあります。講演１で牛山先生が

お話しされたように、電流 500A で 50cm

の距離が 200μT ですから、それに近づ

く環境というのは、一般環境では 200μ

T を超えることはありません。 

大久保所長 

・ 電界 5kV/m、磁界 200μT以

上の場所はありますか。あ

るいはそういうところで働

く方はいますか 

5 

規制値 難しくはないと思いますが、それをや

る意味はありません。WHO も磁界低減に

よる効果は疑問であるとの見解を示し

ています。つまり、200μT の規制値を

下げることによって健康面でより良く

なるという証拠はないわけで、下げる

ということは科学的には意味がありま

せん。200μT 以下であれば、100 であ

れ、10であれ、同じだとご理解下さい。

一部の国で非常に厳しい制限値を設定

しているのは、心配する人たちが国民

の中にたくさんいるので、政治的判断

で規制しているということになりま

す。 

大久保所長 

・ 磁界の値が十分低いという

ことで安心しました。規制

値を一般生活環境でさらに

小さくすることは難しいの

でしょうか 

6 

放送局 先ほど講演２でお示ししたとおり、影

響があるとは考えられていません。 
大久保所長 

・ 放送局の付近の影響は 
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7 

磁界測定箇所 測定箇所はあくまで無作為に選定して

おります。無作為というのは、例えば

ご自宅には無断で入れませんので、あ

くまで一般の場所ですとか、測定にあ

たって安全面を考慮した場所とかを測

定した結果、水戸ではたまたま 12本

だったということで、何か恣意的に選

定したということは全くございません

のでご理解いただければと思います。 

電磁界情報 

センター事務局 

・ なぜ水戸だけ電線が 12本の

箇所を測定しているのか 

8 

光ファイバー通信網 光しか通っておりませんので、いわゆ

る電磁波とは関係ありません。 大久保所長 ・ 光ファイバー通信網からの

電磁波について 

9 

太陽光発電施設近くのラジオ雑

音 

解決法はありません。太陽光施設では

直流の電気を発生させ、それを交流に

変えるために変換器があり、その変換

器がノイズを出します。ノイズが非常

に強い場合には、電波領域を管轄する

総務省、この地域ですと関東総合通信

局に、ラジオの雑音発生問題として相

談することをお勧めします。 

大久保所長 

・ 太陽光発電施設の近くを車

で走行中、ラジオに雑音が

入りますが解決法はありま

すか 

10 

飛行機内の乳児への電磁波影響 そんなに強い電磁波は発生していない

はずです。人体影響よりもかなり低い

レベルでも誤作動を起こすことが知ら

れている電波の電子機器影響を避ける

ため、例えば離着陸のときに携帯電話

の電源を切ることを求めています。微

弱な電波でも測定機器など電子機器に

誤作動を起こさないように制限する程

度ですので、機内のレベルは低く、乳

児への影響はないと考えていただいて

良いと思います。 

大久保所長 

・ 飛行機内における乳児への

電磁波の影響について知り

たい 
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11 

電気毛布 予稿集の57ページ下のグラフに電気毛

布というのがございます。電気毛布と

いうのは、直接、肌に、あるいはパジャ

マの上にというものですから、測定距

離は 0cm の表面で測っています。調査

結果では、平均 3.2μT で、200μT と比

べると十分に低く、必要以上に懸念す

る必要はありません。ただし、どうして

も心配であれば、電気毛布ではなくて

例えば湯たんぽを使うとか、そういっ

た選択肢も個人レベルでは可能です

し、それを否定するものではありませ

んので、そうご理解いただければと思

います。 

牛山統括研究官 

・ 電気毛布の影響はあるので

しょうか。心臓の近くに配

線があるので心配です 

 

以 上 
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佐賀会場における質疑応答の内容及び回答者 

 参加者および回答者の発言内容（骨子）を発言順に記載 

（事前質問） 

№ 質問 回答の骨子 回答者 

1 

本講演会について 経済産業省の取組で説明 

電磁界情報 

センター事務局 

・ 何故今、このような講演会を

開催するのですか。何か問題

が発生したのですか 

2 

電力設備から発生する電磁波 講演１で説明 

WHO ファクトシート集 関連ページ 

「超低周波電磁界へのばく露」47～50

ページ 

電磁界情報 

センター事務局 

・  自宅隣の電柱があり、2階

で寝ているので人体への影

響がないか心配です 

・ 変圧器付近の住人や付近の

人に影響はありますか 

・ 地上の電力設備に関して

は、低周波の電磁界であ

り、通行人や周辺の住民に

対する影響はないと考えて

良いのでしょうか 

・ 散歩の際に毎日電線の下を

通過しますが、人体に及ぼ

す影響はないのでしょうか 

3 

電磁波の健康影響一般 講演 1・2で説明 

WHO ファクトシート集 関連ページ 

「無線周波電磁界の健康影響」11～14

ページ 

「超低周波電磁界へのばく露」47～50

ページ 
電磁界情報 

センター事務局 

・  電気毛布のスイッチを切っ

た場合でも、体への影響は

ありますか 

・ 今、取り組まれている内容

を詳しく話してほしい 

・ 日常での人への影響につい

て知りたい 
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規制・ガイドライン 講演 1で説明 

「電磁界と健康」パンフレット 11 ペ

ージ 電磁界情報 

センター事務局 

・ 各国で、電磁波の取り決め

が違うと感じますが、日本

は規定等を設けているので

しょうか。また、諸外国と

比べてどういう状況ですか 

5 

家電製品（調理） 講演 2で説明 

WHO ファクトシート集 関連ページ 

「中間周波（IF）」56～59 ページ 

「電子レンジ」60～62 ページ 

 電磁界情報 

センター事務局 

・ 調理器具の電磁波について

知りたい 

・ 電子レンジ、IH 調理器具は

体に影響がありますか。ま

た、予防策は 

・ 電子レンジ利用中は離れた

方がいいですか 

・ 電子レンジ調理をします。

体に影響ありますか 

6 

テレビ他家電製品 磁界の強さとしては心配する値ではあ

りませんが、さらに小さくする為には

電力消費の少ない機器を使う、節電に

努めるというのが留意すべきことかと

思います。 

多氣教授 

・ ＴＶ他、家電製品使用にあた

って留意する事を教えて欲

しい 
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5G 講演 2で説明 

WHO ファクトシート集 関連ページ 

「携帯電話」1～3ページ 

「基地局および無線技術」44～46 ペー

ジ 

 

子供と大人の比較については、これま

での研究から、子供の頭部の吸収エネ

ルギー量は「成人よりも小さい」とい

うことが分かっています。一方、身長

1.3m 程度の小児の全身平均 SAR に関し

ては、成人よりも 40%程度（最新の研

究では 20％と推定）大きくなる可能性

が示されています。ただ、一般公衆に

適用されている安全率 50倍と比べ、

無視できる程度のものであり、国際的

なガイドラインおよび電波防護指針を

改定する必要を示す証拠とはなってい

ません。 
大久保所長 

・  通信規格 5G が適用となりま

すが、各端末は微弱では有

るもののこの帯域の特徴で

ある直進性、反射しやすい

等から中継、パイロット局

を増やす必要があります。

文献では人体に与える影響

は小さいとは述べてありま

すが、具体的な数値での解

説を教えてほしい 

・ スマートフォンの電磁波に

ついて知りたい 

・ 携帯は耳に触れない方が良

いと聞いたことがあります

が、本当でしょうか 

・ 年齢による電磁波の影響と

現代生活においてどのよう

な対策をとったらいいのか

知りたい 
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太陽光発電システム 太陽光パネルの直流磁界の国際的なガ

イドラインは 400,000μTです。それに

対して、電磁界情報センターで行った

測定結果では最大値で 37μT。パワーコ

ンディショナの交流磁界は200μTが最

大許容値に対し、一番高いところでは

62μTと小さい数値になっていますが、

パワーコンディショナでのスイッチン

グによって発生するノイズが、通信機

器に影響を与える恐れはあります。し

かし、人体防護のガイドラインと比べ

ればノイズの電磁界は非常に小さい数

値です。国際無線障害特別委員会

（CISPR）は、太陽光発電システムから

の妨害波の限度値の一部と測定法を規

定しています。他の無線設備との共存

が図られていることをご理解下さい。 

多氣教授 

・  太陽光ソーラーパネルを屋

根に設置しています。健康

上問題はありませんか 

・ 屋根上のソーラーパネルか

ら電磁波が出ているのでし

ょうか。住人に影響はあり

ますか 

９ 

風力発電 風力発電から発生する電磁波を測定し

た記録はありませんが、電磁界の大き

さは他の電力設備と同等と推察されま

す。 

多氣教授 
・ 風力発電の電磁波の影響に

ついて知りたい 

10 

スマートメーター カナダ保健省では、送信中のスマートメ

ーターからのRFエネルギーの測定値は、

保健省が制定した人体ばく露限度値よ

りも遥かに低いことがわかりました。こ

の証拠に基づき、スマートメーターから

のばく露は公衆衛生上のリスクをもた

らさない、と結論付けています。オース

トラリア、フランス等の国でも同様な見

解です。国内では、平均電力が20mW以下

の無線局の無線設備では非常に微弱な

出力であり、電波防護指針による局所吸

収の指針値を理論的に満足しているた

め、規制の対象とされていません。日本

での設置拒否の方法については、電力事

業者へお問合せください。 

大久保所長 

・ スマートメーターから発生

する電磁波の健康被害への

懸念もあり、米国では設置

拒否があると聞いています

が、日本での健康被害の有

無や設置状況、拒否の方法

が知りたい 
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リニアモーターカー 国際的なガイドラインは 2009 年に出

されており、静磁界の一般の人々のば

く露限度は 400mT です。国土交通省が

示している測定結果では、車内では

1.3mT、ホームでは 0.8mT、沿線では

0.2mT であり、400mT に比べると十分

低い値になっています。また、リニア

モーターカー同士がすれ違った際に、

変動磁界というものが発生し、走行ス

ピードによって規制値は異なります

が、何れも国際的なガイドラインを超

えることはないと国土交通省が発表し

ています。 

多氣教授 

・ リニアモーターカーによる

健康影響はどの程度あると

考えられますか 

12 

自動車 電磁界情報センターで独自に、ハイブ

リッドカー、従来のガソリン車、電気

自動車の 3種について走行 40km/h で

測定しました。結論とすれば、国際的

なガイドライン、一般公衆に対する参

考レベルより十分低い数値でした。詳

細については電磁界情報センターの HP

に掲載してありますのでそちらをご覧

ください。 

大久保所長 

・ 電気自動車から発生する電

磁波による人体への影響を

教えてほしい 

13 

植込み式医療機器 携帯電話、IH調理器、IH炊飯器、低

周波治療器、体脂肪計、電子商品監視

装置、アマチュア無線機、自動改札

機、電気自動車充電器等から発生する

電磁波の影響により、機器が誤作動を

起こす可能性があるため注意が必要。

不整脈デバイス工業会、総務省の電波

利用ホームページ、さらには電波環境

協議会、環境省の小冊子「身の回りの

電磁界について」でそれぞれ情報提供

されておりますので、そちらをお調べ

ください。 

大久保所長 

・ 埋め込み除細動器（ICD)に

電磁波はどのような悪影響

がありますか。また、どん

なものを避けて生活をした

方がいいでしょうか 
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電磁過敏症 WHO ファクトシート 296「電磁過敏

症」では、「電磁過敏症は人によって

異なる多様な非特異的症状であり、電

磁過敏症と電磁界ばく露を結びつける

ような科学的根拠は存在しない」との

見解が示されています。また、電磁過

敏症と電磁界ばく露との因果関係は否

定されています。原因としては、環境

因子（騒音や光など）のようなものや

ストレスが考えられます。 

大久保所長 

・ 私は生活上、身の周りで使

う電気製品(掃除機、ドライ

ヤー、テレビ等)に敏感に反

応し、気分が悪くなりま

す。電子レンジは所有出来

ず、携帯電話の通話は短時

間で済まし、メールで用を

足します 

・ 家電製品（毛布、カーペッ

ト、レンジ等）と身体との

関係は？家電製品を使用し

た後、いつも体調が重苦し

いという友人がいます 

15 

電波干渉 電子・電気機器から出る非常に弱いノ

イズでも、ラジオやテレビ等に電波障

害が発生することがあります。しかし、

人体防護のガイドラインと比べれば、

非常に小さい値です。なお、電波障害に

起因する妨害波に関しては、国際無線

障害特別委員会（CISPR）が限度値を定

め、総務省が電波法の下で規制してい

ます。 

多氣教授 

・ 高周波による AM・FM ラジオ

への影響は 

・ 電磁波障害に対する機器を

教えてほしい 

・ ビルや店舗(建物)の間を車

で走るとラジオにザーザー

と雑音が入りますが、電磁

波の影響でしょうか 
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電磁波対策 ファクトシート№205「超低周波(ELF)」

では、「一般の公衆が特定の防護対策を

講じる必要はありません」との見解を

示しています。 

また、ファクトシート№226「レーダと

人の健康」では、「電波の遮蔽特性があ

るとする衣服や物品が、妊婦など一般

市民の中で「敏感」な人々向けに消費者

市場に出現しています。この類の製品

を使用することは必要ありませんし、

やめさせるのがよいでしょう」との見

解を示しています。 

大久保所長 

・ 健康被害を低減するための

意識付けをどのように考

え、その具体的な対策につ

いて教えてほしい 

・ 電磁波予防に対応する方法

を具体的に説明してほしい 

・ 電磁波をブロックする器具

があったら教えてください 

・ 電磁過敏症など、現代では

電磁波による症状が心配さ

れます。あまり神経質にな

るのもよくないですが、電

磁波の中で暮らす私たちに

とって体や心に負担がかか

るほどの電磁波からは身を

守りたいと思います。一般

的な電磁波カットのグッズ

は、どのくらいの効果があ

るのでしょうか 

17 

音 音と電磁波は物理的に違います。 

環境省が発行している「よくわかる低

周波音」というパンフレットに詳しく

掲載されていますので、そちらをご確

認下さい。 
多氣教授 

・ 自宅にて静かな環境に居る

と、ブーンと音が聞こえま

す。幅 3m程の道を挟んで高

圧電流の電柱が有ります。

何かが影響しているのでし

ょうか。電磁界の影響など

考えられるのでしょうか 

18 

他国の 5G 導入について スイスやベルギー等、5G の導入を見送

る国もありますが、現時点で 5G が健康

への悪影響があるという証拠はありま

せん。 
大久保所長 

・ 5G が春に運用開始という情

報がありますが、具体的な

説明がなされておらず、詳

細が周知されていないと感

じます。運用されるとどう

なるのか、海外の運用状況

を知りたい 
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電気治療器 個々の機器についてコメントする立場

ではありませんので、安全性に不安が

ある場合には、独立行政法人医薬品医

療機器総合機構のホームページをご確

認下さい。 

電磁界情報 

センター事務局 

・ 腰痛になり、整形外科での

治療法として電気治療を受

けています。周囲には他に

も機械が多くあり不安です 

20 

電離放射線 講演 1で説明 

予稿集 63ページ下段参照 電磁界情報 

センター事務局 

・ 電磁波と放射線の人体への

影響の違いについて知りた

い 

21 

マイクロ波応用機器 マイクロ波を応用する機器は数多くあ

ります。講演終了後、質問内容の確認を

させて下さい。 

電磁界情報 

センター事務局 

・ マイクロ波応用機器からの

放射電磁波による影響を知

りたい 

21 

IH 調理器 フェイクニュースです。禁止されてい

る国はありません。 
大久保所長 

・ インターネットに、外国で

は IH調理器の使用をやめて

いるとありますが 

 

（会場質問） 

№ 質問 回答の骨子 回答者 

1 

ミトコンドリアへの影響 磁界とミトコンドリアの酸化還元反応

の電子伝達系への影響というのは、昔

からある基礎科学的な題材です。ただ、

実際に身の回りの電磁界では影響はな

いだろうと思われます。非常に強い磁

界で研究が行われています。 

多氣教授 

・ 細胞の中のミトコンドリア

への影響について知りたい 

2 

放射能 事前質問で回答しました。 

多氣教授 

・ 放射能と電磁波の違いが知

りたい 

 

 

 

 

 

 

  



別紙 2-41 
 

3 

予稿集について 36 ページは、疫学研究と動物実験結果

です。37ページについては、実際に白

血病のお子さんがいらっしゃるのは間

違いないのですが、それが磁界の影響

によって白血病になっているという証

拠はないというご説明をしました。40

ページには WHO の結論あるいはその後

の欧州委員会での「小児白血病の根拠

は因果関係とは見なせない」といった

見解をまとめています。本講演会は国

内外の正確な情報をご理解していだく

場だと思っています。58ページで電磁

界情報センターのご案内としてインタ

ーネットの URL と電話番号も掲載して

いますので、電話でお問い合わせいた

だければ電磁界に関する様々な情報を

得ることができます。 

多氣教授 

・  36 ページの低周波磁界は？

何の研究結果ですか 

・ 37 ページで発がん性はない

とのお話ですが、現実に起

きています 

・ 40 ページの結論を伝えるた

めの講演会ですか 

・ 58 ページについてインター

ネットをしていない者への

配慮はないのでしょうか 

4 

パワードスーツ パワードスーツの磁界測定データは現

在ありませんが、今後普及するに従っ

て、何か問題があるかどうかという検

討はなされていくものと思います。 

 

多氣教授 

・ 今後、パワードスーツ等、

人の力をアシストする製品

が普及するかと思います

が、体への弊害はあります

か。また、データを取る試

みはあるのでしょうか 

5 

神経行動 WHO の環境保健クライテリアの第 5章

の neuro behavior を直訳したもので

あり、脳波への影響や磁気閃光、うつ

病等の神経を介して影響していると思

われるものすべてを神経行動と整理し

ています。 

多氣教授 

・ 神経行動の意味を教えてく

ださい 

6 

TMS 一部、有効であるということは確かな

ようです。 

大久保所長 

・ TMSという装置がうつ病治療

に利用されているようです

が、これについての評価が知

りたい 
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生物への影響 WHO ファクトシート集「電磁界の環境影

響」に記載がありますのでご確認いた

だければと思います。 

大久保所長 ・ 人以外の生物への影響が知

りたい 

8 

認知症電気治療の健康被害 個々の製品については、分かりませ

ん。 
大久保所長 

・ 認知症の治療に使われる脳

への電気治療に健康被害は

ありますか 

9 

漬物の発がん性 漬物を食べると胃がんになるという、

限定的な証拠が疫学ではあるのです

が、動物実験ではそういう証拠が見つ

からないことから、あるかもしれない

という評価として、2B に分類されてい

ます。 

大久保所長 

・ 国際がん研究機関の発がん

性評価結果で、グループ 2B

に漬物が入っていますが、ど

のような理由でしょうか 

 

以 上 

 



 
 
 
 

資料１ 

 

 

パンフレット「電磁界と健康」 

（改訂第17版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



このパンフレットに関するご意見お問い合わせ

一般財団法人 電気安全環境研究所 電磁界情報センター
〒105-0014
東京都港区芝2-9-11 全日電工連会館 3階
TEL ：03-5444-2631
FAX ：03-5444-2632
ホームページ：http://www.jeic-emf.jp/

送電線等の電力設備のまわりに発生する

改訂第17版（令和元年度版）

経済産業省
商務情報政策局

電磁界
と

健　康

電磁界
と

健　康

電磁界と健康パンフレット2019.indd   1 2019/10/07   17:06:18



2

1 電磁界は何が問題になっているのですか？ 

2 電磁界とはどのようなものですか？

3 電磁界にはどのような性質・作用があるのでしょうか？

4 電磁界による健康影響はあるのですか？

5 国際的な見解はどうですか？

6 経済産業省はどのような対応をしているのですか？

7 国内外で電磁界に対する規制はあるのですか？

8 身のまわりの磁界の強さはどのくらいですか？

9 電磁界と健康について更に知りたい場合には、
 情報はどこから得られるのですか？
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電磁界とは
　電磁界とは電界と磁界が組み合わされたものです。

　電流や磁気の方向や強さが時間的に変化する（交流）と互いに影響し合うようになり、電界があると磁界

が生じ、磁界があると電界が生じる、というように次々と波のように遠くに伝わっていきます。この波の

ことを電磁波といい、波の伝わっている空間（場所）を電磁界といいます。電磁波が波で、電磁界は波のあ

る海というイメージです。なお、電磁界にさらされる事を「ばく露（ばくろ）」と言います。

　　

　　

　電磁波（電磁界）は波のある海のようなものですから、波の与える影響は波の高さ、波の長さ（波長）によっ

て変わります。波長は波の振動の速さ（周波数）が早いほど短くなります。電磁波（電磁界）は、次表に示す

ように、その周波数毎に様々な名称で呼ばれ、それぞれの性質に応じて様々な用途に利用されています。

　電磁波（電磁界）は、電離放射線と非電離放射線に分けられます。非電離放射線は、超低周波電磁界（300Hz

まで）や電波及び光などのように電離放射線（エックス線、ガンマ線など）に比べて波長が長くエネルギーが小

さいため、電離放射線のような、物質に衝突して原子から電子を引き離す能力（電離作用）を持ちません。した

がって、細胞内の遺伝子を直接に傷つける作用はありません。

3 電磁界にはどのような性質・作用があるのでしょうか？
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　送電線の周辺に住んでいる人たちの健康について調査したところ、小児白血病＊1と電磁界の強度に関連

があるという報告が米国やスウェーデン等の研究者から1980年代に相次いで発表され、日常的な電気の使

用により発生する電磁界が健康に影響を与えるのではないかということが問題になりました。

　これを契機に世界中（もちろん日本でも）で、電磁界と健康影響の関係を真剣に考えるようになりました。

（世界保健機関（WHO）では、1996年から電磁界ばく露の健康リスクの評価を目的として国際電磁界プロジ

ェクトを発足させています。）

　このパンフレットは電磁界の健康影響について、これまでに分かっている事実をできるだけ正確にお伝え

することを目的としています。

＊1 小児白血病は15歳未満の小児がかかる血液がん。

　　　

　　　

　電磁界とは電界と磁界が組み合わされたものなので、まず、電界と磁界を別々に説明します。

電界とは
　電気のある空間（場所）を電界といいます。

　家電製品や送電線等の電力設備の周りが全

て電界ということです。家庭の電灯線（100～

200ボルト）程度では電界を感じることはあり

ませんが、冬場にドアノブに触れてパチっと

感じたり、乾燥した季節に衣服がまとわり付

くことがあります。これは乾燥や摩擦などに

よって数千から数万ボルトの静電気が発生

し、この電界によって起こった現象です。

　一般に電界の強さは発生源からの距離とと

もに急激に弱くなります。送電線の電圧は数万～50万ボルトもありますが、高い所にあるため地面に立っ

ている人は電界を感じることはありません。電界の単位にはV／m（ボルト／メートル）が使用されます。

磁界とは
　磁気のある空間（場所）を磁界といいます。

　地球（地磁気）の他に、棒磁石や文房具などに使われている永久磁石や、家電製品や送電線などの電力設

備に電気が流れている周辺にも磁気が発生し、磁界があります。磁石を近づけたり、離したりすると分か

るように、磁界も発生源からの距離とともに急激に弱くなります。磁界の単位はT（テスラ）といいますが、

通常は身のまわりの磁界の大きさに合わせ、μT（マイクロテスラ）が使用されます。（1μTは百万分の1T）

1 電磁界は何が問題になっているのですか？

2 電磁界とはどのようなものですか？  

3
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科学的に立証されている人への影響（短期的ばく露影響）
　身体が非常に強い電磁界にばく露されると体内に電流が発生し、その影響により神経が刺激されること

があります。これを刺激作用といいます。

　人の体内には、もともと脳の神経活動や心筋の活動による生理的な電流が流れています（内因性電流と

いい、脳電図（脳波）・心電図として観測することができます）が、これと同程度あるいはそれ以上の大き

さの電流が電磁界により体内に発生すると、神経や筋肉等の活動に影響を与える刺激作用により健康に悪

影響を及ぼす恐れがあると考えられています。

　居住環境での最大レベルの数十～数百倍の非常に強い外部磁界にばく露されると、体内に電流が発生す

ると考えられています。外部磁界のばく露に伴って誘導される電流に対して人体の中で最も敏感な組織は

目の網膜と言われています。例えば、一般の方々が日々の生活の中で遭遇するレベルを遥かに超えるよう

な非常に強い磁界（最小値は20Hzにおいて5,000μTであり、これより高い周波数および低い周波数では上

昇する）に頭部がさらされると、目を閉じていても何か光が見えるような現象（磁気閃光といいます）を感じ

ることがわかっています。

科学的に立証されていない人への影響（長期的ばく露影響）
　生活環境での電磁界への長期的ばく露影響については、これまで多くの科学者が研究を行ってきてお

り、その多くが小児白血病に焦点をあててきましたが、小児白血病との関連性等、生活環境での電磁界に

よる健康影響があるという確実な証拠は見つかっておりません。しかし、確実に無いという科学的な証拠

を見つけるのは、商用周波電磁界に限らず一般的に不可能なことです。

　以下に長期的ばく露影響に関する研究例を紹介します。

・疫学研究では・・・
　電磁界と健康に関する個別の疫学研究は、小児白血病との間に関連性が無かったという報告もあれば

関連性があったという報告もあり、結論はまちまちです。2000年に発表されたスウェーデンのアール

ボム博士等によるプール分析＊1では、居住環境としては相対的に強い強度（0.3～0.4μT以上＊2）の磁

界ばく露と小児白血病との間に、弱いながらも統計的に意味のある関連性が見られることが報告されて

います。しかし、著者らは、ばく露の高い群と低い群で調査への参加率が異なったことの影響を受けて

いる可能性があると言っています。
＊1　過去の疫学研究で得られた各々のデータをまとめて再解析する手法です。
＊2　国立環境研究所 兜博士が2006年に発表した疫学調査によると、我が国で0.4μT以上の居住環境に住んでいる人の割合は1

％未満と報告されています。

・生物学的研究では・・・
　生物学的影響を検討した研究には、ラット等の動物を用いたがん・生殖・神経系等への影響に関する

研究と、細胞を用いて遺伝子等への影響を調べる研究があります。現時点では居住環境における商用周

波電磁界が人の健康に悪い影響を及ぼすという再現性のある結果は得られていません。

　動物実験や細胞実験の生物学的研究では、一回の実験結果のみで判断するのでは無く、一般に実験を

数回繰り返し行い同様の結果を示すこと（精度の向上）や別の研究者が同様な結果を示すこと（再現性）等

から、影響の有無が判断されています。

6

　このパンフレットでは超低周波電磁界（300Hzまで）のうち送電線等の電力設備や一般の人が日常的に接
する家電製品に使われている 50/60Hz（商用周波数）の電磁界の健康に対する影響について考えていきます。
50Hz、60Hzの電圧、電流から発生する電磁界の波長は、それぞれ6,000km、5,000kmと、地球の半径にも相当
する長さになります。このため電磁界が空気中では遠くに伝わる性質は弱く、距離とともに急激に弱くなります。
　　　
　　　

　　　
　　　
人の健康影響の評価方法

　電磁界の人への影響を検証するためには、
「電磁界」と「人の健康影響」の因果関係の
有無を様々な研究結果から総合的に検証する
必要があります。それらの研究方法には、大
まかに「疫学研究」と「生物学的研究」の二
種類があります。
 「疫学研究」は、「電磁界」と「人の健康影
響」の関連性を統計的に考察する学問であ
り、一方の「生物学的研究」は、その関連性
のメカニズムや人への健康影響があるかどうかを実験的に解明する学問です。
　これらの評価手法により、「電磁界」と「人の健康影響」の因果関係の有無を検証した結果、神経刺激作
用等の科学的に立証されている影響と、小児白血病との関連性等、現段階では科学的な結論が出ていない
影響の二つに分けられることがわかっています。前者は短期的ばく露で、主としてばく露されている間の
み見られる影響であり、後者は長期的ばく露により、がんなどの病気が引き起こされる影響と言えます。
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■ 代表的な電磁波（電磁界）の種類と用途

4 電磁界による健康影響はあるのですか？  

注1：周波数（単位：Hz、ヘルツ）は1秒間に振動する数で、電磁波の伝わる速さ「30万キロメートル/秒」を波長で割った数です。
　　（周波数 f（Hz）＝速さ3x108（m/s）／波長λ（m））
注2：1   mは千分の1mm、1nmは百万分の1mm
注3：ビーコンとは、地上にある無線局などから発射される電波を受信することにより、位置をはじめとした各種情報を取得する

ための設備です。

分類 名称 周波数ｆ（Hz）   波長λ（m）   主な用途（例）
ガンマ（γ）線
エックス（Ｘ）線

紫外線

可視光線
赤外線
サブミリ波
ミリ波（EHF）
センチ波（SHF）
極超短波（UHF）
超短波（VHF）
短波（HF）
中波（MF）
長波（LF）
超長波（VLF）
極超長波（ULF）
超低周波（ELF）

3x1016以上

3x1015～16

3x1013～15

3x1011～13

3x1011～12

3x1010～11

3x109～10

3x108～9

3x107～8

3x106～7

3x105～6

3x104～5

3x103～4

3x102～3

300以下

10nm以下

10～400nm

400～800nm
0.8   m～1mm
0.1～1mm
1～10mm
1～10cm
0.1～1m
1～10m
10～100m
0.1～1km
1～10km
10～100km
100～1000km
1000km以上

ガンマ線（放射線）治療
レントゲン検査、非破壊検査

殺菌灯、人工日焼けマシーン

光学機器
赤外線リモコン、赤外線ヒーター
ボディスキャナー
レーダー
衛星放送（BS）、衛星通信
テレビ放送、電子レンジ、携帯電話
FMラジオ放送、航空管制
ICカード、国際放送、ラジコン
AMラジオ放送、船舶・航空機ビーコン
IH調理器、船舶・航空機ビーコン
IH調理器、無線航行
地中探査
家電製品、送電線等の電力設備

電
離

放
射
線

非
電
離
放
射
線

電
磁
波

（本パンフレットはこの領域のうち50Hz, 60Hzの商用周波数の電磁波（電磁界）を対象としています。）
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科学的に立証されている人への影響（短期的ばく露影響）
　身体が非常に強い電磁界にばく露されると体内に電流が発生し、その影響により神経が刺激されること

があります。これを刺激作用といいます。

　人の体内には、もともと脳の神経活動や心筋の活動による生理的な電流が流れています（内因性電流と

いい、脳電図（脳波）・心電図として観測することができます）が、これと同程度あるいはそれ以上の大き

さの電流が電磁界により体内に発生すると、神経や筋肉等の活動に影響を与える刺激作用により健康に悪

影響を及ぼす恐れがあると考えられています。

　居住環境での最大レベルの数十～数百倍の非常に強い外部磁界にばく露されると、体内に電流が発生す

ると考えられています。外部磁界のばく露に伴って誘導される電流に対して人体の中で最も敏感な組織は

目の網膜と言われています。例えば、一般の方々が日々の生活の中で遭遇するレベルを遥かに超えるよう

な非常に強い磁界（最小値は20Hzにおいて5,000μTであり、これより高い周波数および低い周波数では上

昇する）に頭部がさらされると、目を閉じていても何か光が見えるような現象（磁気閃光といいます）を感じ

ることがわかっています。

科学的に立証されていない人への影響（長期的ばく露影響）
　生活環境での電磁界への長期的ばく露影響については、これまで多くの科学者が研究を行ってきてお

り、その多くが小児白血病に焦点をあててきましたが、小児白血病との関連性等、生活環境での電磁界に

よる健康影響があるという確実な証拠は見つかっておりません。しかし、確実に無いという科学的な証拠

を見つけるのは、商用周波電磁界に限らず一般的に不可能なことです。

　以下に長期的ばく露影響に関する研究例を紹介します。

・疫学研究では・・・
　電磁界と健康に関する個別の疫学研究は、小児白血病との間に関連性が無かったという報告もあれば

関連性があったという報告もあり、結論はまちまちです。2000年に発表されたスウェーデンのアール

ボム博士等によるプール分析＊1では、居住環境としては相対的に強い強度（0.3～0.4μT以上＊2）の磁

界ばく露と小児白血病との間に、弱いながらも統計的に意味のある関連性が見られることが報告されて

います。しかし、著者らは、ばく露の高い群と低い群で調査への参加率が異なったことの影響を受けて

いる可能性があると言っています。
＊1　過去の疫学研究で得られた各々のデータをまとめて再解析する手法です。
＊2　国立環境研究所 兜博士が2006年に発表した疫学調査によると、我が国で0.4μT以上の居住環境に住んでいる人の割合は1

％未満と報告されています。

・生物学的研究では・・・
　生物学的影響を検討した研究には、ラット等の動物を用いたがん・生殖・神経系等への影響に関する

研究と、細胞を用いて遺伝子等への影響を調べる研究があります。現時点では居住環境における商用周

波電磁界が人の健康に悪い影響を及ぼすという再現性のある結果は得られていません。

　動物実験や細胞実験の生物学的研究では、一回の実験結果のみで判断するのでは無く、一般に実験を

数回繰り返し行い同様の結果を示すこと（精度の向上）や別の研究者が同様な結果を示すこと（再現性）等

から、影響の有無が判断されています。
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　このパンフレットでは超低周波電磁界（300Hzまで）のうち送電線等の電力設備や一般の人が日常的に接
する家電製品に使われている 50/60Hz（商用周波数）の電磁界の健康に対する影響について考えていきます。
50Hz、60Hzの電圧、電流から発生する電磁界の波長は、それぞれ6,000km、5,000kmと、地球の半径にも相当
する長さになります。このため電磁界が空気中では遠くに伝わる性質は弱く、距離とともに急激に弱くなります。
　　　
　　　

　　　
　　　
人の健康影響の評価方法

　電磁界の人への影響を検証するためには、
「電磁界」と「人の健康影響」の因果関係の
有無を様々な研究結果から総合的に検証する
必要があります。それらの研究方法には、大
まかに「疫学研究」と「生物学的研究」の二
種類があります。
 「疫学研究」は、「電磁界」と「人の健康影
響」の関連性を統計的に考察する学問であ
り、一方の「生物学的研究」は、その関連性
のメカニズムや人への健康影響があるかどうかを実験的に解明する学問です。
　これらの評価手法により、「電磁界」と「人の健康影響」の因果関係の有無を検証した結果、神経刺激作
用等の科学的に立証されている影響と、小児白血病との関連性等、現段階では科学的な結論が出ていない
影響の二つに分けられることがわかっています。前者は短期的ばく露で、主としてばく露されている間の
み見られる影響であり、後者は長期的ばく露により、がんなどの病気が引き起こされる影響と言えます。
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■ 代表的な電磁波（電磁界）の種類と用途

4 電磁界による健康影響はあるのですか？  

注1：周波数（単位：Hz、ヘルツ）は1秒間に振動する数で、電磁波の伝わる速さ「30万キロメートル/秒」を波長で割った数です。
　　（周波数 f（Hz）＝速さ3x108（m/s）／波長λ（m））
注2：1   mは千分の1mm、1nmは百万分の1mm
注3：ビーコンとは、地上にある無線局などから発射される電波を受信することにより、位置をはじめとした各種情報を取得する

ための設備です。

分類 名称 周波数ｆ（Hz）   波長λ（m）   主な用途（例）
ガンマ（γ）線
エックス（Ｘ）線

紫外線

可視光線
赤外線
サブミリ波
ミリ波（EHF）
センチ波（SHF）
極超短波（UHF）
超短波（VHF）
短波（HF）
中波（MF）
長波（LF）
超長波（VLF）
極超長波（ULF）
超低周波（ELF）

3x1016以上

3x1015～16

3x1013～15

3x1011～13

3x1011～12

3x1010～11

3x109～10

3x108～9

3x107～8

3x106～7

3x105～6

3x104～5

3x103～4

3x102～3

300以下

10nm以下

10～400nm

400～800nm
0.8   m～1mm
0.1～1mm
1～10mm
1～10cm
0.1～1m
1～10m
10～100m
0.1～1km
1～10km
10～100km
100～1000km
1000km以上

ガンマ線（放射線）治療
レントゲン検査、非破壊検査

殺菌灯、人工日焼けマシーン

光学機器
赤外線リモコン、赤外線ヒーター
ボディスキャナー
レーダー
衛星放送（BS）、衛星通信
テレビ放送、電子レンジ、携帯電話
FMラジオ放送、航空管制
ICカード、国際放送、ラジコン
AMラジオ放送、船舶・航空機ビーコン
IH調理器、船舶・航空機ビーコン
IH調理器、無線航行
地中探査
家電製品、送電線等の電力設備

電
離

放
射
線

非
電
離
放
射
線

電
磁
波

（本パンフレットはこの領域のうち50Hz, 60Hzの商用周波数の電磁波（電磁界）を対象としています。）

疫学研究

総合評価

生物学的研究
細胞実験動物実験

電磁界と健康パンフレット2019.indd   6 2019/10/07   17:06:24



■ IARCによる発がんハザード分類

注1）分類基準は分類の基本的な考え方を説明したものです。
注2）表中の分類結果は2019年9月23日時点のものです。この分類は新しい証拠をもとに変わることもあります。

発がんハザードの分類及び分類基準 注１） 既存分類結果［1013例］注２）

カドミウム、アスベスト、ダイオキシン類の一種（2,
3,7,8-TCDD）、たばこ（能動、受動）、アルコール飲料、ガ
ンマ線、エックス線、紫外線、太陽光、ディーゼルエンジン
排ガス、大気汚染、粒子状物質（大気汚染）、PCB、加
工肉、ベンゼン ［他を含む120例］

グループ１：発がん性がある
人への発がん性を示す十分な証拠がある場合や限定的
でも動物への発がん性を示す十分な証拠と発がんメカニ
ズムに強い証拠がある場合に用いる

鉛化合物（無機）、クレオソート、アクリルアミド、
日内リズムを乱すシフト労働、理容・美容労働、
赤肉、高熱の揚げ物作業、熱い飲み物
 ［他を含む82例］

グループ２A：おそらく発がん性がある
人への発がん性を示す証拠は限定的であるが、動物へ
の発がん性を示す十分な証拠がある場合や人で不十分
でも発がんメカニズムの証拠が強い場合などに用いる

クロロフォルム、鉛、漬物、ガソリン、ガソリンエ
ンジン排ガス、ドライクリーニング労働、超低
周波磁界、無線周波電磁界
 ［他を含む311例］

グループ２B：発がん性があるかもしれない
人への発がん性を示す証拠が限定的であり、動物実験
での発がん性に対して不十分な証拠や限定的な証拠が
ある場合や、人で不十分でも動物への発がん性を示す
十分な証拠がある場合などに用いる

コーヒー、カフェイン、原油、水銀（無機）、お茶、
蛍光燈、静磁界、静電界、超低周波電界
 ［他を含む 500 例］

グループ３：発がん性を分類できない
人への発がん性を示す証拠が不十分であり、上の条件に
該当しない場合に用いる

　　
国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）では・・・

　国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP＊4）では、世界保健機関（WHO）の電磁界ばく露の健康リスク
の評価結果（9ページ参照）を受けて、2010年に1Hzから100kHzまでの時間変化する電界、磁界、電磁
界に対して短期的なばく露影響から一般の人と労働者を防護するガイドラインを設定しています。この
ガイドラインでは、商用周波電磁界に関するばく露制限値を設定しており、その値は、電磁界によって
引き起こされる磁気閃光や中枢および末梢の神経への刺激を根拠として、刺激作用（6ページ「科学的に
立証されている人への影響（短期的ばく露影響）」参照）によって健康に悪影響が起こるレベルより十分
に低い値に設定されています（次表参照）。

＊4 国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）は非電離放射線からの人体及び環境の防護の推進、特に非電離放射線からの人体の防護
に関するガイドラインと勧告を提供することを目的として1992年に設立された中立的な国際的組織です。ICNIRPのガイドラ
インは各国政府に対し強制力を持つものではありませんが、中立の専門家が参加した保健衛生の立場からの評価として、世界
各国の防護指針やガイドライン作成に大きな影響力をもっています。（http://www.icnirp.org/）
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　WHOは、2005年10月に低周波（100kHzまで）電磁界の健康リスクを評価するために、専門家による
「タスクグループ」を招集しました。タスクグループは、IARCモノグラフ第80巻を含め、これまで
発表された膨大な科学論文のレビューを行い、その見解を「環境保健クライテリア（EHC）モノグラフ
No.238（WHO, 2007）」として、2007年6月に発刊しました。
　WHOは、このEHCに基づいて「ファクトシート№322 超低周波の電界及び磁界へのばく露（現在は
Backgrounderとして収納）」を発表し、9 ページのように健康リスク評価を行っています。
　環境省では上記EHCを日本語に翻訳しています。

（http://www.env.go.jp/chemi/electric/material/ehc238_j/index.html）　　
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世界保健機関（WHO）では・・・

　国連の一機関であるWHOは1996年5月に国際電磁界プロジェクト（The International EMF Project）
を発足させました。プロジェクトの目的は、電磁界ばく露の健康リスクを評価することです。我が国も参加
しています。
　なお、WHOではこれまでに超低周波電磁界（300Hzまで）について評価を終了しており、本パンフレッ
トで主に扱う商用周波電磁界（50/60Hz）が含まれています。

　国際電磁界プロジェクトの1つとして、WHOの付属機関である国際がん研究機関（IARC＊1）は、2002
年に超低周波電磁界の人への発がんハザード＊2を評価したIARCモノグラフ第80巻を発刊しました。
そして、超低周波磁界は「人にとって発がん性があるかもしれない（グループ2B）」、超低周波電界は
「人への発がん性に関して分類できない（グループ3）」と判断しました。
　IARCの発がんハザード評価とは、その物質や環境ががんの原因となるかどうかあるいはその潜在性の
有無に関する科学的な証拠の強さ（確実さ）を評価して分類したものであり、がんの引き起こしやすさを
評価したものではありません。ここでの評価の手順は、まず、人における疫学研究結果（証拠）をもとに発
がんハザードがあるかどうか評価します。証拠が限定的であったり、不十分な場合は、生物学的研究結
果（証拠）をもとに総合的に発がん性を分類します。従来、発がんハザードの分類は5段階でしたが、2019
年1月に、モノグラフの前文の改定版が発表され、「グループ4：おそらく発がん性はない」は廃止さ
れ、4段階の分類となりました＊3（次表参照）。
　
＊1 国際がん研究機関（IARC）はがんに関するさまざまな研究を行うために1969年に発足したWHOの専門組織です。その活動の一つと

して、化学物質の発がんハザードに関する分類があります。現在では、個々の化学物質のみならず、混合物や放射線、ウイルスなど
の化学物質でないものや労働環境も評価しています。（http://www.iarc.fr/en）

＊2 「ハザード（hazard：危険性、有害性）」とは、人に危害を及ぼす可能性のある因子をいいます。一方、「リスク（risk：危険度）」とは、ハザ
ードによって生じる恐れのあるけがや疾病の重篤度とその発生する可能性の度合いをいいます。例えば、タバコは肺がんや心血管疾患
等の疾病の「リスク」を生じる可能性のある「ハザード」ですが、喫煙という行為に及ばなければ、タバコ自体が「リスク」を生じることは
ありません。

＊3 2019 年 9 月に発表された IARC 諮問グループの報告では、IARC モノグラフの適用範囲は、人におけるがんのリスクを高める可能性
のある作用因子を同定することであり、その作用因子を（レビュー対象に）選択していること。発がん性を疑う証拠がない新たな作用因
子をレビューすることは、モノグラフ・プログラムの適用範囲外であること、また、レビュー対象の作用因子についてはほぼ大抵、潜在
的な発がんハザードを示す何らかのデータがあることから、諮問グループはグループ 3 とグループ 4 を統合することを勧告していま  
す。なお、今後の（作用因子の発がん性分類を評価する）作業グループに対し、一連の証拠によって是認される場合に『人に対しておそら
く発がん性はない』という文言を追加するよう奨励しています。
(https://www.iarc.fr/news-events/the-iarc-monographs-updated-procedures-for-modern-and-transparent-evidence
-synthesis-in-cancer-hazard-identification/
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● WHOの「国際電磁界プロジェクト」は、電磁界
の発生を伴う技術に関連する潜在的健康リスク
を調査するため1996年に発足。このプロジェ
クトは左の図に記載の項目を目的として活動を
実施しています。

● 組織は、国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）
や国際がん研究機関（IARC）を含む10以上の
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■ IARCによる発がんハザード分類

注1）分類基準は分類の基本的な考え方を説明したものです。
注2）表中の分類結果は2019年9月23日時点のものです。この分類は新しい証拠をもとに変わることもあります。

発がんハザードの分類及び分類基準 注１） 既存分類結果［1013例］注２）

カドミウム、アスベスト、ダイオキシン類の一種（2,
3,7,8-TCDD）、たばこ（能動、受動）、アルコール飲料、ガ
ンマ線、エックス線、紫外線、太陽光、ディーゼルエンジン
排ガス、大気汚染、粒子状物質（大気汚染）、PCB、加
工肉、ベンゼン ［他を含む120例］

グループ１：発がん性がある
人への発がん性を示す十分な証拠がある場合や限定的
でも動物への発がん性を示す十分な証拠と発がんメカニ
ズムに強い証拠がある場合に用いる

鉛化合物（無機）、クレオソート、アクリルアミド、
日内リズムを乱すシフト労働、理容・美容労働、
赤肉、高熱の揚げ物作業、熱い飲み物
 ［他を含む82例］

グループ２A：おそらく発がん性がある
人への発がん性を示す証拠は限定的であるが、動物へ
の発がん性を示す十分な証拠がある場合や人で不十分
でも発がんメカニズムの証拠が強い場合などに用いる

クロロフォルム、鉛、漬物、ガソリン、ガソリンエ
ンジン排ガス、ドライクリーニング労働、超低
周波磁界、無線周波電磁界
 ［他を含む311例］

グループ２B：発がん性があるかもしれない
人への発がん性を示す証拠が限定的であり、動物実験
での発がん性に対して不十分な証拠や限定的な証拠が
ある場合や、人で不十分でも動物への発がん性を示す
十分な証拠がある場合などに用いる

コーヒー、カフェイン、原油、水銀（無機）、お茶、
蛍光燈、静磁界、静電界、超低周波電界
 ［他を含む 500 例］

グループ３：発がん性を分類できない
人への発がん性を示す証拠が不十分であり、上の条件に
該当しない場合に用いる

　　
国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）では・・・

　国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP＊4）では、世界保健機関（WHO）の電磁界ばく露の健康リスク
の評価結果（9ページ参照）を受けて、2010年に1Hzから100kHzまでの時間変化する電界、磁界、電磁
界に対して短期的なばく露影響から一般の人と労働者を防護するガイドラインを設定しています。この
ガイドラインでは、商用周波電磁界に関するばく露制限値を設定しており、その値は、電磁界によって
引き起こされる磁気閃光や中枢および末梢の神経への刺激を根拠として、刺激作用（6ページ「科学的に
立証されている人への影響（短期的ばく露影響）」参照）によって健康に悪影響が起こるレベルより十分
に低い値に設定されています（次表参照）。

＊4 国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）は非電離放射線からの人体及び環境の防護の推進、特に非電離放射線からの人体の防護
に関するガイドラインと勧告を提供することを目的として1992年に設立された中立的な国際的組織です。ICNIRPのガイドラ
インは各国政府に対し強制力を持つものではありませんが、中立の専門家が参加した保健衛生の立場からの評価として、世界
各国の防護指針やガイドライン作成に大きな影響力をもっています。（http://www.icnirp.org/）
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　WHOは、2005年10月に低周波（100kHzまで）電磁界の健康リスクを評価するために、専門家による
「タスクグループ」を招集しました。タスクグループは、IARCモノグラフ第80巻を含め、これまで
発表された膨大な科学論文のレビューを行い、その見解を「環境保健クライテリア（EHC）モノグラフ
No.238（WHO, 2007）」として、2007年6月に発刊しました。
　WHOは、このEHCに基づいて「ファクトシート№322 超低周波の電界及び磁界へのばく露（現在は
Backgrounderとして収納）」を発表し、9 ページのように健康リスク評価を行っています。
　環境省では上記EHCを日本語に翻訳しています。

（http://www.env.go.jp/chemi/electric/material/ehc238_j/index.html）　　
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等の疾病の「リスク」を生じる可能性のある「ハザード」ですが、喫煙という行為に及ばなければ、タバコ自体が「リスク」を生じることは
ありません。

＊3 2019 年 9 月に発表された IARC 諮問グループの報告では、IARC モノグラフの適用範囲は、人におけるがんのリスクを高める可能性
のある作用因子を同定することであり、その作用因子を（レビュー対象に）選択していること。発がん性を疑う証拠がない新たな作用因
子をレビューすることは、モノグラフ・プログラムの適用範囲外であること、また、レビュー対象の作用因子についてはほぼ大抵、潜在
的な発がんハザードを示す何らかのデータがあることから、諮問グループはグループ 3 とグループ 4 を統合することを勧告していま  
す。なお、今後の（作用因子の発がん性分類を評価する）作業グループに対し、一連の証拠によって是認される場合に『人に対しておそら
く発がん性はない』という文言を追加するよう奨励しています。
(https://www.iarc.fr/news-events/the-iarc-monographs-updated-procedures-for-modern-and-transparent-evidence
-synthesis-in-cancer-hazard-identification/
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　経済産業省では、WHOの国際電磁界プロジェクトにおいて、専門家チームが検討を進めていることを念
頭におきつつ、一般の人々が生活する環境における電力設備から発生する磁界に関する規制のあり方を検討
する必要があると判断し、2007年4月、電力安全小委員会に「電力設備電磁界対策ワーキンググループ」を
設置しました。
　議論の対象については、WHOのファクトシート№322（9ページ参照）で、超低周波電界については健康上
の問題はないとの見解が示されたことから、超低周波磁界を議論の対象としました。また検討に当たっては、
磁界が健康に対していかなる影響を与えるかについてのWHOや ICNIRPといった国際（的）機関において
取りまとめられた知見や、国際的な規制動向、経済産業省において行われた各種調査結果を含む国内外の研究
報告等を幅広く収集・整理し、市民団体等から意見募集を行う等、多方面からの意見も取り入れ、論点の整理
を行い検討を重ね、2008 年 6月に政策提言を「電力設備電磁界対策ワーキンググループ報告書」として公表
し、磁界規制値を導入するなどの対応をしました。
　また、講演会、インターネット等を通じた情報提供活動を継続実施しています。
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6 経済産業省はどのような対応をしているのですか？ 

電力設備電磁界対策ワーキンググループ報告書の概要

（１）高レベルの磁界による短期的な健康影響に係わる対応
○電力設備(送・配電線、変電設備)から発生する周波数50Hz・60Hzの磁界について、国際非電離放
射線防護委員会(ICNIRP)が示す国際的なばく露ガイドラインの一般の人々への制限値(100μＴ
(50Hz)、83μＴ(60Hz) 注))を採用する等必要な諸規定の整備・改正を行うべきである。

（２）低レベルの磁界による長期的な健康影響の可能性に係わる対応
①更なる研究プログラムの推進
○磁界ばく露と健康影響との関係に不確かさが残っていることから、引き続き、その不確かさを低減
させるため、産学官が協力して研究を推進すべきである。研究を適切に進めるため、関係各省が連
携して必要な研究分野・テーマを見極める等新たな仕組みが必要である。

②リスクコミュニケーション活動の充実
○磁界ばく露による健康影響に関わる正確な知識が国民に正しく伝わっていないことから生じる問題
の解消には、リスクコミュニケーションの増進を目的とした、中立的な常設の電磁界情報センター機
能の構築が必要である。将来的には、電力設備にとどまらず活動領域を広げていくことを期待する。

○幼稚園、学校等多数の子供が定常的に集まる場所等では、リスクコミュニケーション活動が特に重
要である。電気事業者は、これら地域の近傍に電力設備を新たに設置する場合には、住民との合意
形成に格別の努力を払うべきである。

③ばく露低減のための低費用の方策
○低レベルの電磁界による長期的影響については、因果関係の証拠が弱い。しかし、磁界レベルの低
減に配慮することはリスクコミュニケーションの観点から意味がある。

○海外で行われている磁界低減方策は、我が国では高鉄塔化等により既に実施されており、電力設備
から発生する磁界は既にかなり低いレベルにある。電気事業者は、このような取組を、今後の新た
な設備設置の際にも可能な範囲で継続することが望ましい。原則、既設設備に磁界低減対策を施す
ことまでは求めない。

注）1998年に刊行されたICNIRPの旧ガイドライン値
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　健康リスクの評価に基づき「WHOのガイダンス」としてまとめられ、各国の政府機関や産業界に対

し、以下のように提言しています。

　WHOでは、電磁界の健康リスクへの見解を、一般の人向けに、ファクトシート（Fact Sheet）として発

表しています。上記、ファクトシート№322については日本語にも翻訳され、公開されています。

 (http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/FS322_Japansese.pdf?ua=1)

WHOのガイダンスの概要（ファクトシートNo.322）
　　
●　高レベルの短期的ばく露にともなう健康影響は科学的に確立されているので、政策決定者は、労働

者や一般人をこれらの影響から防護する国際的なばく露ガイドラインを採用すべきです。ばく露レ
ベルがガイドラインの限度値を超えないように監視することも必要です。

●　長期的影響に関しては、超低周波磁界ばく露と小児白血病との関連性の証拠が弱いことから、ばく
露低減によって健康上の便益があるかどうか不明です。こうした状況から、以下を推奨します。

　　
1．政府及び産業界は、電磁界ばく露の健康影響を解明するための研究プログラムを推進すべきです。
2．加盟各国は、全ての利害関係者との効果的で開かれたリスクコミュニケーション・プログラムを構

築することが推奨されます。
3．新たな設備を建設する、または新たな装置（電気製品を含む）を設計する際には、ばく露低減のため

の低費用の方法を探索しても良いでしょう。但し、恣意的に低いばく露限度の採用に基づく政策は
是認されません。

WHOの健康リスクの評価の概要（ファクトシートNo.322）
　　
●　一般環境レベルの超低周波電界に関する本質的な健康上の論点はない。
　　●　超低周波磁界が「ヒトに対して発がん性があるかもしれない」とのIARCの見解を変更しない。
　　●　全体として、小児白血病に関連する証拠は因果関係と見なせるほど強いものではない。

・疫学的証拠は、潜在的な選択バイアス等の問題がある。
・大多数の動物研究では影響は示されていない。
・がんの進展に関係して、受け入れられている生物物理学的メカニズムはない。
　影響があるならば、未知の生物学的メカニズムがある筈。

　　●　その他の健康への悪影響（白血病以外の小児がん、成人のがん、うつ病、自殺、心臓血管系疾患、
生殖機能障害、発育異常、免疫学的変異、神経行動への影響、神経変性疾患）と、超低周波磁界ばく
露との関連性を支持する科学的証拠は、小児白血病についての証拠よりも更に弱い。

＊2 国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）は非電離放射線からの人体及び環境の防護の推進、特に非電離放射線からの人体の防護
に関するガイドラインと勧告を提供することを目的として1992年に設立された中立的な国際的組織です。ICNIRPのガイドラ
インは各国政府に対し強制力を持つものではありませんが、中立の専門家が参加した保健衛生の立場からの評価として、世界
各国の防護指針やガイドライン作成に大きな影響力をもっています。（http://www.icnirp.org/）

■ ICNIRPガイドラインによる一般の人へのばく露制限値（参考レベル）
周波数 電界[kV/m]
50Hz
60Hz

5.0
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　なお、発がん等を含む長期的なばく露影響に関しては、小児白血病との関連を示唆する疫学研究結果を
尊重する必要性を認めながらも、磁界と小児白血病の因果関係は確立されておらず、また、その他のいか
なる長期的ばく露影響の因果関係も確立されていないことを根拠に、ガイドラインのばく露制限値におい
てこの問題を取り扱うことができないと判断しています。
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○電力設備(送・配電線、変電設備)から発生する周波数50Hz・60Hzの磁界について、国際非電離放
射線防護委員会(ICNIRP)が示す国際的なばく露ガイドラインの一般の人々への制限値(100μＴ
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注）1998年に刊行されたICNIRPの旧ガイドライン値
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に関するガイドラインと勧告を提供することを目的として1992年に設立された中立的な国際的組織です。ICNIRPのガイドラ
インは各国政府に対し強制力を持つものではありませんが、中立の専門家が参加した保健衛生の立場からの評価として、世界
各国の防護指針やガイドライン作成に大きな影響力をもっています。（http://www.icnirp.org/）
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なる長期的ばく露影響の因果関係も確立されていないことを根拠に、ガイドラインのばく露制限値におい
てこの問題を取り扱うことができないと判断しています。
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8 身のまわりの磁界の強さはどのくらいですか？
　送電線等の電力設備や家電製品のまわりに電磁界は発生します。下の図に身のまわりの代表的な電力設備

や家電製品の磁界の強さを示しますが、これらの値は電力設備を対象とした日本の規制値に比べ十分低い値

となっています。

　なお、電力設備や家電製品の電界（超低周波電界）については、WHOのファクトシート№322におい

て、健康上の問題はないとの見解が示されています。（９ページ参照）

12

○ 家電製品はさまざまな周波数の磁界を含みます。家電製
品の測定値は、「家電製品から発生する磁界の評価」（一
般財団法人 電気安全環境研究所 電磁界情報センター、
平成 30 年電気学会）より引用しています。

○ 磁界の強さは測定結果の最大値です。

○ （　）は家電製品から測定点までの距離を示します。

○ 平成24～令和元年度の経済産業省委託事業における磁
界測定結果です。日本各地の電力設備について、様々な
時間帯で実際に測定した値です。

○ 〔　〕は測定ヵ所数を示します。

○ 磁界の強さは測定結果の最大値です。
（省令の解釈に基づく測定方法による測定値。ただし、
パワーコンディショナを除く）

○ 磁界の強さの単位としては、テスラ（T）の代わりにガウス（G）も使われますが、テスラ（T）の 1 万分の 1 がガウス（G）です。（1G=100
　T、1mG=0.1　T）

※太陽光パネルで発生した直流の電流を交流（50Hz
あるいは60Hz）に変換する機器です。

電力設備を対象とした日本の規制値
（ICNIRPガイドラインによる一般の人へのばく露制限値（参考レベル）と同じ値）
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　海外では、1998年に刊行されたICNIRPの旧ガイドラインを参考にした規制値やガイドラインを導入する

国が多数あります（下表参照）。特に、欧州では、1999年に欧州理事会が加盟各国に対してICNIRPの旧ガ

イドラインに準拠する措置を勧告しています。なお、一部の国ではICNIRPガイドラインに基づくばく露制

限値に加え、住宅、病院、学校等の特に防護が必要な場所において、「念のための政策」に基づいた磁界の

制限値を設定しています（下記注3参照）。

　一方、我が国では、電界については、静電誘導による人の感知（ドアノブに触れた時に静電気によりパチ

ッとする感じと同じ感覚）を防止する等の観点から、1976年より「電気設備に関する技術基準」に、

ICNIRPガイドラインより低い規制値を導入しています。

　磁界については、本パンフレットの第6章に記載の「電力設備電磁界対策ワーキンググループ」の提言を

受け、2011年3月31日、上記技術基準にICNIRPの新ガイドラインに基づき、50Hz・60Hzともに200μT

の規制値を導入しました（同年10月1日より施行）。

7 国内外で電磁界に対する規制はあるのですか？
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ICNIRP 注1）

（8ページの再掲）

日本 　

韓国

米国　注2）

ドイツ

スイス

フランス

スウェーデン

イタリア

英国　注4）
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国　際
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国
レベル
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〃
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5

5

5

9

5

5

区  分

ガイドライン

〃

規制　　

告示

－

規制

規制

規制

勧告

規制
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規制
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電  界 磁  界
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〃

規制　　　　

告示（2004年）
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規制
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規制

基準

規制

勧告

200（50Hz）

200（60Hz）

 200（50/60Hz）　　　

83.3（60Hz）

－

100（50Hz）

    100（50Hz）注3）

100（50Hz）

100（50Hz）

    100（50Hz）注3）

360（50Hz）

200（50Hz）

200（50Hz）
規制：法規に基づいた義務的な基準　ガイドライン・勧告・基準：法的な拘束力を持たない自発的な基準・方針　
告示：法的拘束力あり

注１）ICNIRPはWHOの環境保健クライテリアNo.238の発刊を受けて、新しいガイドラインを2010年末に発行しました。それまで
の磁界のガイドライン値（1998年）は100　T（50Hz）、83　T（60Hz）でした。

注２）米国には国レベルの規制はありませんが州レベルでは規制を設けているところもあります。
注３）スイス、イタリアでは本規制値（ばく露制限値）以外に住宅、病院、学校等の特に防護が必要な場所において、設備に

対して念のための政策に基づいた磁界の制限値（スイス：1　T、イタリア：3　T）を設定しています。
注４）英国の基準は自主的実施基準であり、ICNIRP旧ガイドライン（1998年）から独自に換算した値に基づいています。

■ 電力設備を対象とした商用周波電磁界の一般公衆へのばく露に関する国内外の規制・ガイドライン等
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7 国内外で電磁界に対する規制はあるのですか？
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－
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告示：法的拘束力あり

注１）ICNIRPはWHOの環境保健クライテリアNo.238の発刊を受けて、新しいガイドラインを2010年末に発行しました。それまで
の磁界のガイドライン値（1998年）は100　T（50Hz）、83　T（60Hz）でした。

注２）米国には国レベルの規制はありませんが州レベルでは規制を設けているところもあります。
注３）スイス、イタリアでは本規制値（ばく露制限値）以外に住宅、病院、学校等の特に防護が必要な場所において、設備に
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注４）英国の基準は自主的実施基準であり、ICNIRP旧ガイドライン（1998年）から独自に換算した値に基づいています。

■ 電力設備を対象とした商用周波電磁界の一般公衆へのばく露に関する国内外の規制・ガイドライン等
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いただきました。
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電磁界の問題

電磁界は何が問題になっているのですか?

電磁界の問題 電磁界とは 電磁界の性質・作用 健康への影響は? 国際機関の見解 経済産業省の対応 電磁

界に対する規制 身の回りの電磁界 電磁界と健康について更に知りたい 用語集 このサイトについて 

　電気は、技術の進歩とともにいろいろな目的に利用され、産業の発展や生活の向上に大きな役割を果たし、私達にとってなくてはならない

ものとなっています。

　送電線の周辺に住んでいる人たちの健康について調査したところ、小児白血病*¹と電磁界の強度に関連があるという報告が米国やスウェー

デン等の研究者から1980年代に相次いで発表され、日常的な電気の使用により発生する電磁界が健康に影響を与えるのではないかというこ

とが問題になりました。

　これを契機に世界中（もちろん日本でも）で、電磁界と健康影響の関係を真剣に考えるようになりました。（世界保健機関（WHO）で

は、1996年から電磁界ばく露の健康リスクの評価を目的として国際電磁界プロジェクトを発足させています。）

　このホームページは電磁界の健康影響について、これまでに分かっている事実をできるだけ正確にお伝えすることを目的としています。

＊1 小児白血病は15歳未満の小児がかかる血液がん。

　作成にあたっては、電磁界の健康影響に関する専門家、リスクコミュニケーションの専門家、消費者団体代表者等の方々より、その内容の

正確さ、公正性、分かり易さ等について監修いただきました。
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電磁界とは

電磁界とはどのようなものですか?

電磁界の問題 電磁界とは 電磁界の性質・作用 健康への影響は? 国際機関の見解 経済産業省の対応 電磁

界に対する規制 身の回りの電磁界 電磁界と健康について更に知りたい 用語集 このサイトについて 

電磁界とは電界と磁界が組み合わされたものなので、まず、電界と磁界を別々に説明します。 

電界とは 磁界とは 電磁界とは

電界とは

　電気のある空間（場所）を電界といいます。

　家電製品や送電線等の電力設備の周りが全て電界ということです。家庭の電灯線（100～200ボルト）程度では電界を感じることはありま

せんが、冬場にドアノブに触れてパチっと感じたり、乾燥した季節に衣服がまとわり付くことがあります。これは乾燥や摩擦などによって数

千から数万ボルトの静電気が発生し、この電界によって起こった現象です。

　一般に電界の強さは発生源からの距離とともに急激に弱くなります。送電線の電圧は数万～50万ボルトもありますが、高い所にあるため

地面に立っている人は電界を感じることはありません。電界の単位にはV／m（ボルト／メートル）が使用されます。

磁界とは

　磁気のある空間（場所）を磁界といいます。

　地球（地磁気）の他に、棒磁石や文房具などに使われている永久磁石や、家電製品や送電線などの電力設備に電気が流れている周辺にも磁

気が発生し、磁界があります。磁石を近づけたり、離したりすると分かるように、磁界も発生源からの距離とともに急激に弱くなります。磁

界の単位はT（テスラ）といいますが、通常は身のまわりの磁界の大きさに合わせ、μＴ（マイクロテスラ）が使用されます。（１μＴは百万

分の１Ｔ）

電磁界とは

　電磁界とは電界と磁界が組み合わされたものです。

　電流や磁気の方向や強さが時間的に変化する（交流）と互いに影響し合うようになり、電界があると磁界が生じ、磁界があると電界が生じ
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る、というように次々と波のように遠くに伝わっていきます。この波のことを電磁波といい、波の伝わっている空間（場所）を電磁界といい

ます。電磁波が波で、電磁界は波のある海というイメージです。なお、電磁界にさらされる事を「ばく露（ばくろ）」と言います。
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電磁界の性質・作用

電磁界にはどのような性質・作用があるのでしょうか?

電磁界の問題 電磁界とは 電磁界の性質・作用 健康への影響は? 国際機関の見解 経済産業省の対応 電磁

界に対する規制 身の回りの電磁界 電磁界と健康について更に知りたい 用語集 このサイトについて 

　電磁波（電磁界）は波のある海のようなものですから、波の与える影響は波の高さ、波の長さ（波長）によって変わります。波長は波の振

動の速さ（周波数）が早いほど短くなります。電磁波（電磁界）は、次表に示すように、その周波数毎に様々な名称で呼ばれ、それぞれの性

質に応じて様々な用途に利用されています。

　電磁波（電磁界）は、電離放射線と非電離放射線に分けられます。非電離放射線は、超低周波電磁界（300Hzまで）や電波及び光などのよ

うに電離放射線（エックス線、ガンマ線など）に比べて波長が長くエネルギーが小さいため、電離放射線のような、物質に衝突して原子から

電子を引き離す能力（電離作用）を持ちません。したがって、細胞内の遺伝子を直接に傷つける作用はありません。

　このホームページでは超低周波電磁界（300Hzまで）のうち送電線等の電力設備や一般の人が日常的に接する家電製品に使われている

50/60Hz（商用周波数）の電磁界の健康に対する影響について考えていきます。50Hz、60Hz の電圧、電流から発生する電磁界の波長は、

それぞれ6,000㎞、5,000㎞と、地球の半径にも相当する長さになります。このため電磁界が空気中では遠くに伝わる性質は弱く、距離とと

もに急激に弱くなります。

■代表的な電磁波（電磁界）の種類と用途
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健康への影響は?

電磁界による健康影響はあるのですか?

電磁界の問題 電磁界とは 電磁界の性質・作用 健康への影響は? 国際機関の見解 経済産業省の対応 電磁

界に対する規制 身の回りの電磁界 電磁界と健康について更に知りたい 用語集 このサイトについて 

人の健康影響の評価方法

　電磁界の人への影響を検証するためには、「電磁界」と「人の健康影響」の因果関係の有無を様々な研究結果から総合的に検証する必要が

あります。それらの研究方法には、大まかに「疫学研究」と「生物学的研究」の二種類があります。

　「疫学研究」は、「電磁界」と「人の健康影響」の関連性を統計的に考察する学問であり、一方の「生物学的研究」は、その関連性のメカ

ニズムや人への健康影響があるかどうかを実験的に解明する学問です。

　これらの評価手法により、「電磁界」と「人の健康影響」の因果関係の有無を検証した結果、神経刺激作用等の科学的に立証されている影

響と、小児白血病との関連性等、現段階では科学的な結論が出ていない影響の二つに分けられることがわかっています。前者は短期的ばく露

で、主としてばく露されている間のみ見られる影響であり、後者は長期的ばく露により、がんなどの病気が引き起こされる影響と言えます。

科学的に立証されている人への影響（短期的ばく露影響）

　身体が非常に強い電磁界にばく露されると体内に電流が発生し、その影響により神経が刺激されることがあります。これを刺激作用といい

ます。

　人の体内には、もともと脳の神経活動や心筋の活動による生理的な電流が流れています（内因性電流といい、脳電図（脳波）・心電図とし

て観測することができます）が、これと同程度あるいはそれ以上の大きさの電流が電磁界により体内に発生すると、神経や筋肉等の活動に影

響を与える刺激作用により健康に悪影響を及ぼす恐れがあると考えられています。

　居住環境での最大レベルの数十～数百倍の非常に強い外部磁界にばく露されると、体内に電流が発生すると考えられています。外部磁界の

ばく露に伴って誘導される電流に対して人体の中で最も敏感な組織は目の網膜と言われています。例えば、一般の方々が日々の生活の中で遭

遇するレベルを遥かに超えるような非常に強い磁界（最小値は20Hzにおいて5,000μTであり、これより高い周波数および低い周波数では上

昇する）に頭部がさらされると、目を閉じていても何か光が見えるような現象（磁気閃光といいます）を感じることがわかっています。

科学的に立証されていない人への影響（長期的ばく露影響）

　生活環境での電磁界への長期的ばく露影響については、これまで多くの科学者が研究を行ってきており、その多くが小児白血病に焦点をあ

ててきましたが、小児白血病との関連性等、生活環境での電磁界による健康影響があるという確実な証拠は見つかっておりません。しかし、

確実に無いという科学的な証拠を見つけるのは、商用周波電磁界に限らず一般的に不可能なことです。

　以下に長期的ばく露影響に関する研究例を紹介します。

・疫学研究では・・・

　電磁界と健康に関する個別の疫学研究は、小児白血病との間に関連性が無かったという報告もあれば関連性があったという報告もあり、

結論はまちまちです。2000年に発表されたスウェーデンのアールボム博士等によるプール分析*¹では、居住環境としては相対的に強い強度
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（0.3～0.4μT以上*²）の磁界ばく露と小児白血病との間に、弱いながらも統計的に意味のある関連性が見られることが報告されています。

しかし、著者らは、ばく露の高い群と低い群で調査への参加率が異なったことの影響を受けている可能性があると言っています。

＊1 過去の疫学研究で得られた各々のデータをまとめて再解析する手法です。

＊2 国立環境研究所 兜博士が2006年に発表した疫学調査によると、我が国で0.4μT以上の居住環境に住んでいる人の割合は1%未満と報告されて

います。

・生物学的研究では・・・

　生物学的影響を検討した研究には、ラット等の動物を用いたがん・生殖・神経系等への影響に関する研究と、細胞を用いて遺伝子等への

影響を調べる研究があります。現時点では居住環境における商用周波電磁界が人の健康に悪い影響を及ぼすという再現性のある結果は得ら

れていません。

　動物実験や細胞実験の生物学的研究では、一回の実験結果のみで判断するのでは無く、一般に実験を数回繰り返し行い同様の結果を示す

こと（精度の向上）や別の研究者が同様な結果を示すこと（再現性）等から、影響の有無が判断されています。
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国際機関の見解

国際的な見解はどうですか?

電磁界の問題 電磁界とは 電磁界の性質・作用 健康への影響は? 国際機関の見解 経済産業省の対応 電磁

界に対する規制 身の回りの電磁界 電磁界と健康について更に知りたい 用語集 このサイトについて 

世界保健機関（WHO）では・・・

　国連の一機関であるWHOは1996年5月に国際電磁界プロジェクト（The International EMF Project）を発足させました。プロジェクトの

目的は、電磁界ばく露の健康リスクを評価することです。我が国も参加しています。

　なお、WHOではこれまでに超低周波電磁界（300Hzまで）について評価を終了しており、ここで主に扱う商用周波電磁界（50/60Hz）が

含まれています。

　国際電磁界プロジェクトの1つとして、WHOの付属機関である国際がん研究機関（IARC*¹）は、2002年に超低周波電磁界の人への発がん

ハザード*²を評価したIARCモノグラフ第80巻を発刊しました。そして、超低周波磁界は「人にとって発がん性があるかもしれない（グルー

プ2B）」、超低周波電界は「人への発がん性に関して分類できない（グループ3）」と判断しました。

　IARCの発がんハザード評価とは、その物質や環境ががんの原因となるかどうかあるいはその潜在性の有無に関する科学的な証拠の強さ

（確実さ）を評価して分類したものであり、がんの引き起こしやすさを評価したものではありません。ここでの評価の手順は、まず、人にお

ける疫学研究結果（証拠）をもとに発がんハザードがあるかどうか評価します。証拠が限定的であったり、不十分な場合は、生物学的研究結

果（証拠）をもとに総合的に発がん性を分類します。従来、発がんハザードの分類は5段階でしたが、2019年1月に、モノグラフの前文の改

定版が発表され、「グループ4：おそらく発がん性はない」は廃止され、4段階の分類となりました*³（次表参照）。

＊1 国際がん研究機関（IARC）はがんに関するさまざまな研究を行うために1969年に発足したWHOの専門組織です。その活動の一つとして、化学

物質の発がんハザードに関する分類があります。現在では、個々の化学物質のみならず、混合物や放射線、ウイルスなどの化学物質でないもの

や労働環境も評価しています。（http://www.iarc.fr/）

＊2 「ハザード（hazard：危険性、有害性）」とは、人に危害を及ぼす可能性のある因子をいいます。一方、「リスク（risk：危険度）」とは、ハ

ザードによって生じる恐れのあるけがや疾病の重篤度とその発生する可能性の度合いをいいます。例えば、タバコは肺がんや心血管疾患等の疾

病の「リスク」を生じる可能性のある「ハザード」ですが、喫煙という行為に及ばなければ、タバコ自体が「リスク」を生じることはありませ

ん。

＊3 2019年9月に発表されたIARC 諮問グループの報告では、IARC モノグラフの適用範囲は、人におけるがんのリスクを高める可能性のある作用

因子を同定することであり、その作用因子を（レビュー対象に）選択していること。発がん性を疑う証拠がない新たな作用因子をレビューする

ことは、モノグラフ・プログラムの適用範囲外であること、また、レビュー対象の作用因子についてはほぼ大抵、潜在的な発がんハザードを示

す何らかのデータがあることから、諮問グループはグループ3とグループ4を統合することを勧告しています。なお、今後の（作用因子の発がん

性分類を評価する）作業グループに対し、一連の証拠によって是認される場合に「人に対しておそらく発がん性はない」という文言を追加する

よう奨励しています。

(https://www.iarc.fr/news-events/the-iarc-monographs-updated-procedures-for-modern-and-transparent-evidence-synthesis-in-

cancer-hazard-identification/

■IARCによる発がんハザード分類
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　WHOは、2005年10月に低周波（100kHzまで）電磁界の健康リスクを評価するために、専門家による「タスクグループ」を招集しまし

た。タスクグループは、IARCモノグラフ第80巻を含め、これまで発表された膨大な科学論文のレビューを行い、その見解を「環境保健クラ

イテリア（EHC）モノグラフNo.238（WHO, 2007）」として、2007年6月に発刊しました。

　WHOは、このEHCに基づいて「ファクトシート№322 超低周波の電界及び磁界へのばく露（現在はBackgrounderとして収納）」を発表

し、こちらのように  健康リスク評価を行っています。

　環境省では上記EHCを日本語に翻訳しています。

http://www.env.go.jp/chemi/electric/material/ehc238̲j/index.html

国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）では・・・

　国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP*4）では、世界保健機関（WHO）の電磁界ばく露の健康リスクの評価結果（後述）を受けて、

2010年に1Hzから100kHzまでの時間変化する電界、磁界、電磁界に対して短期的なばく露影響から一般の人と労働者を防護するガイドライ

ンを設定しています。このガイドラインでは、商用周波電磁界に関するばく露制限値を設定しており、その値は、電磁界によって引き起こさ

れる磁気閃光や中枢および末梢の神経への刺激を根拠として、刺激作用（「科学的に立証されている人への影響（短期的ばく露影響）」参

照）によって健康に悪影響が起こるレベルより十分に低い値に設定されています（次表参照）。

＊4 国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）は非電離放射線からの人体及び環境の防護の推進、特に非電離放射線からの人体の防護に関するガイド

ラインと勧告を提供することを目的として1992年に設立された中立的な国際的組織です。ICNIRPのガイドラインは各国政府に対し強制力を持

つものではありませんが、中立の専門家が参加した保健衛生の立場からの評価として、世界各国の防護指針やガイドライン作成に大きな影響力

をもっています。（http://www.icnirp.org/）

　なお、発がん等を含む長期的なばく露影響に関しては、小児白血病との関連を示唆する疫学研究結果を尊重する必要性を認めながらも、磁

界と小児白血病の因果関係は確立されておらず、また、その他のいかなる長期的ばく露影響の因果関係も確立されていないことを根拠に、ガ

イドラインのばく露制限値においてこの問題を取り扱うことができないと判断しています。

■ICNIRPガイドラインによる一般の人へのばく露制限値（参考レベル）

健康リスクの評価に基づき「WHOのガイダンス」としてまとめられ、各国の政府機関や産業界に対し、以下のように提言しています。
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　WHOでは、電磁界の健康リスクへの見解を、一般の人向けに、ファクトシート（Fact Sheet）として発表しています。上記、ファクト

シートNo.322については日本語にも翻訳され、公開されています。

（http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/FS322̲Japansese.pdf?ua=1）
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経済産業省の対応

経済産業省はどのような対応をしているのですか?

電磁界の問題 電磁界とは 電磁界の性質・作用 健康への影響は? 国際機関の見解 経済産業省の対応 電磁

界に対する規制 身の回りの電磁界 電磁界と健康について更に知りたい 用語集 このサイトについて 

　経済産業省では、WHOの国際電磁界プロジェクトにおいて、専門家チームが検討を進めていることを念頭におきつつ、一般の人々が生活

する環境における電力設備から発生する磁界に関する規制のあり方を検討する必要があると判断し、2007年4月、電力安全小委員会に「電力

設備電磁界対策ワーキンググループ」を設置しました。

　議論の対象については、WHOのファクトシート№322  で、超低周波電界については健康上の問題はないとの見解が示されたことから、

超低周波磁界を議論の対象としました。また検討に当たっては、磁界が健康に対していかなる影響を与えるかについてのWHO やICNIRP と

いった国際（的）機関において取りまとめられた知見や、国際的な規制動向、経済産業省において行われた各種調査結果を含む国内外の研究

報告等を幅広く収集・整理し、市民団体等から意見募集を行う等、多方面からの意見も取り入れ、論点の整理を行い検討を重ね、2008年6月

に政策提言を「電力設備電磁界対策ワーキンググループ報告書」として公表し、磁界規制値を導入するなどの対応をしました。

　また、講演会、インターネット等を通じた情報提供活動を継続実施しています。
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電磁界に対する規制

国内外で電磁界に対する規制はあるのですか?

電磁界の問題 電磁界とは 電磁界の性質・作用 健康への影響は? 国際機関の見解 経済産業省の対応 電磁

界に対する規制 身の回りの電磁界 電磁界と健康について更に知りたい 用語集 このサイトについて 

　海外では、1998年に刊行されたICNIRPの旧ガイドラインを参考にした規制値やガイドラインを導入する国が多数あります（下表参照）。

特に、欧州では、1999年に欧州理事会が加盟各国に対してICNIRPの旧ガイドラインに準拠する措置を勧告しています。なお、一部の国では

ICNIRPガイドラインに基づくばく露制限値に加え、住宅、病院、学校等の特に防護が必要な場所において、「念のための政策」に基づいた

磁界の制限値を設定しています（下記注3参照）。

　一方、我が国では、電界については、静電誘導による人の感知（ドアノブに触れた時に静電気によりパチッとする感じと同じ感覚）を防止

する等の観点から、1976年より「電気設備に関する技術基準」に、ICNIRPガイドラインより低い規制値を導入しています。

　磁界については、「電力設備電磁界対策ワーキンググループ」の提言を受け、2011年3月31日、上記技術基準にICNIRPの新ガイドライン

に基づき、50Hz・60Hzともに200μTの規制値を導入しました（同年10月1日より施行）。

■電力設備を対象とした商用周波電磁界の一般公衆へのばく露に関する国内外の規制・ガイドライン等
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身の回りの電磁界

身のまわりの磁界の強さはどのくらいですか?

電磁界の問題 電磁界とは 電磁界の性質・作用 健康への影響は? 国際機関の見解 経済産業省の対応 電磁

界に対する規制 身の回りの電磁界 電磁界と健康について更に知りたい 用語集 このサイトについて 

　送電線等の電力設備や家電製品のまわりに電磁界は発生します。下の図に身のまわりの代表的な電力設備や家電製品の磁界の強さを示しま

すが、これらの値は電力設備を対象とした日本の規制値に比べ十分低い値となっています。

　なお、電力設備や家電製品の電界（超低周波電界）については、WHOのファクトシート№322  において、健康上の問題はないとの見解

が示されています。
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電磁界と健康について更に知りたい

電磁界と健康について更に知りたい場合には、情報はどこから得られるのですか?

電磁界の問題 電磁界とは 電磁界の性質・作用 健康への影響は? 国際機関の見解 経済産業省の対応 電磁

界に対する規制 身の回りの電磁界 電磁界と健康について更に知りたい 用語集 このサイトについて 

各省庁のお問い合わせ先

経済産業省

商務情報政策局　産業保安グループ　電力安全課

【送電線等の電力設備から発生する超低周波（50・60Hz）電磁界】

国内外研究成果等に係る情報整理・収集・国民への情報提供等について

お問い合わせ：経済産業省　商務情報政策局　産業保安グループ　電力安全課

TEL：03-3501-1511（代）

関連ホームページ：

http://www.meti.go.jp/policy/safety̲security/industrial̲safety/sangyo/electric/detail/setsubi̲denjikai.html

商務情報政策局　情報産業課【家電製品等から発生する超低周波電磁界】

家電製品等から発生する超低周波電磁界の測定調査、情報提供について

お問い合わせ：経済産業省 商務情報政策局　情報産業課

TEL:03-3501-1511（代）

関連ホームページ：

http://www.aeha.or.jp/safety/pdf/emwave̲detail.pdf（一般財団法人 家電製品協会）

総務省【携帯電話等の無線設備が使用する高周波（10kHz ～ 300GHz）電磁界】

電波防護指針の策定、電波の生体や医療機器等への影響に関する調査、情報提供について

お問い合わせ：総務省 総合通信基盤局 電波部 電波環境課

TEL:03-5253-5111（代）

関連ホームページ：

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

厚生労働省【労働環境における有害な光線（電磁波）の健康障害防止対策】

労働環境における有害な光線（電磁波）の健康障害防止対策について

お問い合わせ：都道府県労働局労働基準部健康主務課・労働基準監督署

関連ホームページ：

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

国土交通省【鉄道の電気設備等から発生する低周波磁界】

鉄道の電気設備等から発生する低周波磁界の規制について

お問い合わせ：国土交通省　鉄道局　技術企画課

TEL:03-5253-8111（代）

文部科学省【基礎研究】

基礎研究について
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お問い合わせ：文部科学省 研究振興局 研究振興戦略官付

TEL:03-5253-4111（代）

環境省【情報提供】

基礎的事項に関してパンフレット等による情報提供について

お問い合わせ：環境省　大臣官房環境保健部　環境安全課

TEL:03-3581-3351（代）

関連ホームページ：

http://www.env.go.jp/chemi/electric/index.html

電磁界情報センター

　電磁界情報センターは、「電力設備電磁界対

策ワーキンググループ報告書」

の提言を受けて設立された中立的組織で、

電磁界に関する様々な情報を発信しています。

　ホームページでは、Webセミナーなどの動画

も公開しています。

TEL:03-5444-2631

ホームページ：http://www.jeic-emf.jp/

世界保健機関（ＷＨＯ）

ホームページ：http://www.who.int/peh-emf/en/

国際がん研究機関（IARC）

ホームページ：http://www.iarc.fr/

国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）

ホームページ：http://www.icnirp.org/
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用語集

電磁界の問題 電磁界とは 電磁界の性質・作用 健康への影響は? 国際機関の見解 経済産業省の対応 電磁

界に対する規制 身の回りの電磁界 電磁界と健康について更に知りたい 用語集 このサイトについて 

周波数と波長

電磁界(電磁波）は、その強さが周期的に強くなったり、弱くなったりしています。1秒間における強弱の回数が周波数（Hz、ヘルツ）で

す。

また、電磁波の伝わる速さは周波数に関係なく、1秒間に30万㎞進みますから、この距離を周波数で割ると、強弱の間隔（距離）が出ます。

これを波長といいます。

50Hzの電磁界(電磁波）は1秒間に50回強弱が変化し、その波長は、30万㎞÷50回=6000㎞となります。

電界、磁界の単位

電界の強さは距離（ｍ）あたりの電圧（Ｖ、または㎸）で表します（Ｖ/ｍ、または㎸/ｍ）。例えば、10ｍ離れた2枚の平行な板の間に5万

Ｖ（50㎸）の電圧を加えると、板間の電界は50㎸÷10ｍ=5㎸/ｍとなります。

磁界の強さの単位は（Ａ/ｍ、アンペア/メートル）ですが、通常、対応する磁束密度の単位であるテスラ（Ｔ）、ミリテスラ（ｍＴ）、マイ

クロテスラ（μＴ）、ガウス（Ｇ）などで表します。それらの関係は次のようになります。

1ｍＴ=1/1000Ｔ

1μＴ=1/1000ｍＴ

1Ｇ=1/10000Ｔ=0.1ｍＴ=100μＴ

疫学研究

疫学研究とは，病気の原因と思われる環境因子を設定し，その因子が病気を引起こす可能性（例えば喫煙と肺がんの関係など）を調べる疫学

的研究です。疫学研究の手法には大別してコホート研究と症例－対照研究の二つがありますが、電磁界の健康影響に関する疫学研究は症例－

対照研究がほとんどです。

症例－対照研究では症例（患者群）と対照（健康者群）からなる二つの集団を選び、次にこの２群についてばく露の有無を調べ、症例（患者

群）の中でばく露した人としない人の割合と、対照（健康者群）の中で曝露した人としない人の割合を比較する方法がとられます。

世界保健機関

WHO：World Health Organization

http://www.who.int/

国際連合に組織される専門機関のひとつでジュネーブに本部を持ち180か国以上が加盟。すべての人々に可能な限り高い水準の健康をもたら

すことを目的として、公衆衛生の向上、医学研究の促進、環境問題などの保健衛生に関する事項全般の活動をしています。

WHOは1984年に「WHO環境保健基準35巻」、1987年に「WHO環境保健基準69巻」を発刊しています。

更に1996年に電磁界ばく露の健康リスクを評価することを目的に「国際EMF（電磁界）プロジェクト」を発足させ、周波数0～100㎑を対象

に2007年6月に「環境保健クライテリア(EHC）モノグラフNo.238(WHO, 2007)」を発刊し、これに基づいて「ファクトシートNo.322 超

低周波の電界及び磁界へのばく露」を発表しました。

（http://www.who.int/peh-emf/en/）

国際非電離放射線防護委員会

ICNIRP：International Commission on Nonionizing Radiation Protection

http://www.icnirp.org/

国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）は非電離放射線からの人体及び環境の防護の推進、特に非電離放射線からの人体の防護に関するガ

イドラインと勧告を提供することを目的として1992年に設立された中立的な国際的組織です。ICNIRPのガイドラインは各国政府に対し強制

力を持つものではありませんが、各国の専門家が参加した保健衛生の立場からの評価として、世界各国の防護指針やガイドライン作成に大き

な影響力をもっています。
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このサイトについて

電磁界の問題 電磁界とは 電磁界の性質・作用 健康への影響は? 国際機関の見解 経済産業省の対応 電磁

界に対する規制 身の回りの電磁界 電磁界と健康について更に知りたい 用語集 このサイトについて 

このホームページは、経済産業省の委託事業「令和元年度電力設備電磁界情報調査提供事業」により、一般財団法人電気安全環境研究所が作

成したものです。

本ホームページの内容は、パンフレット版「電磁界と健康」（PDFファイル）で閲覧いただくことが可能です。

ダウンロードはこちら　→　「電磁界と健康」
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経済産業省 

電磁界の健康影響に関する講演会 

（釧路会場：令和元年10月29日(火)） 

 

 

◆ プログラム ◆ 

 

13:05～13:10 開会挨拶 

 

13:10～13:30 主催者挨拶および 

 経済産業省の取組について 

 

13:30～14:30 講演１「電磁界を知る」 

 電磁界とは何か、主に低周波電磁界の影響と 

身のまわりの磁界の強さ等を紹介します 

 

14:30～14:40 休憩 

 

14:40～15:10 講演２「くらしを取り巻くその他の電磁界について」 

 ＩＨ調理器、電子レンジや携帯電話など身のまわりの電磁界の影響

について国際機関の見解などを中心に紹介します 

 

15:10～15:55 質疑応答 

 

 

＜講演者および対応者＞ 

・ 橘  幹 広 経済産業省 商務情報政策局 産業保安グループ 

電力安全課 電気保安室長 

・多 氣 昌 生 首都大学東京 システムデザイン学部 

特別先導教授 

・大久保 千代次 一般財団法人電気安全環境研究所 電磁界情報センター 所長 

 

 

 

※ご来場の際に配布いたしました質問用紙は質疑応答の時間に使用いたします。 

ご質問がございます方は質問用紙にご記入の上、受付に設置された質問回収箱に 

投函下さい。 

 

※講演会のビデオ・写真撮影及び録音は事前に申し出を頂いている方を除き、 

ご遠慮いただいております。 
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経済産業省 

電磁界の健康影響に関する講演会 

（鳥取会場：令和元年11月28日(木)） 

 

 

◆ プログラム ◆ 

 

13:05～13:10 開会挨拶 

 

13:10～13:30 主催者挨拶および 

 経済産業省の取組について 

 

13:30～14:30 講演１「電磁界を知る」 

 電磁界とは何か、主に低周波電磁界の影響と 

身のまわりの磁界の強さ等を紹介します 

 

14:30～14:40 休憩 

 

14:40～15:10 講演２「くらしを取り巻くその他の電磁界について」 

 ＩＨ調理器、電子レンジや携帯電話など身のまわりの電磁界の影響

について国際機関の見解などを中心に紹介します 

 

15:10～15:55 質疑応答 

 

 

＜講演者および対応者＞ 

・矢 吹 祐 樹 経済産業省 商務情報政策局 産業保安グループ 

電力安全課 課長補佐 

・多 氣 昌 生 首都大学東京 システムデザイン学部 

特別先導教授 

・大久保 千代次 一般財団法人電気安全環境研究所 電磁界情報センター 所長 

 

 

 

※ご来場の際に配布いたしました質問用紙は質疑応答の時間に使用いたします。 

ご質問がございます方は質問用紙にご記入の上、受付に設置された質問回収箱に 

投函下さい。 

 

※講演会のビデオ・写真撮影及び録音は事前に申し出を頂いている方を除き、 

ご遠慮いただいております。 
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経済産業省 

電磁界の健康影響に関する講演会 

（大津会場：令和元年12月18日(水)） 

 

 

◆ プログラム ◆ 

 

13:05～13:10 開会挨拶 

 

13:10～13:30 主催者挨拶および 

 経済産業省の取組について 

 

13:30～14:30 講演１「電磁界を知る」 

 電磁界とは何か、主に低周波電磁界の影響と 

身のまわりの磁界の強さ等を紹介します 

 

14:30～14:40 休憩 

 

14:40～15:10 講演２「くらしを取り巻くその他の電磁界について」 

 ＩＨ調理器、電子レンジや携帯電話など身のまわりの電磁界の影響

について国際機関の見解などを中心に紹介します 

 

15:10～15:55 質疑応答 

 

 

＜講演者および対応者＞ 

・ 橘  幹 広 経済産業省 商務情報政策局 産業保安グループ 

電力安全課 電気保安室長 

・多 氣 昌 生 首都大学東京 システムデザイン学部 

特別先導教授 

・大久保 千代次 一般財団法人電気安全環境研究所 電磁界情報センター 所長 

 

 

 

※ご来場の際に配布いたしました質問用紙は質疑応答の時間に使用いたします。 

ご質問がございます方は質問用紙にご記入の上、受付に設置された質問回収箱に 

投函下さい。 

 

※講演会のビデオ・写真撮影及び録音は事前に申し出を頂いている方を除き、 

ご遠慮いただいております。 
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経済産業省 

電磁界の健康影響に関する講演会 

（水戸会場：令和2年1月10日(金)） 

 

 

◆ プログラム ◆ 

 

13:05～13:10 開会挨拶 

 

13:10～13:30 主催者挨拶および 

 経済産業省の取組について 

 

13:30～14:30 講演１「電磁界を知る」 

 電磁界とは何か、主に低周波電磁界の影響と 

身のまわりの磁界の強さ等を紹介します 

 

14:30～14:40 休憩 

 

14:40～15:10 講演２「くらしを取り巻くその他の電磁界について」 

 ＩＨ調理器、電子レンジや携帯電話など身のまわりの電磁界の影響

について国際機関の見解などを中心に紹介します 

 

15:10～15:55 質疑応答 

 

 

＜講演者および対応者＞ 

・ 橘  幹 広 経済産業省 商務情報政策局 産業保安グループ 

電力安全課 電気保安室長 

・牛 山  明  国立保健医療科学院 

統括研究官 

・大久保 千代次 一般財団法人電気安全環境研究所 電磁界情報センター 所長 

 

 

 

※ご来場の際に配布いたしました質問用紙は質疑応答の時間に使用いたします。 

ご質問がございます方は質問用紙にご記入の上、受付に設置された質問回収箱に 

投函下さい。 

 

※講演会のビデオ・写真撮影及び録音は事前に申し出を頂いている方を除き、 

ご遠慮いただいております。 
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経済産業省 

電磁界の健康影響に関する講演会 

（佐賀会場：令和2年1月21日(火)） 

 

 

◆ プログラム ◆ 

 

13:05～13:10 開会挨拶 

 

13:10～13:30 主催者挨拶および 

 経済産業省の取組について 

 

13:30～14:30 講演１「電磁界を知る」 

 電磁界とは何か、主に低周波電磁界の影響と 

身のまわりの磁界の強さ等を紹介します 

 

14:30～14:40 休憩 

 

14:40～15:10 講演２「くらしを取り巻くその他の電磁界について」 

 ＩＨ調理器、電子レンジや携帯電話など身のまわりの電磁界の影響

について国際機関の見解などを中心に紹介します 

 

15:10～15:55 質疑応答 

 

 

＜講演者および対応者＞ 

・ 橘  幹 広 経済産業省 商務情報政策局 産業保安グループ 

電力安全課 電気保安室長 

・多 氣 昌 生 首都大学東京 システムデザイン学部 

特別先導教授 

・大久保 千代次 一般財団法人電気安全環境研究所 電磁界情報センター 所長 

 

 

 

※ご来場の際に配布いたしました質問用紙は質疑応答の時間に使用いたします。 

ご質問がございます方は質問用紙にご記入の上、受付に設置された質問回収箱に 

投函下さい。 

 

※講演会のビデオ・写真撮影及び録音は事前に申し出を頂いている方を除き、 

ご遠慮いただいております。 
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経済産業省の取組について 
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本日お話ししたい内容

 なぜ電磁界が問題となったのか

 経済産業省の対応
（１）生体影響調査事業の実施
（２）世界保健機関（ＷＨＯ）の⾒解を受けた対応
（３）電⼒設備電磁界対策ＷＧ報告書を踏まえた対応

①磁界規制の導入
②電磁界情報センターの設置
③情報調査提供事業の実施

2

経済産業省の取組

経済産業省
商務情報政策局
産業保安グループ
電⼒安全課

1

－ 15 －



経済産業省の対応
（１）生体影響調査事業の実施

 生体影響調査事業
（平成5年（1993年）度〜平成18年（2006年）度）
電磁界影響の安全性についての科学的データの蓄積を図る観点から、
専門機関へ委託し、生体影響調査を実施

 いずれの試験結果においても、磁界影響について有意な差は
認められなかった

4

なぜ電磁界が問題となったのか？

 昭和54年（1979年）に送電線の周辺に住む人達の健康調査の結
果、⼩児⽩⾎病と電磁界の強度に関連があるとの⽶国の報告がなされ
た

 これを契機に、我が国を含め世界の国々で、電磁界と健康影響の関係
について真剣に考えられるようになった

 世界保健機関（ＷＨＯ）では、平成8年（1996年）5月に電磁界
に係る健康リスクの評価を目的とする「国際電磁界プロジェクト」を⽴ち上
げ電磁界ばく露の健康影響についての評価を開始

3

－ 16 －



【WHOのガイダンスの概要】
 WHOは、健康リスクの評価に基づき「WHOのガイダンス」をとりまとめ、各
国の政府機関や産業界に対して以下のように提言

• ⾼レベル磁界の短期的ばく露による健康影響について
生物学的影響は確⽴している。政策決定者は、これらの影響から防護
するために国際的なばく露ガイドラインを採用すべき

6

• 低レベル磁界の⻑期的ばく露による健康影響について
⼩児⽩⾎病の関連についての証拠が弱いことから、
ばく露低減によって健康上の便益があるかどうか不明

こうした状況から以下を推奨。
・研究プログラムの推進
・リスクコミュニケーションプログラムの構築
・ばく露低減のための低費用の⽅法を探索

【WHOの健康リスクの評価の概要】

⾼レベルの短期的ばく露影響
※⾼レベル：100μTより遙かに⾼いレベル
※短期的影響：強い磁界を⼀度に浴びる際の影響

低レベルの⻑期的ばく露影響
※低レベル：0.3〜0.4μTでの調査例
※⻑期的影響：⽇常的に磁界を浴びる際の影響

人の神経や筋⾁が刺激される

人体への影響は不確か
科学的なメカニズムは

解明されていない

5

 WHO は、平成19年（2007年）6月、超低周波電磁界の健康影響
について正式⾒解として、「ファクトシートNo. 322 超低周波電磁界
へのばく露」を公表するとともに、専門家チームの⾒解として報告書を合
わせて公表

（参考）
テスラ（T）とは磁界の強さの単位であり、他にガウス（G）も用いられています。テスラ（T）の1万分の1がガウス（G）です。
磁界とは磁気のある空間（場所）のことです。電流が流れているものの周りに発生するものです。
1G＝100μT（1ガウス＝100マイクロテスラ） 1mG＝0.1μT（1ミリガウス＝0.1マイクロテスラ）

－ 16 － － 17 －



経済産業省の対応
（３）電⼒設備電磁界対策ＷＧ報告書を踏まえた対応
①磁界規制の導入(1/2)

磁界の短期的影響について
（結論）
 100μＴより遙かに⾼いレベルの磁界により筋⾁が刺激される
メカニズムは解明されている

 規制導入の議論では国際的なガイドラインに基づく規制を前提
（提言）
 国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）ガイドライン（注）の採用
 磁界の測定・計算⽅法、評価条件の明確化
 磁界の測定⽅法等は、国際規格の採り入れが望ましい

8
（注）電磁波などからの人体の防護に関する指針（ガイドライン）の提供等を⾏う専門家による組織。ICNIRPのガイドラインは、

世界各国において法令等に取り入れられており、⽇本においても同様にその制限値を取り入れた。

経済産業省の対応
（２） 世界保健機関（ＷＨＯ）の⾒解を受けた対応

7

 経済産業省では、WHOの「国際電磁界プロジェクト」において、
専門家チームが検討を進めていることを念頭に、⼀般の人々が生
活する環境における電⼒設備から発生する磁界に関する規制の
在り⽅を検討する必要があると判断

 平成19年（2007年）年4月、電⼒安全⼩委員会に「電⼒設
備電磁界対策ワーキンググループ（WG)」を設置、検討を実施し、
平成20年（2008年）6月に報告書をまとめた

－ 18 －



電気設備に関する技術基準を定める省令（抜粋）

10

（電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止）
第27条の2 変圧器、開閉器その他これらに類するもの⼜は電線路を発電所、変電所、開閉所及び需要場所以
外の場所に施設するに当たっては、通常の使用状態において、当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により
人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該電気機械器具等のそれぞれの付近において、人によって占められ
る空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において二百マイクロテスラ以下になるように施設し
なければならない。ただし、田畑、⼭林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがな
いように施設する場合は、この限りでない。

２ 変電所⼜は開閉所は、通常の使用状態において、当該施設からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及
ぼすおそれがないよう、当該施設の付近において、人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均
値が、商用周波数において二百マイクロテスラ以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、⼭林その
他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

経済産業省の対応
（３）電⼒設備電磁界対策ＷＧ報告書を踏まえた対応
①磁界規制の導入(２/2)

 平成22年（2010年）11月にICNIRPより200μＴ（50Hz､60Hz）
を制限値とするガイドラインが発表

 平成23年（2011年）3月31⽇
「電気設備に関する技術基準を定める省令」を改正し、
人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、
電⼒設備から発生する磁界規制（ 200μＴ（50Hz､60Hz） ）を導入
（平成23年10月1⽇から施⾏）

 対象設備は、変電所、開閉所や変圧器、開閉器、電線路など
 測定⽅法等について⽅法を例⽰（電技省令の解釈） 9

－ 18 － － 19 －



経済産業省の対応
（３）電⼒設備電磁界対策ＷＧ報告書を踏まえた対応

12

磁界の⻑期的影響について
（結論）
 磁界ばく露と⼩児⽩⾎病のリスク増加との関係に、
因果関係があると⾒なせるとは言えない

 ICNIRP等の科学的な根拠に基づく合理的なガイドライン値を無視して、
恣意的にばく露制限値（例えば0.4μT）の設定を⾏うことは認められない

（提言）
 更なる研究プログラムの推進
 リスクコミュニケーション活動の充実
・中⽴的な常設の電磁界情報センター機能の構築
・電気事業者は幼稚園、学校等の近傍に電⼒設備を新たに設置する場合には、
住⺠との合意形成に格別の努⼒を払うべき

 ばく露低減のための低費用の設備対策
・電気事業者は既に実施している磁界低減⽅策を今後も継続すべき
・原則、既設設備に磁界低減策を実施することまでは求めない

（参考）身の回りの磁界の強さはどのくらい？
平成24年 〜 令和元年の経済産業省委託事業における磁界測定結果及び

「家電製品から発生する磁界の評価」（一般財団法人電気安全環境研究所 電磁界情報センター 平成30年電気学会）より引⽤

11

・（磁界の強さは測定結果の最大値です。
・（ ）は磁界の発生源から測定点までの距離を⽰します。
・＜＞は省令の解釈に基づく測定⽅法になります。

※太陽光パネルで発生した直流の電流を交流(50ヘルツある
いは60ヘルツ)に変換する機器です。

（表面等から0.2m,最大値）

＜フェンス等から
0.2m,
地上⾼
0.5m,1m,1.5
mの3点平均＞

＜線下、地上⾼1m＞ ＜線下、地上⾼1m＞

＜表面等から
0.2m,
地上⾼
0.5m,1m,1.5m
の3点平均＞

（フェンス等から
0.2m,
地上⾼
0.5m,1m,1.5m
の3点平均）

－ 20 －



電磁界情報センターについて

 センターの運営⽅針
• 専門性
• 中⽴性
• 分かりやすさ

情報整理・分析・評価

情報発信

情報収集

 基本機能

 理念（ＪＥＩＣホームページから）
「中⽴な⽴場から、電磁界に関する科学的な情報をわかりやすく提供する
とともに、「リスクコミュニケーション」の実践を通じて、電磁界の健康影響に関
する利害関係者間のリスク認知のギャップを縮⼩する。」

14

住所：〒105-0014 東京都港区芝2丁目9番11号
全⽇電工連会館3階

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.jeic-emf.jp/
ﾒｰﾙ送信先：jeic@jeic-emf.jp
TEL 03-5444-2631
FAX 03-5444-2632 

経済産業省の対応
（３）電⼒設備電磁界対策ＷＧ報告書を踏まえた対応
②電磁界情報センターの設置

ＷＧ報告書
 電磁界にどれだけばく露されているか、その健康影響は電磁過敏症にはど
う対処すればよいか等、不安を抱える人々に正確な情報提供を⾏う必
要がある

 性別、年齢等の違いにより、リスク認知のギャップが存在すると推定
 不安や疑問を持つ人々との信頼感の構築を目指す、リスクコミュニケー
ションの増進を目的とした、中⽴的な常設のセンター機能の構築が必要

13

平成20年（2008年）7月
（財）電気安全環境研究所の付置機関として電磁界情報センター（ＪＥＩＣ）を開設

－ 20 － － 21 －



情報調査提供事業について

16

 国内外等の電磁界に関する情報を収集・分析し、シンポジウム、講演会、
パンフレット、インターネット等を通じて正確に提供

講演会・シンポジウム インターネットHPパンフレット

経済産業省の対応
（３）電⼒設備電磁界対策ＷＧ報告書を踏まえた対応
③情報調査提供事業の実施

 情報調査提供事業
（１）情報調査提供（平成11年（1999年）度〜令和元年（2019年）度）

国内外等の電磁界に関する情報を収集・分析し、シンポジウム、
講演会、パンフレット、インターネット等を通じて、正確に提供

（２）磁界の測定（平成15年（2003年）度〜平成18年（2006年）度及び
平成24年（2012年）度〜令和元年（2019年）度）

電⼒設備（送配電線、変圧器等）から発生する磁界強さを
測定（平成24年度からは電気設備技術基準に新たに設けた
磁界規制の運用に沿って実施）

15
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講演１ 
 

電磁界を知る 

〈電磁界とは何か、主に低周波電磁界の影響と 

 身のまわりの磁界の強さ等を紹介します〉 
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パンフレット「電磁界と健康」 目次から

2

令和元年度 電磁界の健康影響に関する講演会

電磁界を知る
＜電磁界とは何か、主に低周波電磁界の影響と

身のまわりの磁界の強さ等を紹介します＞

講演1

1

－ 25 －



電界（電場）とは
電気のある空間（場所）
電荷のあるところに発生する
１mあたりの電位差を電界という
単位はボルト毎メートル [V/m]

静電気による電界は身のまわりの至る所に存在する（静電界）
例：歩行中の人体は1500V位に帯電する

交流電界は送電線などの電力設備や
家庭の電気機器から発生する
例：50万ボルトの送電線でも、地上から高い場所にあ
るので、身体に感じることはない

時間

1秒間に変化する回数：周波数［Hzヘルツ]

家庭のコンセントには商用周波（50/60Hz）の交流電圧がきている
（1秒間に50または60回極性が変化する） （交流電界）

4

電磁界とはどのようなものですか？
• 電界と磁界を総称し、電磁界という
• 電気エネルギーを利用する現代の生活環境には、どこにでも電界、磁界がある
• 本講演では主に送電線などの電力設備から発生する電磁界が対象

3

－ 26 －



電力設備以外の電磁界発生源

家電製品からも電力設備からの電磁界と同じ
「商用周波」の電磁界が発生する（本講演と一
部関係）

携帯電話や放送などは「高周
波電磁界」または「電波」の
発生源。講演２で扱います。

6

磁界（磁場）とは
磁気のある空間（場所）
電流が流れるところで発生する
単位はテスラ [T] またはガウス [G]

地磁気は身のまわりの至る所に存在する静磁界
S極とN極の向きが時間的に変化しない磁界を「静磁界」という
地磁気は地球の内部を流れる「電流」によって生じる
例：東京では30μＴ（マイクロテスラ）＝300mG（ミリガウス）

送電線や配電線に流れる電流は50/60Hzの交流電流
→50/60Hzの交流磁界が発生

例： 送電線の下では最大で6マイクロテスラ程度
（実測例を後ほど示します）

本講演では、このような電力設備から
発生する50/60Hzの交流磁界（商用周波
磁界）を主に扱います

5
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パンフレット「電磁界と健康」 目次から

8

電磁波（電波）とは？
• 時間的に変化する電界と磁界→ 電界と磁界が組み合わさって
「波」として伝わる：電磁波

• 「波」は、時間と空間の両方で
周期的に変動する

• 電磁波は光と同じ30万km/秒で伝わる
• 50Hzの「電磁波」は、1周期の変化の間に30万÷50＝6000km進む→
⼭と⼭の間隔（波⻑）は6000km

• 携帯電話の電波は約2,000,000,000Hz→波⻑は約15cm

波長 400nm                   1μm                           1mm              10cm       10m     1km                  6000/5000km 
周波数 30GHz         3GHz       30MHz                                50/60Hz

7
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その後の経緯（１）
• それ以降、電力設備からの磁界が⻑期的影響により健康
に悪影響を及ぼす可能性について、多くの疫学研究、生
物学的研究が行われた。
• 米国電磁界調査及び公衆への情報普及計画
（EMF-RAPID計画）[1992〜1998]（予算 約35億円）

米国科学アカデミーによるRAPID計画
の評価書（1999年5月）

米国環境健康科学研究所（NIEHS）による
RAPID計画の報告書(1999年6月） 10

問題の始まり：疫学調査（⻑期的影響？）
• 1979年に公表された疫学研究報告
• 米国コロラド州でワルトハイマー（Wertheimer）
とリーパー（Leeper）が行った研究
• 自宅付近にある電線の形状や配置を比較す
ると、小児白血病にかかった子供の自宅の
磁界が高いと推定される傾向が見いだされ
た

小児白血病とは？
✓ 稀な病気である（10万人当たり発症率は年間3ケース程度）
✓ 現在の生存率は８－９割程度
✓ 原因として放射線、遺伝、ウイルス等との関連が考えられてはいるが

まだ不明な点が多い

9
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本講演でお話ししたいこと

• 20年以上前に大きく取り上げられていた送電線から
の磁界と小児白血病の関連についての問題は、今は
どうなっているのか？
• 2007年に、世界保健機関（WHO）は、電力設備などから
の磁界にさらされることが「発がん性があるかもしれな
い」と分類しました。その一方で、発がんを含む⻑期的
な健康影響と磁界ばく露の因果関係は認められないと述
べています。
→ これを、どのように理解すればよいのか

• わが国で、電磁界はどのように規制されているか
• 身近な電力設備からの磁界の実態は規制値と比べて
どのくらいの強さか（測定の実例）

電力設備から発生する商用周波数（50Hzおよび60Hz）の磁界を対象とします

12

その後の経緯（２）
• WHO（世界保健機関）
国際電磁界プロジェクト[1996〜
現在]
• 2007年6月リスク評価文書「環境保健ク
ライテリアNo.238」

• 2007年6月「ファクトシートNo.322」
• 経済産業省によるワーキンググループ
報告書（2008年）

• 経済産業省が電力設備からの磁界を国
際的な防護指針に基づき規制（2011
年）

11
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電磁界の人体への作用

確立されている人体への作用（短期的影響）
低周波（<100kHz：電力設備等からの電磁界を含む ）

刺激作用 例： 神経や筋への刺激（閃光感覚など）
高周波（>100kHz） 注：100 kHz=100,000 Hz

熱作用 例：電子レンジによる加熱（2,450,000,000 Hz)

※ 身のまわりの電磁界は小さいので、短期的影響が問題になることは殆どない

熱作用や刺激作用以外の作用（⻑期的影響？）
発がん性などについて多くの研究が行われてきた
身のまわりの電磁界のレベルでは、低周波、高周波とも、
確立された作用は知られていない

14

パンフレット「電磁界と健康」 目次から

13
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電磁界の人体への⻑期的影響を検証するための研究

電磁界による健康影響
「短期的な影響」は確立されている
生活環境の電磁界による健康への「⻑期的な影
響」があるという確実な証拠は見つかっていない。
「無い」という確実な証拠を示すことは不可能である。

疫学研究

総合評価

細胞実験動物実験

16

パンフレット「電磁界と健康」 目次から
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18

* upper CL=126

Pooled
estimate

相
対
リ
ス
ク

コロラドで行われた研究の後に行われた１２の疫学研究結果を並
べてみると、相対リスクが１をやや超えている傾向がみられる

研究報告者
及び発表年

小児白血病と磁界の疫学研究報告

疫学研究から推定される相対リスク
症例対照研究の場合

• 症例（ケース）とそれぞれ適合した対照（コントロール）からなる集団
• この両群で要因のばく露の有無を調査
• 症例対照研究は、がんや白血病のように、発症率の小さい疾病に適している手法
• 症例群の中に含まれるばく露者の割合と対照群に含まれるばく露者の割合を調べ、
「オッズ比(OR)」を求める

ケース コントロール

オッズ比（相対リスクを表す指標）
17
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パンフレット「電磁界と健康」 目次から

20

プール分析の結果（Ahlbom他,2000年）

相
対
リ
ス
ク

* upper CL=126

プール分析
の結果

Ahlbomらによるプール分析に使われた9つの研究と結果

過去の9つの疫学研究のプール分析（データのばらつきを減らすため
に、各研究で得られた各々のデータをまとめて再解析したもの）

推定された磁界ばく露レベルが0.4μT
（4mG）以上（0.8％の子供）の居住環
境では小児白血病の相対リスクは２倍
になり、統計的に有意である

19
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IARC 2002 WHO 2007

国際がん研究機関
モノグラフNo.80

環境保健クライテリア
No.238（EHC）

WHO国際電磁界プロジェクトにおける
超低周波電磁界に対する取り組み

WHO 2007

ファクトシート
No.322 超低周波
電磁界へのばく露

発がん性の評価 健康リスク評価 WHOの公式見解
22

WHO国際電磁界プロジェクト

• 科学的証拠の評価
• 電磁界の健康リスク評価
• 国際的に調和のとれた基準の奨励
• リスク情報の提供
• 各国政府及び関連団体への助言世界保健機関（WHO）

1996年に発足
50カ国以上が参加

21
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超低周波磁界の評価結果
IARCモノグラフNo.80（2001年）

超低周波磁界はグループ２B
静電界、静磁界、超低周波電界はグループ３

十分 限定的 不十分

十
分 １ １ １
限
定
的 ２Ａ ２Ｂ ２Ｂ
不
十
分

２Ｂ ３ ３

動物実験の証拠

疫
学
研
究
の
証
拠

24

グループ１：
発がん性がある

グループ２Ａ：
おそらく（probably）
発がん性がある

グループ２Ｂ：
発がん性があるかもし
れない（possibly）

グループ３：
発がん性を分類できな
い

 メカニズムからの根拠も考慮される
 評価方法は2019年1月に一部改訂

国際がん研究機関による発がん性評価

十分 限定的 不十分

十
分 １ １ １
限
定
的 ２Ａ ２Ｂ ２Ｂ
不
十
分

２Ｂ ３ ３

動物実験の証拠

疫
学
研
究
の
証
拠

疫学研究の証拠で分類はほとんど決定される

グループ１：
発がん性がある

グループ２Ａ：
おそらく（probably）
発がん性がある

グループ２Ｂ：
発がん性があるかもし
れない（possibly）

グループ３：
発がん性を分類できな
い

23
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疾病送電線による
電磁界にばく露

交絡因子

交絡因子とは

？

26

グループ２Bの意味
超低周波磁界は「人間にとって発がん性があるかもしれない：グループ２Ｂ」

評価の根拠となった、疫学研究での「限定的な証拠」とは？

• ばく露とがんの間に正の相関が認められ、因果関係の説明は信頼できると認められるが

（多くの疫学研究の結果が、リスクの上昇を示唆している）

• 偶然、バイアス（偏り）および交絡因子といった不確実な要因を納得できる信頼性をもって

除外できない ⇒ 因果関係の証拠は弱い

25

OR＝1.75ではなく、実は OR=1 ？

選択バイアス：参加率がばく露の有無によって異なる場合
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疫学研究における因果関係の判断（Hillの基準）
関連の強固性：要因Aにばく露された群の疾患Bの発症率（罹患率）が、非ばく露
群に比べてどの程度高いか、すなわち相対リスクがどの程度大きいか

関連の時間性：要因Ａへのばく露があって、その後疾患Ｂが発生しているか
関連の一貫性：要因Ａと疾患Ｂとの同じ関連が異なった地域、集団、時間でも一
貫しているか

生物学的説得性：要因Ａが疾患Ｂを招くという説得性のある説明ができるか
現時点の知識との整合性：された要因Ａと疾患Ｂの関連性は現在一般的に認めら
れている疾患史や経過と矛盾しないか

量反応関係：関連の強固性を補強するもので、疾患Ｂの罹患率の大きさが要因Ａ
のばく露量（期間、強さ、量）とともに増加するか

類似性：要因Ａと疾患Ｂの関連性に、既に認められている因果関係でよく似たも
のがあるか

実験的証拠：要因Ａと疾患Ｂの関連について実験でえられた証拠があるか

28

分類 （注１） 既存分類結果例 [1013例] （注２）

グループ１：
発がん性がある

カドミウム、アスベスト、たばこ（能動・受動）、
アルコール飲料、ガンマ線、エックス線、紫外線、
太陽光、PCB、ディーゼルエンジン排ガス、大気汚
染、ベンゼン、加工肉[他を含む120例]

グループ２A：
おそらく発がん性がある

鉛化合物、クレオソート、高熱の揚げ物作業、日内
リズムを乱すシフト労働、熱い飲み物、理容・美容
労働、赤肉
[他を含む82例]

グループ２B：
発がん性があるかもしれな

い

クロロフォルム、鉛、漬物、ガソリン、ガソリンエ
ンジン排ガス、ドライクリーニング労働、超低周波
磁界、無線周波電磁界 [他を含む311例]

グループ３：
発がん性を分類できない

コーヒー、カフェイン、原油、水銀（無機）、静磁
界、静電界、超低周波電界 [他を含む500例]

国際がん研究機関 発がん性評価結果

注１）分類基準は分類の基本的な考え方を説明したもの
注２）表中[ ]内の数字は2019年9月23日時点の評価数

27
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ＷＨＯ環境保健クライテリア（ＥＨＣ）No.２３８
1 要約と更なる研究のための勧告 2007年6月18日
２ 発生源、計測およびばく露
３ 身体内の電界および磁界
４ 生物物理学的メカニズム
５ 神経行動
６ 神経内分泌系
７ 神経変性疾患
８ 心臓血管系疾患
９ 免疫系および血液学
１０ 生殖および発達
１１ がん
１２ 健康リスク評価
１３ 防護措置

http://www.env.go.jp/chemi/electric/material/ehc238_j/index.html (環境省提供 日本語版）
30

生物学的説得性と実験的証拠
日常環境では、人体内の磁界やそれによって誘導される電界は微弱で、内
因性（体内には神経や筋の活動による磁界や電界が存在）のものと同程度
以下。説得性のある説明が困難

ラット等の動物を用いたがん・生殖・神経系等への影響に関する動物実験
と、細胞を用いたがんへの影響に関する細胞実験が影響の存在を示してい
ない（実験的証拠がない）
➢ 一部の研究報告に影響の存在を示唆するものがあっても、再現性が確認されない

（実験的証拠と認めることができない）

疫学研究のプール分析が示した相対リスクの増加だ
けを根拠に、健康に悪影響があるといえない

• 1980年代後半から1990年代初めにかけて通産省（現在の経
済産業省）による多くの研究が行われ、成果の集大成が
2000年に日本語と英語で出版された。

• 結論は、「我が国の日常環境の磁界が健康に有害であるこ
とを示す証拠はない」

• 米国のEMF-RAPIDの結論（1992年からスタートし1998年に
報告書が出版された）と同じ

29
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最近発表された見解: 欧州委員会 2015年6月

「電磁界へのばく露の潜在的な健康影響についてのよくある質問」
http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/docs/emf_qa_en.pdf

Q8 電力線へのばく露と小児白血病との間に

何らかの結びつきがありますか？

一部の疫学研究が、そのような電磁界へのばく露に伴う小児白血病のリ
スク上昇を示唆しているとしたことがあります。しかしながら、メカニズ
ムは何も突きとめられておらず、このような疫学研究の知見を説明できる
ような実験研究からの裏付けが何もありません。また、その疫学的知見は、
疫学研究の欠点も加わっているため、因果的な解釈が困難です。

２００７年以降の新たな研究が加わっても、結論は変わっていない
32

ファクトシートNo.３２２（2007年6月）
超低周波電磁界へのばく露

• WHOによる健康リスク評価

• 一般環境レベルの超低周波磁界に関する本質的な健康上の論
点はない

• IARCによる「超低周波磁界がヒトに対して発がん性があるか
もしれない」との見解を変更しない

• 小児白血病に関する証拠は因果関係と見なせるほど強いもの
ではない

• その他の健康への悪影響（小児白血病以外のがん、うつ病、
心臓血管系疾患、生殖機能障害、発育異常、神経行動への影
響、神経変性疾患）と、超低周波磁界ばく露との関連性を支
持する証拠は、小児白血病についての証拠よりもさらに弱い

31
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パンフレット「電磁界と健康」 目次から

34

パンフレット「電磁界と健康」 目次から

33

－ 40 － － 41 －



「念のための規制」等の状況
• いくつかの国（主に欧州）や地方自治体レベル（米国等）で健康影
響を根拠とする規制に加えて、不確実であっても、念のために電磁
界を非常に低いレベルに制限している例がある
• 例：スイス１μT，イタリア10 μTあるいは 3 μT，オランダ0.4 μT ，

イスラエル1μT ・・・・
• 住宅、病院、学校など、住⺠から特に要望のある場所に適用される
ことが多い

• 念のための規制であり、設備として必要な場合は、本来の規制値ま
での範囲で、超えることが認められる場合がある

• この値を超えると悪影響があるという誤解を招く恐れがある

WHOのファクトシートにおいて、「⻑期的影響に関しては、商用周波磁
界へのばく露と小児白血病との関連についての証拠が弱いことから、
ばく露低減によって健康上の便益があるかどうか不明である。」とさ
れているように、健康を保護するために推奨されているわけではない

36

電磁界（商用周波）に対する規制・ガイドライン
1μT=10mG

制定年
電界 磁界

(kV/m) 区分 (μT) 区分

国際
ﾚﾍﾞﾙ

ICNIRP 注1)
2010年 5.0(50Hz) ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 200(50Hz) ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

〃 4.2(60Hz) 〃 200(60Hz) 〃

国
レ
ベ
ル

日本
1976年(電界)
2011年(磁界)

3 規制 200(50/60Hz) 規制

韓国 1998年 3.5 告示 83.3(60Hz) 告示(2004年)

米国 注2) ― ― ― ―

ドイツ 2013年 5 規制 100(50Hz) 規制

スイス 2000年 5 規制 100(50Hz) 規制

フランス 2001年 5 規制 100(50Hz) 規制

スウェーデン 2002年 5 勧告 100(50Hz) 勧告

イタリア 2003年 5 規制 100(50Hz) 規制

英国 2011年 9 基準 360(50Hz) 基準

ノルウェー 2011年 5 規制 200(50Hz) 規制

オーストラリア 2015年 5 勧告 200(50Hz) 勧告

注1) ICNIRPが2010年に改訂した新ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝによる。それまでの磁界ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ値(1998年)は､100μＴ(50Hz)､ 83μＴ(60Hz)。
注2)  米国には国レベルの規制はありませんが州レベルでは規制を設けているところもあります。 35
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ICNIRPガイドライン（参考レベル）と短期的生体作用の閾値

職場
ICNIRP2010 公衆

目眩
閃光
末梢刺激

周波数 [Hz]

磁
束
密
度

[μ
T]

200μT@50&60Hz

ICNIRP1998 公衆
ICNIRP1998 職場
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電磁界に対する国際ガイドライン

■ 国際非電離放射線防護委員会（ＩＣＮＩＲＰ：２０１０年）
➢ ガイドライン（指針）

電界：5.0 kV/m (50Hz), 4.2 kV/m (60Hz)
磁界：200 μＴ (2,000mG：50Hzと60Hz共通)

➢ 健康影響から防護するために電磁界によって引き起こされる神経や組織への刺激、
網膜閃光現象を根拠に低減係数をとって設定

➢ ICNIRPガイドラインにおける⻑期的ばく露の影響に対する見解
低周波磁界への⻑期ばく露が小児白血病のリスク上昇と因果的に関連すること

を示す現存の科学的証拠は、ばく露ガイドラインの根拠とするには非常に弱い、
ということである。とりわけ、この関係が因果関係でなかった場合、ばく露を低
減しても健康への利益は何も生まれない。

大小

しきい値低減係数指針値

電磁界による確立された健康影響（短期的影響）を防ぐためのガイドライン

37
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パンフレット「電磁界と健康」 目次から

40

200μTの磁界とは

• 500Aの電流が流れている1本の電線から50cmの距離の磁
界が200μT

500A

• 往復電流が流れていると、互いに逆向きの磁界が生じて打
ち消しあうので、磁界の大きさは小さくなる 39

200μT

50cm

－ 44 －



磁界測定の概要
測定対象

○公衆の日常の生活環境に近い電力設備を対象とした。

なお、一部の電力設備を対象に、距離、時間の変化による磁界
変化も確認した。
（磁界は距離と電流に依存することから、実際に距離が離れる
ことで磁界が低減するか、時間によって電気使用量が異なる
ことで磁界が変化するか）

※ なお、測定箇所は、無作為に選定した。

42

磁界測定の概要

2011年に改正された「電気設備に関する技術基準を定める省令」及び「解
釈」に示された測定方法（国際規格IEC62110/日本工業規格JIS C 1911に準じた
内容）により、電力設備周辺の磁界測定を行った。
また、それ以外に、より理解を深めることを目的に、特徴的な場所等の測定

を行った。
※ 今回の測定は、商用周波数（50Hzまたは60Hz）を対象とした

目的

測定期間・場所

令和元年7月〜9月
釧路、⽔⼾、大津、鳥取、佐賀

41
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対象箇所

○ 居住環境及び公衆が立入り可能な電力設備の周辺

測定器

○ IEC 61786-1(2013)/JIS C 1910-1(2017) に準拠した測定器
を使用

校正証明書

日置電機製

３次元磁界測定器
３４７０－１３

レンジ 10Hz～180Hz

に準じた測定国 際 規 格（IEC 62110）
日本工業規格（JIS C 1911）

44

磁界規制（2011年10月施行）

電気設備の技術基準の解釈（抜粋）

第31条 発電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設する変圧器、開
閉器及び分岐装置（以下この条において「変圧器等」という。）から発生する
磁界は、第3項に掲げる測定方法により求めた磁束密度の測定値（実効値）が、
商用周波数において200μT以下であること。ただし、造営物内、田畑、⼭林そ
の他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないよう
に施設する場合は、この限りでない。

2測定装置は、日本工業規格 JIS C 1910（2004）「人体ばく露を考慮した低周
波磁界及び電界の測定−測定器の特別要求事項及び測定の手引き」に適合する
3軸のものであること。

3 測定に当たっては、次の各号のいずれかにより測定すること。なお、測定場所
の例ごとの測定方法の適用例については31-1表に示す。
【以下省略】 ⇒ 測定方法は国際規格「IEC62110」/日本工業規格

「JISC1911」に準じた内容
※「変電所等」は第39条、「電線路」は第50条に記載 43
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1.0m

測定方法１（空間的に均一な場所の場合）

空間的に均一

１点測定（高さ1.0mの位置で測定）

架空送電線/架空配電線

××

凡例 ×：測定ポイント

に準じた測定国 際 規 格（IEC 62110）
日本工業規格（JIS C 1911）

46

（参考）３次元磁界測定器とは

１軸（１次元）測定器

磁束

プローブのコイルを
通過する磁束を測定

３軸（３次元）測定器

磁界測定器にはいくつか種類があるが、今回の測定はＪＩＳ規格
に準拠した３次元磁界測定器を使用した

3つのコイルがそれぞれ
直交するように同心に配
置され、それぞれを通過
する磁束を測定し合成す
る

45
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電
力
設
備
・
変
電
所

電
力
設
備

0.2m

○ 変電所
○ 路上変圧器
○ ケーブル立ち上がり部

Ｈ

Ｈ≧1.5m

0.5m

1.0m

1.5m

空間的に不均一

0.2m

Ｈ

Ｈ＜1.5m

3H/3

2H/3

1H/3

３点測定 → ３点の平均値で評価
※ 設備の高さによって測定高さが異なる

（上図）

空間的に不均一

測定方法２－２（空間的に不均一な場所の場合）

凡例 ×：測定ポイント

××

××

××

××

××

××

に準じた測定国 際 規 格（IEC 62110）
日本工業規格（JIS C 1911）

48

地表

空間的に不均一

0.5m

1.0m

1.5m

３点測定（高さ0.5m/1.0m/1.5mの位置で測定）
→ ３点の平均値で評価

地中ケーブル

測定方法２－１（空間的に不均一な場所の場合）

凡例 ×：測定ポイント

××

××

××

に準じた測定国 際 規 格（IEC 62110）
日本工業規格（JIS C 1911）

47
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①省令に準じた磁界測定
＜電力設備周辺の磁界測定＞

①－１ 空間的に均一な場所

①－２ 空間的に不均一な場所

50

磁界測定の実施概要

①
省令に準じ
た測定

①−１
空間的に均一な場所

・ 架空送電線
・ 架空配電線

①−２
空間的に不均一な場所

・ 地中送電線
・ 変電所
・ 路上変圧器
・ ケーブル立ち上がり部

②
理解を深め
るために実
施した測定

②−１
特徴的な場所

・ 人の往来が多い箇所
・ キュービクル周辺
・ 太陽光発電設備

②−２
物理的な変化の確認

・ 架空送電線からの距離による変化
・ 変電所付近からの時間による変化

49
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①−１測定結果（架空配電線） 凡例 ×：測定ポイント

（横から見たイメージ）

測定高=1.0m

線下地上高

架空配電線

××

地域 時刻 電線数 線下地上高 磁束密度[μT] 備考
釧路 14時 6本 11.6m 0.14 通信線などあり
⽔⼾ 12時 6本 10.8m 0.09 通信線などあり
大津 11時 3本 11.7m 0.10 通信線などあり
鳥取 11時 6本 10.7m 0.63 通信線などあり
佐賀 9時 3本 10.8m 0.09 通信線などあり

測定高=1.0m

線下地上高

××

釧路

52

①−１測定結果（架空送電線） 凡例 ×：測定ポイント

（横から見たイメージ）

測定高=1.0m

線下地上高

架空送電線

××

地域 時刻 電圧 電線数 線下地上高 磁束密度[μT]

釧路 15時 187kV 6本 12.2m 1.81

⽔⼾ 17時 154kV 12本 17.7m 2.67

大津 12時 154kV 6本 17.7m 0.29

鳥取 11時 110kV 6本 17.3m 0.33

佐賀 16時 66kV 6本 11.5m 0.53

測定高=1.0m

線下地上高

××

大津

51
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地域 時刻 磁束密度[μT]（変電所フェンスから0.2m離れた位置） 備考
H=0.5m H=1.0m H=1.5m 3点平均

釧路 15時 5.88 4.87 4.41 5.05
⽔⼾ 15時 1.77 1.90 2.06 1.91

大津 12時 8.35 8.58 9.03 8.65 送電線下
鳥取 15時 3.40 3.77 4.12 3.76 送電線下
佐賀 9時 5.77 6.90 7.03 6.57 送電線下

①−２測定結果（変電所）
鳥取

54

0.5m
××

××

××

塀・フェンス

0.2m

（横から見たイメージ）

変電所設備
測定高

1.0m

1.5m
最大値

一周測定

凡例 ×：測定ポイント

地域 時刻 電圧 推定埋設深さ 磁束密度[μT]

H=0.5m H=1.0m H=1.5m 3点平均
釧路 16時 66kV 約2.6m 1.44 1.03 0.77 1.08
⽔⼾ 11時 66kV 約3.9m 0.22 0.20 0.17 0.20
大津 17時 77kV 約1.8m 0.18 0.17 0.13 0.16
鳥取 15時 110kV 約1.5m 1.01 0.89 0.86 0.92
佐賀 9時 66kV 約2.2m 0.69 0.54 0.47 0.57

①−２測定結果（地中送電線）
水戸

53

測定高

ケーブル中心（推定）

推定埋設深さ

凡例 ×：測定ポイント

0.5m

1.0m

1.5m

地中送電線

××

××

××

（横から見たイメージ）
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地域 時刻 磁束密度[μT] （ケーブルから0.2m離れた位置）
H=0.5m H=1.0m H=1.5m 3点平均

釧路 12時 0.22 0.20 0.17 0.20
⽔⼾ 13時 0.15 0.15 0.16 0.15

大津 16時 1.11 1.39 2.05 1.52
鳥取 14時 0.17 0.31 0.46 0.31

佐賀 14時 0.68 0.89 1.00 0.86

①−２測定結果（ケーブルの立ち上がり部）
釧路

56

凡例 ×：測定ポイント

0.5m

1.0m

1.5m

××

××

×× 測定高

（横から見たイメージ）

0.2m

地域 時刻 最大となった
測定面

磁束密度[μT]（路上変圧器から0.2m離れた位置）

1H/3 2H/3 3H/3 3点平均
釧路 14時 左側面 1.02 1.11 0.53 0.89
⽔⼾ 13時 背面 5.36 4.40 2.91 4.22

大津 14時 正面 2.06 1.74 1.39 1.73
鳥取 14時 正面 3.28 2.31 0.69 2.09

佐賀 14時 右側面 4.48 3.36 1.17 3.00

①−２測定結果（路上変圧器）
佐賀

55

凡例 ×：測定ポイント

（横から見たイメージ）

路上変圧器
の高さ=H

××

××

0.2m

測定高※
2H/3

3H/3

1H/3 ※ 0.5m、1.0m、1.5m
あるいはHを3等分
した高さ

××

最大値

一周測定

路上変圧器

（右側面）
（左側面）

（背面）

（正面）
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磁界測定①のまとめ

磁
束
密
度

[μ
T
]

○ 今回測定した箇所は、すべて省令の規制値（200 μT）
に比べて低い値であった。
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200

250

H24年度(兵庫、福岡、愛知、埼玉、東京)

H25(北海道、広島、埼玉、千葉、東京、神奈川)

H26(宮城、富山、沖縄)

H27(香川、千葉、東京)

H28(新潟、宇都宮、静岡)

H29(前橋、和歌山、大分)

H30(青森、福井、徳島)

R元(釧路、水戸、大津、鳥取、佐賀)

【凡例】

規制値（ガイドライン値）

0

5

10

15

20

H24年度(兵庫、福岡、愛知、埼玉、東京)

H25(北海道、広島、埼玉、千葉、東京、神奈川)

H26(宮城、富山、沖縄)

H27(香川、千葉、東京)

H28(新潟、宇都宮、静岡)

H29(前橋、和歌山、大分)

H30(青森、福井、徳島)

R元(釧路、水戸、大津、鳥取、佐賀)

磁界測定①のまとめ
磁
束
密
度

[μ
T
]

○ これまでに各都市で測定した結果と比べて、同程度の磁界
が測定された。
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磁束密度[μT]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭
0.09 0.09 0.08 0.09 0.11 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08

㉓ ㉒ ㉑ ⑳ ⑲ ⑱ ⑰ ⑯ ⑮
0.09 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09 0.09 0.08 0.09

②−１測定結果（人の往来が多い箇所）
鳥取

60

凡例 ×：測定ポイント

〇測定位置：任意 〇測定時刻：16:45〜17:00 〇測定高：1.0m

（上から見たイメージ）

②理解を深めるために
実施した磁界測定

②－１ 特徴的な場所

②－２ 物理的な変化の確認

59
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地域 時刻 磁束密度[μT]（フェンスから0.2m離れた位置）

H=0.5m H=1.0m H=1.5m 3点平均
⽔⼾ 12時 0.11 0.11 0.11 0.11
佐賀 16時 0.11 0.11 0.11 0.11

②−１測定結果（太陽光発電設備）
水戸

62

凡例 ×：測定ポイント

0.5m
××

××

××

塀・フェンス

0.2m

（横から見たイメージ）

太陽光
発電設備

測定高

1.0m

1.5m
最大値

一周測定

地域 時刻 磁束密度[μT]（フェンスなどから0.2m離れた位置）

H=0.5m H=1.0m H=1.5m 3点平均
釧路 12時 1.44 3.36 0.96 1.92
⽔⼾ 13時 4.68 2.23 1.11 2.67

大津 10時 1.95 1.87 1.11 1.64
鳥取 15時 1.88 1.18 0.76 1.27

佐賀 15時 0.23 0.30 0.35 0.29

②−１測定結果（キュービクル※周辺）
大津

61

凡例 ×：測定ポイント（横から見たイメージ）

0.5m
××

××

××

フェンスなど

0.2m

キュービクル 1.0m

1.5m

※キュービクル（キュービクル式高圧受電設備）
6,600Vの高圧線で電気を受けて100V等に変圧し、
各⼾・各施設に供給する電気設備

－ 54 － － 55 －



②−２測定結果（変電所付近）
=時間による変化=

鳥取

64

・110kV変電所(上空に送電線あり）

・9:00〜17:00まで15分間隔で測定

・測定高 0.5, 1.0, 1.5 mの3点を平均

0.5m
××

××

××

塀・フェンス

0.2m

変電所設備
測定高

1.0m

1.5m

2.9

3.1

3.3

3.5

3.7

3.9

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

磁
束
密
度
[μ
T]

時 刻

凡例 ×：測定ポイント

②−２測定結果（架空送電線）
=発生源からの距離による変化=

釧路

63

測定高=1.0m

線下地上高 線下地上高約12m

（横から見たイメージ）

××××××××××××

0m

凡例 ×：測定ポイント

架空送電線

測定高1.0m

50m
××××××××××

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 10 20 30 40 50

磁
束
密
度
[μ
Ｔ
]

送電線中心位置からの距離L[m]

磁束密度

・187kV 架空送電線（電線数6本）
・線下地上高約12m
・測定高 1.0m
・送電線に対し概ね直角方向に測定
・送電線中心位置から50mの範囲を測定
・測定時刻 12時頃
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経済産業省 「電磁界と健康」より身のまわりの磁界

66

家電製品からの磁界には商用周波磁界以外の周波
数の磁界も含まれており、それらを含めた値です。

磁界測定②のまとめ

・ 人の往来の多い箇所の測定値は概ね0.1μT程度であった。

・ キュービクルの測定値は3.0μT以下であった。

・ 太陽光発電設備の測定値は0.1μT程度であった。

・ 架空送電線から発生する磁界の値は距離が離れるほど小さくなった。

・ 変電所での時間による磁界の変化は、3.06～3.76μＴであった。
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http://www.jeic-emf.jp/ → 講演２
68

パンフレット「電磁界と健康」 目次から

67
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ご清聴ありがとう
ございました

69
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講演２ 
 

くらしを取り巻くその他の電磁界について 

〈ＩＨ調理器や携帯電話など身のまわりの電磁界の 

影響について国際機関の見解などを中心に紹介します〉 

－ 61 －





電磁界の種類と用途

2

令和元年度 電磁界の健康影響に関する講演会

くらしを取り巻く
その他の電磁界について

＜IH調理器、電子レンジや携帯電話など身のまわりの電磁界の
影響について国際機関の見解などを中心に紹介します＞

1

講演2

－ 63 －



WHOファクトシート集

「中間周波」 2005年2月
科学的証拠によれば、ICNIRPのガイドラインを下回るばく
露レベルの中間周波電磁界によるどのような健康リスクも
示唆されていません。(ファクトシート集 58ページ中段）

中間周波電磁界ばく露の健康影響

 WHO環境保健クライテリア No.238
2007年６月

中間周波数帯の電磁界に関するデータが欠如しているので、
健康リスク評価のためには、更なる研究が必要である。

（環境省 超低周波電磁界に関する環境保健クライテリア No.238 和訳31ページ）
4

IH調理器

3

20kHz～90kHz

－ 64 －



EMFファクトシート
漏れ磁界に対する距離の影響

30cmの距離では、全てのモデルがICNIRP勧告(1998年)
の参考レベル値6.25μT※を満たす。

調理ゾーンの端から1cmの前面で測定された漏れ磁界は、
大半の場合、この参考レベル値を超過する。ただし、距離
1cmは通常の使い方では起こりそうもなく、最悪ケースの
シナリオを表している。

最小でも5-10cmという距離は、実際上最も起きやすい距
離であるが、鍋が正しく使用された場合（適切な調理鍋、
調理ゾーン中心に置く）、その距離でICNIRPの参考レベル
値を超過した測定値（ 6.25μT ）はなかった。

全ての測定は、電磁調理器の最高レベル設定で行った。

※ 現在の参考レベル値は27μＴ。 6

スイス連邦内務省公衆衛生局（FOPH）
EMFファクトシート

電磁調理器（2009/01/21）

現在、誘導加熱調理器から発生する磁
界が健康上のリスクであるかどうかは
わかっていません。このような磁界は
誘導加熱調理器を正しく使用すれば削
減できます。次の情報は、最良の結果
を得るために役立ちます:

5

－ 64 － － 65 －



居室における中間周波電磁界に関する研究
厚生労働科学研究費補助金事業 平成21-24年度

研究代表者 大久保 千代次

8

居室における中間周波電磁界に関する研究
厚生労働科学研究費補助金事業 平成21-24年度

研究の概要の流れ図

IH調理器の普及
と国民の不安。

背景
目的

IH調理器からの中
間周波電磁界の生
体影響の有無につ
いて免疫系機能、
胎児への影響を指
標に生物学的研究
手法によりを評価
する。

方法

期待される効果

•IH調理器をはじめ、中間周波電磁界を使用する他の商品・装置の健康リスクに
対する国民の不安の除去、または健康危機情報を早期に把握できる。

•国際的に遅れている中間周波電磁界のリスク評価へ寄与する。
•WHO国際電磁界プロジェクトの研究データベースへ登録し、世界へ情報提供。

期待される結果

•免疫系・発生過程に関わる生物影響の有無を検証。
•影響が有った場合は、今後の疫学研究デザインにつな
げると共に、経済産業省製品安全課等に情報提供する。

動物班・細胞班
動物班では、免疫系への影響
と発生毒性評価。細胞班では、
遺伝毒性、内分泌かく乱作用、
細胞分化への影響評価。

日本の普及率が
世界１位

WHOでも、中間
周波電磁界の研
究推進を勧告。

IH調理器は、国
際的ガイドライ
ン値を超える？

電気工学班
ばく露装置の開発ばく露量
評価。

7

－ 66 －



電子レンジ

10

２.45GHz

まとめ

・精度の高い電気工学的ばく露条件（国際ガイドラインの公衆
ばく露の参考レベル以上の磁束密度）の下、細胞毒性、発が
ん性についての一般的な安全性試験、また遺伝子の後天的修
飾への影響、マウスES細胞を用いた細胞分化への影響、女性
ホルモンを指標とした内分泌かく乱性の有無など、さまざま
な角度で細胞への中間周波電磁界ばく露影響を検討した。

→いずれの指標においても何らの影響を見出せなかった。

・動物での幼若期の全身ばく露による血液系・免疫系への影響、
妊娠期の腹部局所ばく露による胎児催奇形性への影響を検討
した。

→健康影響に関連する変化は認められなかった。

IH調理器使用を想定した中間周波電磁界の生物学的ハ
ザードは確認できないと言える。

（平成24年度 厚生労働科学研究費報告書） 9

－ 66 － － 67 －



電子レンジの安全性

メーカーの取扱説明書に従って使用する限り、
電子レンジは安全であり、様々な食品の加熱お
よび調理に便利です。

WHO情報シート 「電子レンジ」

ファクトシート集 60ページ中段

12

レンジから発生する電磁波

○水分子に電磁波
エネルギーが吸
収され熱が発生

11

－ 68 －



電子レンジ内外のマイクロ波

ガラス製の扉の周囲からおよび扉を通してのマ
イクロ波の漏れは、国際規格の推奨レベルより
はるかに低い水準となるよう設計するように定
められています。(60ページ中段）
電子レンジのスイッチを切った後は、レンジの
庫内にも食物の中にもマイクロ波エネルギーが
残存することはありません。この点でマイクロ
波はまさに光線のように作用します。つまり明
かりを消した後、光は残らないのと同じです。
(61ページ中段）

ファクトシート集 60-61ページ

14

電子レンジ内外の電力密度

電子レンジの外周（器体表面から5cmのあらゆる箇所）

・電子レンジを使用中 １mW/cm2以下
・扉を開けてマグネトロンの発振停止装置が動作

する直前 ５mW/cm2以下

→電波法施行規則、電気用品安全法による規制

電子レンジの内部

・定格高周波出力（W）
にて設計されています

13

－ 68 － － 69 －



携帯電話

16
800MHz～２GHz

電子レンジで調理された食物は、従来のオーブ
ンで調理された食物と同じように安全であり、
栄養値も変わりません。この２つの調理方法の
大きな違いは、マイクロ波エネルギーは食物に
より深く浸透し加熱時間が短くても食物全体に
熱が伝わるので、全体の調理時間が短縮するこ
とにあります。

ファクトシート集 61ページ中段

食物の安全性

15
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IARC発がんハザード分類例

注１）分類基準は通常用いられるもの。注２）表中[ ]内の数字は2019年9月時点の評価数

17

18

携帯電話使用の長期的影響
IARCの発がんハザード評価では

2011年5月３１日にタスク会議は、無線周波電
磁界の発がん性を評価。携帯電話と脳腫瘍（神経
膠腫、聴神経鞘腫）の疫学研究の限定的な証拠と、
動物の長期ばく露実験研究の限定的な証拠から、
無線周波電磁界を、「発がん性があるかもしれな
い（２B)」と評価。

IARC:国際がん研究機関（WHOの専門組織）

17
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 WHOファクトシート集

「携帯電話」 2014年10月

携帯電話の健康影響

短期的影響
多くの研究が、ボランティアの脳の電気的活動、
認知機能、睡眠、心拍数や血圧にRF 電磁界が及ぼ
す影響を調べてきました。今日まで、組織に熱が
発生するよりも低いレベルのRF 電磁界ばく露によ
る健康への悪影響について、研究による一貫性の
ある証拠は示唆されていません。(ファクトシート
集 ２ページ） 20

携帯電話の健康影響

何らかの健康影響はあるのでしょうか？
携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすどうかを
評価するために、これまで20年以上にわたって多
数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話
使用を原因とするいかなる健康影響も確立されてい
ません。(ファクトシート集 ２ページ上段）

 WHOファクトシート集

「携帯電話」 2014年10月

19
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脳腫瘍の罹患率と携帯電話の普及
米国：上段は携帯電話利用者数

下段は脳腫瘍の罹患率（1984-2006）

Inskip P D et al. Neuro Oncol 2010;12:1147-1151 22

携帯電話の健康影響

長期的影響
国際がん研究機関により、携帯電話が発生する電磁
界は「ヒトに対して発がん性があるかも知れない」
に分類されています。
携帯電話使用の潜在的な長期的影響をより完全に評
価するための研究が進行中です。
WHO は、2016年まで※に、無線周波電磁界ばく露
による健康影響に関する全ての研究について公式の
リスク評価を実施する予定です。 (ファクトシート集
３ページ） ※2019年現在は未実施です

 WHOファクトシート集

「携帯電話」 2014年10月

21

－ 72 － － 73 －



脳腫瘍罹患率 スウェーデン,1970-2008, 10-24歳

出典：
スウェーデン
社会保険庁
がん登録
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出典：
スウェーデン
社会保険庁
がん登録

携帯電話の導入（１９８７）

脳腫瘍罹患率 スウェーデン,1970-2008, 男性

23
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健康リスク評価のスケジュール

静電磁界 低周波電磁界 高周波電磁界

Static

(0 Hz)

IARC 2001-2002

EHC 2003-2006

ELF

(>0 Hz – 100 kHz)

IARC 2001-2002

EHC 2003-2007

RF

IARC 2011 

EHC 2020(?)

INTERPHONE 研究 2010年

IARC RF-EMFの発がんハザード評価 201１年

WHO RF-EMFの健康リスク評価 2020年(?)

2006年 2007年

26

英国：脳腫瘍の罹患率の経年変化

de Focht , Bioelectromagnetics 32:334-339 (2011) 25
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ご清聴ありがとうござ
いました
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事前質問
同様の質問を多数の方から頂いている

場合、質問を集約しています。また、分
かり易さの点などから、原文を修正しま
した。回答内容は、多氣・大久保の考え
に基づいて紹介しております。 なお、
質問以外の記載事項（所感、意見など）
については、割愛しております。

【釧路】

1

事前質問

• 高圧送電線下で生活する場合、健康影響は
あるのでしょうか。

①電力線などからの電磁波

講演１の中で説明しました。

WHOファクトシート集 関連ページ
№322「超低周波電磁界へのばく露」47～50ページ

2



事前質問

講演２の中で説明しました。

WHOファクトシート集 関連ページ
「電子レンジ」60～62ページ

②電子レンジ

• 毎日の料理に電子レンジを使用する事が多
いのですが、健康影響はあるのでしょうか。

• 電子レンジがなどの電磁波の危険性が言わ
れていた時期がありました。そのことに関
して進める側と反対側の説を聞きたいと思
います。

3

事前質問

• 太陽光パネルから発生する電磁波の人体へ
の影響について教えてほしい。

③太陽光発電システム

4



太陽光発電システムの磁界発生源

どこから磁界は発生してる？

太陽光モジュール パワーコンディショナ

直流電流 交流電流

商用周波磁界
(50/60Hz)

直流磁界
(0Hz)

5

出典：平成23年電気学会基礎・材料・共通部門大会
「太陽光発電ｼｽﾃﾑから発生する静磁界及び商用周波数磁界」

電 流 [A]

磁
界

[μ
T]

２５

２０

１５

１０

５

０ １ ２ ３

モジュール
からの距離

０．００ｍ

０．０５ｍ

０．１０ｍ

０．２０ｍ

直流磁界の測定結果 例１：電流値による変化

太陽光モジュールからの磁界

6
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0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

太陽光モジュールからの磁界

中央から０．２０ｍ下方

最大定格電流時

直流磁界の測定結果 例２：距離による変化

磁
界

[μ
T]

距 離 [m]
7

パワーコンディショナからの磁界

距 離 [m]

磁
界

[μ
T

]

交流磁界の測定結果 例：距離による変化

家庭用より大容量の業務用装置にて測定
出典：平成23年電気学会基礎・材料・共通部門大会
「太陽光発電ｼｽﾃﾑから発生する静磁界及び商用周波数磁界」
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ICNIRPガイドライン値との比較①

太陽光モジュールの直流磁界

機種
タイプ

太陽光モジュール
地磁気
(参考)

ガイドライン値
測定値

想定値
（最大出力電流時）

測定値
出力
電流

最大値
(0.2m)

最大
出力
電流

最大値
(0.2m)

最大値
(0.0m)

A 3.33A 8.33μT 4.67A 11.1μT 37.2μT
40μT
～

50μT

400mT
(=400,000μT)B 1.73A 1.31μT 3.05A 1.7μT 31.0μT

C 0.30A 1.89μT 0.70A 4.4μT 5.0μT

出典：平成23年電気学会基礎・材料・共通部門大会
「太陽光発電ｼｽﾃﾑから発生する静磁界及び商用周波数磁界」 9

ICNIRPガイドライン値との比較②

機種
タイ
プ

パワーコンディショナ

電化製品
(参考)

ガイドラ
イン値

測定値

電流
最大値
(0.2m)

最大値
(0.0m)

A
16.1～
21.3A

4.04μT 61.9μT
ﾍｱｰﾄﾞﾗｲﾔ(10cm)

：1.6μT
掃除機（30cm）

：3.2μT
洗濯機（30cm）

：1.2μT

200μTB
22.0～
25.0A

7.50μT 17.1μT

C
47.9～
258.8A

18.75μT 60.6μT

家庭用より大容量の業務用装置にて測定
出典：平成23年電気学会基礎・材料・共通部門大会
「太陽光発電ｼｽﾃﾑから発生する静磁界及び商用周波数磁界」

パワーコンディショナの交流磁界

10



太陽光発電システムからの電磁波

• 直流側（太陽電池パネル）
– 直流電流による磁界

– スイッチングによる伝導妨
害波と放射妨害波

• 交流側（屋内の電源系統）
– 交流電流による商用周波磁界

– スイッチングによる高調波の
伝導妨害波と放射妨害波

11

太陽光発電システムからの電磁波

直流側および交流側それぞれの伝導妨害波と放射妨
害波は、放送の受信障害、アマチュア無線への妨害
などの恐れがあります。無線放送・通信に対する妨
害波に関する限度値を審議する、国際無線障害特別
委員会は、CISPR11第6版（2015年）において、
太陽光発電システムからの妨害波の限度値の一部と
測定法を規定しました。

なお、これらの妨害波は、高感度の放送受信機や
通信機器にとっては無視できませんが、その出力は
人体防護のガイドラインに比べると、きわめて小さ
く、人に影響を及ぼすことはありません。

12



事前質問

• MRIの体への影響を教えてほしい。

④医療機器からの電磁波

13

оMRI（磁気共鳴画像法）

・検査時に患者及びオペレータが浴びる静磁界の強さ

0.2～3Ｔ（テスラ）

〔出所〕世界保健機関（WHO） ファクトシート№299「静電界及び静磁界」

・国際的なガイドライン（ICNIRP）の制限値

〔職業的ばく露〕
頭部及び躯体部 2T
四肢 8T

〔公衆のばく露〕
身体の任意の部分 400mT

→ガイドラインの制限値を越えるケースがあるが、
医療行為という受益がある。

ＭＲＩから発生する電磁波の健康影響

14



事前質問

• 生活の中で最も電磁波の量が多い家電製品
は何でしょうか。

⑤家電製品からの電磁波

講演１の中で説明しました。

講演１のスライド６６ページ

15

事前質問

• 身体に常に接触している携帯電話は人体に
悪影響はないのか、など知りたい。

講演２の中で説明しました。

WHOファクトシート集 関連ページ
№193「携帯電話」1～3ページ

⑥携帯電話、スマートフォンからの電磁波

16



事前質問

• ペースメーカーが入っている家族がいる
ため、実際何がどの程度影響があるのか、
どうすれば安全に過ごせるのか知りたい。

⑦ペースメーカー

17

その他 電子・電気機器から発生する
電磁波のペースメーカへの影響

ペースメーカは、電子・電気機器から発生する電磁
波の影響で誤動作を起こす恐れがある。

・電子商品監視装置

・アマチュア無線機

・携帯電話

・ＩＨ調理器、ＩＨ炊飯器

・非接触ICカード使用

18



〔注意点〕携帯電話使用時、携行時

・植込み部位を、携帯電話から15cm以上離すこと

15cm

19

〔注意点〕ＩＨ調理器、ＩＨ炊飯器使用時

・植込み部位が、近づかないこと

20



〔注意点〕低周波治療器、体脂肪計は禁忌

• 体に流す電流の影響で、ペースメーカの誤動作が起
こる場合がある。

21

〔注意点〕電子商品監視装置通過時

・立ち止まらずにゲート間の中央を速やかに通過

・ゲートに寄りかからない

22



〔注意点〕アマチュア無線機

• 小型無線機（アマチュア無線機、パーソナル無線
機及びトランシーバ（特定小電力無線局のものを
除く）等）は、使用しないこと。

23

〔注意点〕非接触ＩＣカード使用時

• 植込み部位を、読み取り機から12cm以上離すこと

12cm

24



〔注意点〕電気自動車の充電器

・急速充電器は使用しないでください。

・操作する必要がある場合は他の方にお願いして
ください。

・設置している場所には、可能な限り近づかない
でください。なお不用意に近づいた場合には、
立ち止まらず速やかに離れてください。

25

参考：関連情報

・ 一般社団法人日本不整脈デバイス工業会
http://www.jadia.or.jp/index.html

HOME>生活上の注意点

・総務省 電波利用ホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/index.htm

HOME> 電波利用に関する制度> 電波の安全性に関する調査及び評価技術

> 総務省における電波の安全性に関する研究

> 電波の植込み型医療機器器等への影響の調査研究

・電波環境協議会
http://www.emcc-info.net/index.html#top

HOME> 医用電気機器への電波の影響に関する情報

26



参考：医療機器への影響

• 不整脈デバイス工業会 http://www.jadia.or.jp/caution/indoor.html

27

事前質問

⑧その他

• 長年、衣料品店のレジの仕事をしているが、レジ
および防犯管理タグ解除装置4台に囲まれ長時間
立ち仕事をしている。防犯管理タグ解除装置は非
常に強い電磁波を発していると思われる。(電卓
などを近づけると瞬時に電卓に不具合が生じる)
ここ最近、甲状腺の病気(投薬治療中)および左手
親指痛を発症している。以前に腰手術の経験があ
り金属を埋め込んでいるが、これらの症状につい
て腰部埋め込み金属とこの環境下での業務が関係
しているのではないかと心配している。因果関係
の有無を教えてほしい。

28



電子商品監視（EAS）装置
• さまざまな方式がある（後述）
• 例：磁気式（図書館で多く利用）

• 首都大学東京の図書館で測定

EAS装置から発生する電磁波の健康影響

29

消磁40ms

1.5mT

600μT

40ms

着磁

切替機（消磁・着磁装置）からの磁界
• 装置の直近では大き
な磁界が発生（ガイド
ラインの参考レベルの
数倍になる）

• 少し離れると急激に小
さくなる

人体の占める空間での平
均値を参考レベルと比較
する必要がある

より詳細な評価は、人体内
の誘導電界を計算して基
本制限と比較する必要が
ある

現在、測定及び計算を
行っている

ゲートでは参考レベルの
数倍でも、基本制限では
限度の値5%以下であった

30



図書館EASゲート内測定結果

EASゲート内 磁束密度合成値分布

測定領域内磁束密度実効値
・最大値 420µT
・最小値 30µT
・平均値 100μT

＃磁束密度合成値分布（366 Hz）

z

xy

300（ μT）

200

100

0

y=0
y=100

y=200
y=300

y=400

366HzにおけるICNIRPガイドラインの参考レベルは
200µT⇒ より詳細な測定が必要

31

人体内入射磁束密度平均（μT） ICNIRP一般公衆
ガイドラインに

対する比率

68 200 34 %

参考レベルは入射磁界の人体の占める空間での平均値と比較するもの参考レベルは入射磁界の人体の占める空間での平均値と比較するもの

ICNIRPガイドライン（2010)との比較

より厳密な評価は誘導電界で表される基本制限で行うより厳密な評価は誘導電界で表される基本制限で行う

解剖学的人体モデルを用いた誘導電界の計算結果

誘導電
界

[V/m]

ICNIRP基
本制限（一
般公衆）

[V/m]

ガイド
ライン
に対す
る比率

全身
（99%ile値）

0.017 0.4 4.2%

頭部中枢
神経系
(99%ile値）

0.0071 0.146 4.8%

32



EASの方式別一覧
（万引防止ハンドブックより）

センサ方式
周波数

アンテナ形状 タグの種類

天
井

マ
ッ
ト

ゲ
ー
ト

ド
ア

フ
レ
ー
ム

（テ
ー
プ
）

ラ
ベ
ル

ハ
ー
ド

ソ
フ
ト

ワ
イ
ヤ
ー

磁
鳴

保
護
ケ
ー
ス

電
波

RF 1.8～10.5Mhz ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － ○ －

マイク
ロ波

2.45GHz ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ － ○ －

磁気 200Hz～14kHz － － ○ － － ○ ○ ○ ○ － ○

音響磁気
58kHz

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○

（磁気）磁鳴
22kHz～37.5kHz
58kHz、8.2MHz ○ ○ ○ － － － － － － ○ ○

33

事前質問

⑨その他

• 電磁波の測定器(小型・軽量のもの)はどこ
で売っていますか。価格はどのくらいで
すか。

電磁界情報センターでは、低周波磁界測定器
の無料貸出し（送料のみ申込者負担）を

しております。
34



事前質問

• テレビから1.3m足らずの場所で終日テレ
ビと対峙しています。体に影響はないも
のでしょうか。

• 夜、子守歌がわりに「マルチメディアス
ピーカー」を耳のそばにおいて寝ていま
す。体に良くないと言われ中止していま
すが、いかがでしょうか。

⑩その他

35

事前質問

⑪その他

• レース鳩の帰還率が非常に悪くなった。
携帯の影響もあるのではないかと考えら
れますが関係はどうか。

36



ご静聴、ありがとう

ございました。

37



事前質問
同様の質問を多数の方から頂いてい

る場合、質問を集約しています。また、
分かり易さの点などから、原文を修正
しました。回答内容は、多氣・大久保
の考えに基づいて紹介しております。
なお、質問以外の記載事項（所感、意
見など）については、割愛しておりま
す。

1

【鳥取】

事前質問

• 変電所の近く100m位に住んでいるのですが、変電所に最近
高い鉄塔が建ちました。電磁波が体に影響ないかとても心配で
す。変電所の電磁波と高い鉄塔の電磁波どの位影響するので
しょうか？

• 高圧線の下の住人は体に良くないと聞いたことがありますが本
当でしょうか？

• 変電所のすぐ隣で、高圧送電線の下に家を建てて住んでいる人
は、健康上何らかの害があるのでしょうか？

• 自宅の真上に高圧送電線があるが、健康への影響はないのか？

①変電所・電力線などからの電磁波

講演１の中で説明しました。

WHOファクトシート集 関連ページ
№322「超低周波電磁界へのばく露」47～50ページ

2



事前質問

講演1の中で説明しました。

WHOファクトシート集 関連ページ
「無線周波電磁界の健康影響」11～14ページ
「超低周波電磁界へのばく露」47～50ページ

②電磁波の健康影響一般

• 健康影響とは、具体的にどの程度の電磁波
でどこに影響が出るのでしょうか？

3

事前質問

講演2の中で説明しました。

WHOファクトシート集 関連ページ
「携帯電話」1～3ページ

③携帯電話

• 携帯電話を直接耳につけた健康影響は出な
いのか個人差はないのでしょうか？

• スマホ、携帯、時計等デジタル機器（身に
つける）が人体に与える影響と全身のガン
に対する危険度は？

4



事前質問

講演2の中で説明しました。

WHOファクトシート集 関連ページ
「電子レンジ」60～62ページ

④電子レンジ

• 電子レンジのもれ電磁波はどのくらいある
のでしょうか？

5

事前質問

• 電気自動車内の電磁界の強さと人体への影
響について知りたい。

⑤電気自動車

6



自動車から発生する電磁波

電磁界情報センターでは、屋内試験施設を
用いて、走行速度40km/h一定での電気自動
車、ハイブリッド自動車、ガソリン車３種類
の車内の磁界を測定しました。車内の磁界は
ICNIRPが定めるガイドラインの一般公衆に対
する参考レベルより低い値となっています。

7

〔平成25年電気学会全国大会『定速走行時の自動車内における磁界の測定』〕

自動車から発生する磁界

560mm

200mm200mm

200mm

2
0
0
m
m2
0
0
m

m

4
0
0
m
m

①
②

③

④

⑤
⑥ 測定協力：一般財団法人 日本自動車研究所

測定状況

電気自動車・ハイブリッド車・ガソリン車

運転席・助手席・後部座席（運転席側）

40km/h一定走行

屋内試験装置を使用

測定条件

8



自動車から発生する磁界の大きさ

電気自動車 最大磁界

測定位置
頭 部 腰 部 脚 部

右側 左側 右側 左側 右側 左側

運転席 ０．１７ ０．１８ ０．３１ ０．２６ １．３３ ０．６５

助手席 ０．１８ ０．２０ ０．２２ ０．２６ ０．５６ １．０９

後部座席 ０．０５ ０．０４ ０．１４ ０．１４ ０．１９ ０．１７

※ 赤囲みは各座席の最大磁界位置
※ 最大磁界の周波数は６Hz ［μT］

前方後方

9

0.17μT

後
部
座
席

運
転
席

助
手
席

0.19μT

1.09μT

0.56μT

0.65μT

1.33μT

〔平成25年電気学会全国大会『定速走行時の自動車内における磁界の測定』〕

各車種の最大磁界

電気自動車 ハイブリッド車 ガソリン車

１．３３ １．３３ ４．２０

［μT］

10

自動車から発生する磁界の大きさ

・３車種の間では著しい差は見られず、またICNIRP
ガイドラインの磁界参考レベルより低い値でした。

・また、電気自動車、ハイブリッド車は複数のピーク
周波数を持ちますが、これらの値の磁界参考レベル
に対する割合を加算した値も限度値より十分に低い
値でした。



事前質問

• 太陽光発電パネル周囲の電磁界の強さと人
体への影響について知りたい。

⑥太陽光発電システム

11

太陽光発電システムの磁界発生源

どこから磁界は発生してる？

太陽光モジュール パワーコンディショナ

直流電流 交流電流

商用周波磁界
(50/60Hz)

直流磁界
(0Hz)

12



出典：平成23年電気学会基礎・材料・共通部門大会
「太陽光発電ｼｽﾃﾑから発生する静磁界及び商用周波数磁界」

電 流 [A]

磁
界

[μ
T]

２５

２０

１５

１０

５

０ １ ２ ３

モジュール
からの距離

０．００ｍ

０．０５ｍ

０．１０ｍ

０．２０ｍ

直流磁界の測定結果 例１：電流値による変化

太陽光モジュールからの磁界

13

0

5

10

15

20

25

30

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

太陽光モジュールからの磁界

中央から０．２０ｍ下方

最大定格電流時

直流磁界の測定結果 例２：距離による変化

磁
界

[μ
T]

距 離 [m]
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パワーコンディショナからの磁界

距 離 [m]

磁
界

[μ
T

]

交流磁界の測定結果 例：距離による変化

家庭用より大容量の業務用装置にて測定
出典：平成23年電気学会基礎・材料・共通部門大会
「太陽光発電ｼｽﾃﾑから発生する静磁界及び商用周波数磁界」 15

ICNIRPガイドライン値との比較①

太陽光モジュールの直流磁界

機種
タイプ

太陽光モジュール
地磁気
(参考)

ガイドライン値
測定値

想定値
（最大出力電流時）

測定値
出力
電流

最大値
(0.2m)

最大
出力
電流

最大値
(0.2m)

最大値
(0.0m)

A 3.33A 8.33μT 4.67A 11.1μT 37.2μT
40μT
～

50μT

400mT
(=400,000μT)B 1.73A 1.31μT 3.05A 1.7μT 31.0μT

C 0.30A 1.89μT 0.70A 4.4μT 5.0μT

出典：平成23年電気学会基礎・材料・共通部門大会
「太陽光発電ｼｽﾃﾑから発生する静磁界及び商用周波数磁界」 16



ICNIRPガイドライン値との比較②

機種
タイ
プ

パワーコンディショナ

電化製品
(参考)

ガイドラ
イン値

測定値

電流
最大値
(0.2m)

最大値
(0.0m)

A
16.1～
21.3A

4.04μT 61.9μT
ﾍｱｰﾄﾞﾗｲﾔ(10cm)

：1.6μT
掃除機（30cm）

：3.2μT
洗濯機（30cm）

：1.2μT

200μTB
22.0～
25.0A

7.50μT 17.1μT

C
47.9～
258.8A

18.75μT 60.6μT

家庭用より大容量の業務用装置にて測定
出典：平成23年電気学会基礎・材料・共通部門大会
「太陽光発電ｼｽﾃﾑから発生する静磁界及び商用周波数磁界」

パワーコンディショナの交流磁界

17

太陽光発電システムからの電磁波

• 直流側（太陽電池パネル）
– 直流電流による磁界

– スイッチングによる伝導妨
害波と放射妨害波

• 交流側（屋内の電源系統）
– 交流電流による商用周波磁界

– スイッチングによる高調波の
伝導妨害波と放射妨害波

18



太陽光発電システムからの電磁波

直流側および交流側それぞれの伝導妨害波と放射妨
害波は、放送の受信障害、アマチュア無線への妨害
などの恐れがあります。無線放送・通信に対する妨
害波に関する限度値を審議する、国際無線障害特別
委員会は、CISPR11第6版（2015年）において、
太陽光発電システムからの妨害波の限度値の一部と
測定法を規定しました。

なお、これらの妨害波は、高感度の放送受信機や
通信機器にとっては無視できませんが、その出力は
人体防護のガイドラインに比べると、きわめて小さ
く、人に影響を及ぼすことはありません。

19

事前質問

• スマホ、携帯、時計等デジタル機器（身
につける）が心臓（ペースメーカー等）
に与える影響は？

⑦ペースメーカー

20



その他 電子・電気機器から発生する
電磁波のペースメーカへの影響

ペースメーカは、電子・電気機器から発生する電磁
波の影響で誤動作を起こす恐れがある。

・電子商品監視装置

・アマチュア無線機

・携帯電話

・ＩＨ調理器、ＩＨ炊飯器

・非接触ICカード使用

21

〔注意点〕携帯電話使用時、携行時

・植込み部位を、携帯電話から15cm以上離すこと

15cm

22



〔注意点〕ＩＨ調理器、ＩＨ炊飯器使用時

・植込み部位が、近づかないこと

23

〔注意点〕低周波治療器、体脂肪計は禁忌

• 体に流す電流の影響で、ペースメーカの誤動作が起
こる場合がある。

24



〔注意点〕電子商品監視装置通過時

・立ち止まらずにゲート間の中央を速やかに通過

・ゲートに寄りかからない

25

〔注意点〕アマチュア無線機

• 小型無線機（アマチュア無線機、パーソナル無線
機及びトランシーバ（特定小電力無線局のものを
除く）等）は、使用しないこと。

26



〔注意点〕非接触ＩＣカード使用時

• 植込み部位を、読み取り機から12cm以上離すこと

12cm

27

〔注意点〕電気自動車の充電器

・急速充電器は使用しないでください。

・操作する必要がある場合は他の方にお願いして
ください。

・設置している場所には、可能な限り近づかない
でください。なお不用意に近づいた場合には、
立ち止まらず速やかに離れてください。

28



参考：関連情報

・ 一般社団法人日本不整脈デバイス工業会
http://www.jadia.or.jp/index.html

HOME>生活上の注意点

・総務省 電波利用ホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/index.htm

HOME> 電波利用に関する制度> 電波の安全性に関する調査及び評価技術

> 総務省における電波の安全性に関する研究

> 電波の植込み型医療機器器等への影響の調査研究

・電波環境協議会
http://www.emcc-info.net/index.html#top

HOME> 医用電気機器への電波の影響に関する情報

29

参考：医療機器への影響

• 不整脈デバイス工業会 http://www.jadia.or.jp/caution/indoor.html

30



事前質問

• 携帯電話の基地（中継）局をあちこちで
見かけます。このアンテナから電磁波の
影響はどうでしょうか？またペースメー
カーに対してはどうでしょうか？

• 携帯電話のアンテナ塔が立っている土地
の近くで畑作物を作っているのですが、
その土や作物に悪影響がありますか？ま
たそのあたりに住んでいる住民に対して
はどうですか？

⑧携帯電話基地局

31

WHOファクトシート No.193
「携帯電話とその基地局」 2010年5月WHO 

WHOファクトシート No.304
「基地局及び無線技術」 2006年5月

高周波電磁界ばく露の健康影響

携帯電話やその基地局から放出される無線周波電磁界
に曝されることが、健康への悪影響を招くとの結論を出
した最近の評価結果は存在しない。

基地局及び無線ネットワークからの無線周波のばく露
は、通常、国際的なガイドライン（例えばICNIRPのガ
イドライン）よりも数千分の１以下である。

32



携帯電話基地局からの電波の実測値

33

• 陸域および水域生態系に対する電磁界のリ
スクを取り扱った研究の数は限られていま
すが、それらの研究からは、極めて強力な
発生源の近くでのいくつかの影響以外には、
大きな環境影響の証拠はほとんどあるいは
全く示されていません。現在の知識によれ
ば、人の健康を防護するためのICNIRP ガイ
ドラインに定められたばく露制限値は環境
も保護しています。

（WHOファクトシート集 65ページ下段）

WHO国際電磁界プロジェクト情報シート「電磁界の環境影響」
WHOファクトシート集 63-66ページ

34



事前質問

⑨その他

• 妻が電磁波過敏症と思われる症状があり、
大阪から鳥取に移住をしました。今後5G
が始まり、ますます電磁波環境は強いも
のになると思われます。現在ベルギーや
スイスで反対運動が起きていますが、望
まない人たちに対する選択権については
どのようにお考えでしょうか？

35

EHS(電磁過敏症）とは何か？

人によって異なる多様な非特異的症状。症状は確かに存在
しているが、症状の深刻性は患者によって大きな幅がる。

• 皮膚への症状（発赤、チクチク感、灼熱感）、神経衰弱
症、自律神経系症状（倦怠感、めまい、どうき）など、
報告される症状は人によりさまざま

•患者数や症状に地域的なばらつき

•電磁過敏症は、化学物質過敏症と良く似ており、環境因
子に対する感受性に原因不明の環境不耐症と言える

（WHOファクトシート集 37ページ下段）

WHOファクトシート２９６「電磁過敏症」
WHOファクトシート集 37-40ページ

36



これまでの研究結果

電磁過敏症に関する研究結果

電磁過敏症は明確な診断基準を持たず、電磁過敏症と電磁
界ばく露を結び付けるような科学的根拠は存在しない。

• これまでの大多数の調査は、電磁過敏症の人々は、電磁
過敏症では無い人々よりも、電磁界ばく露をより正確に
検出できる訳ではないことを示している。

• 十分に制御され、二重ブラインド法を用いて実施された
研究では、症状が電磁界ばく露と関連していないという
ことを示している。

• 電磁界とは直接関係していない環境因子（空気の質、騒
音、照明のちらつき等）や電磁界の健康影響を恐れる結
果としてのストレスを原因の一つとして示唆する研究も
ある。しかし、まだ良く分かっていない。

（WHOファクトシート集 38ページ中段）

WHOファクトシート２９６「電磁過敏症」WHOファクトシート２９６「電磁過敏症」
WHOファクトシート集 37-40ページ

37

これまでの研究結果

政府への推奨

政府は、電磁界の健康影響の可能性に関する情報
を、電磁過敏症の人々、医療専門家、雇用主に向
けて、バランスよく、適切に提供すべきです。こ
のような情報の中には、電磁過敏症と電磁界ばく
露との結びつきに関する科学的根拠は現在、存在
しないという明確な声明を含めるべきです。

（WHOファクトシート集 39ページ上段）

WHOファクトシート２９６「電磁過敏症」WHOファクトシート２９６「電磁過敏症」
WHOファクトシート集 37-40ページ
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出典：Dr. M Wood (IEC TC106, 2019)

５G（第５世代携帯電話）からの電波ばく露レベルの比較

39

事前質問

⑩その他

• アマチュア無線機 特に430MHｚ、
1200MHｚのハンディトランシーバーは
顔の前で使用するので、そのあたりの影
響は？電波型式はF3アナログです。

40



• アマチュア無線用のトランシーバは、出力が１W
から５W程度のものが多く、携帯電話端末の出力
が２００mW程度であるのに比べて大出力です。

• 1990年代まで、７W以下の無線機は評価不要と
されていました。

• 現在は、局所SARで評価する必要があります。免
許を取得して使用するので、管理環境の防護指針
が適用されます。一般環境の局所SARの指針値は
2W/kgに対し、管理環境では10W/kgです。

• 430MHz、1200MHzではなく150MHzでの計
算例では、一般環境の制限値は超えるものの、管
理環境の制限は満たしていると報告されています。

アマチュア無線のトランシーバ

41

150MHz、５Wのトランシーバの
解析例
管理環境の基本制限値5W/kg
一般環境の基本制限値2W/kg

42



事前質問

⑪その他

• EV車両の充電が同様な原理で、道路に埋
め込み式でできるように実用化真近かと
か新聞報道が在りましたが、便利さ向上
策と危険性の実態を知っておきたい。

43

電気自動車用ワイヤレス充電装置の例

DDコイル：入射磁界の最大値 7.1 μT

スパイラルコイル：入射磁界の最大値 0.48μT

基本制限
11.5V/m

85kHz
ワイヤレス充電器、
7.7kW送電時

85kHzの磁界の参考レベルは27μT

7.7kW送電時に近くに立ってもガイド
ラインを十分に満たしている

44



• 以前から低周波音がしており、最近は振動
と共に身体の床に接した部分が、ビリビリ
とこむら返りの様な痛みや熱さを感じると
いった症状があります。さらに、腸が激し
く痛み、朝起き上がれず困っています。ど
うしたら安心安全に暮らせるのでしょう
か？

事前質問

⑫その他

45

低周波音

音≠電磁波

・音は、空気の微小な圧力変動

考えられる音の発生源

・周波数20Hz以下の超低周波音
※環境省発行の冊子｢よくわかる低周波音｣参照

https://www.env.go.jp/air/teishuha/yokuwakaru/index.html

46



47

ご静聴、ありがとう

ございました。
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事前質問
同様の質問を多数の方から頂いてい

る場合、質問を集約しています。また、
分かり易さの点などから、原文を修正
しました。回答内容は、多氣・大久保
の考えに基づいて紹介しております。
なお、質問以外の記載事項（所感、意
見など）については、割愛しておりま
す。

1

【大津】

• 一般的に地上高1.5ｍ程度で特別高圧送電線から発生する電磁界
と低圧電線から発生する電磁界の影響はどちらが大きいのでしょ
うか？

• 生まれた時から20歳位まで高圧線の下の家で暮らしていましたが
(直下から数mずれた位)一生健康に及ぼす影響がありますか？実
際、母は肺がん、私は膀胱がんにかかりました。そして今私は原
因不明のあちこち痛み、皮膚過敏症に悩まされています。(膀胱が
んは完治しています)

• マンションのすぐ近くに大きい鉄塔が立ってますが健康被害は、
大丈夫でしょうか？

• 家の近くに高圧電線がある場合のリスクは？

• 高圧電線の近くに住んでいますが、健康面での影響は？

講演１の中で説明しました。

WHOファクトシート集 関連ページ
№322「超低周波電磁界へのばく露」47～50ページ 2

事前質問

①変電所・電力線などからの電磁波



事前質問

講演1の中で説明しました。

WHOファクトシート集 関連ページ
「無線周波電磁界の健康影響」11～14ページ
「超低周波電磁界へのばく露」47～50ページ

②電磁波の健康影響一般

• 自分の体への影響について知りたいです。健康へ
の影響など。

• 家庭内における危険を詳しく知りたいです。

• 認知症との関係は？

• 家の中で存在する電磁波は？

• 脳に影響すると聞いたことがありますが、具体的
に教えてほしいです。

3

事前質問
③家電製品（調理）
• 電子レンジは人体に被害を与えると、学者が語っているのを以前聞きまし

た。レンジが稼働している時は、なるべく遠くにいます。それを家族にも
笑われています。やはり神経質過ぎでしょうか？

• 電子レンジだけで料理を作る料理家もいますが、電子レンジ（電磁波）を
使用した料理は、体への悪影響はないのでしょうか？

• IH調理器と電子レンジをキッチンに設置して同時に使用していますが、狭
い場所で同時に受ける影響は単独で受ける影響より大きいですか？場所を
離して同時に使用しない方が良いですか？

• 台所には電子レンジ、IH調理台、オーブン等が在り同時に使用する事によ
る影響について教えてほしいです。（特に女性）また、年齢による健康変
化はあるのですか？

• 電子レンジ調理をすると栄養分は無くなるのですか？

• 電子レンジで諸々の飲食物を温めていますが、電磁波によって飲食物の分
子構造が変化したり部分的に破壊されたりしないのでしょうか？

4

講演2の中で説明しました。

WHOファクトシート集 関連ページ
「中間周波（IF)」56～59ページ 「電子レンジ」60～62ページ



事前質問

④テレビ

5

• テレビを観る時間が長くなるのですが、い
つも電磁波を心配しながらも観てしまって
います。テレビの前に電磁波を避けられる
ものをつけるとどれ位避けられますか？

測定対象 測定方法 測定距離 ICNIRPｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ値に対する
測定結果（％）

液晶ﾃﾚﾋﾞ※1 全周囲 30cm ０．２％以下※2

※１ IEC６２２３３に基づいた測定
※２ 複数機器における最大値の範囲
※測定周波数範囲 １０KHz～４００ｋHz
※一般社団法人 家電製品協会「平成２５年度家電製品から発せられる電磁波測定(10Hz

～400kHz)調査」 平成26年3月より抜粋

一般社団法人 家電製品協会による測定結果

液晶カラーテレビからの磁界強度の評価は、いず
れも国際的ばく露防護ガイドライン値よりも低い

6

テレビからの電磁波



事前質問

⑤パソコン

7

• パソコンを長時間扱う際の身体への影響と
その対策について知りたいです。

身のまわりの磁界の強さ
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国際的ガイドライン値（ICNIRP：50Hz・60Hzでは200μT)

μT

※出展：電力設備は「電磁界と健康（令和元年度版）（経済産業省）」
家電製品は平成27～29年度電磁界情報センターによる測定結果
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事前質問

⑥携帯電話・携帯電話基地局

9

• 近所に携帯の電波塔ができ、我家に電波障
害の恐れがあるとのこと。人体への影響も
あるのでしょうか？

• 携帯電話等、中継電波塔の影響は？

• 赤ちゃんと母親の携帯電話との関係は？

WHOファクトシート No.193
「携帯電話とその基地局」 2010年5月

WHOファクトシート No.304
「基地局及び無線技術」 2006年5月

高周波電磁界ばく露の健康影響

携帯電話やその基地局から放出される無線周波電磁界
に曝されることが、健康への悪影響を招くとの結論を出
した最近の評価結果は存在しない。

基地局及び無線ネットワークからの無線周波のばく露
は、通常、国際的なガイドライン（例えばICNIRPのガ
イドライン）よりも数千分の１以下である。

10



携帯電話基地局からの電波の実測値

11

事前質問

⑦5G（第５世代）

• 5Gなどの高速データ通信の普及に伴う身
体への影響は？

• 第5世代通信システムで電波防護基準値は
変わるでしょうか？

12



出典：Dr. M Wood (IEC TC106, 2019)

13

５G（第５世代携帯電話）からの電波ばく露レベルの比較

14

オーストラリア放射線防護・原子力安全庁
（ARPANSA） 2019年11月25日

第5世代（5G）モバイル通信ネットワークの便益と
課題についての議会からの照会に対する回答

ARPANSAやWHOを含む世界中の保健当局は、通信技術から生じるか
も知れない健康影響についての科学的証拠を調べてきました。
現在の科学は、モバイル通信に用いられている電波から健康影響が生じ
るという確立された証拠はない、ということを示しています。これには、
導入予定の5Gネットワークも含まれます。
ARPANSAの主席放射線衛生科学者で副長官のGillian Hirth博士は、
『私たちは、5Gからの潜在的な健康インパクトについての一部の市民
の懸念を認識しています。5Gは安全で、健康上の懸念を生じないとい
うのが、我々の評価です』と述べています。（中略）『この規格は、電
波の悪影響から全ての健康状態の子どもと成人を防護するようにデザイ
ンされています。この規格における限度値は、組織の加熱等の何らかの
有害な影響が生じることが知られているレベルよりも大幅に低いです』
と述べています。



事前質問

⑧ペースメーカー

• ペースメーカーに低周波電磁波が及ぼす
影響について知りたいです。

15

その他 電子・電気機器から発生する
電磁波のペースメーカへの影響

ペースメーカは、電子・電気機器から発生する電磁
波の影響で誤動作を起こす恐れがある。

・電子商品監視装置

・アマチュア無線機

・携帯電話

・ＩＨ調理器、ＩＨ炊飯器

・非接触ICカード使用

16



・植込み部位を、携帯電話から15cm以上離すこと

15cm

〔注意点〕携帯電話使用時、携行時

17

・植込み部位が、近づかないこと

〔注意点〕ＩＨ調理器、ＩＨ炊飯器使用時

18



• 体に流す電流の影響で、ペースメーカの誤動作が起
こる場合がある。

19

〔注意点〕低周波治療器、体脂肪計は禁忌

・立ち止まらずにゲート間の中央を速やかに通過

・ゲートに寄りかからない

20

〔注意点〕電子商品監視装置通過時



• 小型無線機（アマチュア無線機、パーソナル無線
機及びトランシーバ（特定小電力無線局のものを
除く）等）は、使用しないこと。

21

〔注意点〕アマチュア無線機

• 植込み部位を、読み取り機から12cm以上離すこと

12cm

22

〔注意点〕非接触ＩＣカード使用時



・急速充電器は使用しないでください。

・操作する必要がある場合は他の方にお願いして
ください。

・設置している場所には、可能な限り近づかない
でください。なお不用意に近づいた場合には、
立ち止まらず速やかに離れてください。

23

〔注意点〕電気自動車の充電器

・ 一般社団法人日本不整脈デバイス工業会
http://www.jadia.or.jp/index.html

HOME>生活上の注意点

・総務省 電波利用ホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/index.htm

HOME> 電波利用に関する制度> 電波の安全性に関する調査及び評価技術

> 総務省における電波の安全性に関する研究

> 電波の植込み型医療機器器等への影響の調査研究

・電波環境協議会
http://www.emcc-info.net/index.html#top

HOME> 医用電気機器への電波の影響に関する情報

24

参考：関連情報



• 不整脈デバイス工業会 http://www.jadia.or.jp/caution/indoor.html

25

参考：医療機器への影響

事前質問

⑨鉄道・車

• 新幹線から10ｍ程度の距離に住んでいま
すが影響は？

• リニア新幹線や車両の非接触充電など最
近の強電磁界利用の影響は？

26



27

1992年に環境庁の調査の一環で測定
変電所との位置関係を考えて特に電流の大き
な場所を選定し、線路直近（写真）で測定
60Hzの交流磁界で、最大が6～20μT程度

1992年電子情報通信学会秋季大会公演論文集より

新幹線からの磁界
講演者自身の測定経験から

WHOファクトシート No.299
「静的な電界および磁界」 2006年3月

静磁界
・静磁界の急性影響は、人の動きや身体内部での

血流や心拍といった、磁界環境内での運動の際

にのみに生じると思われる。
2T（テスラ）以上の環境で働く人は、目眩、吐き気、
金属質の味覚、閃光を感じることがある。

・慢性影響は、質の良い研究がないので、健康影響
があるかどうか決定できない。

ICNIRPガイドライン（2009年3月）
・公衆のばく露限度値 400mT（ミリテスラ）

（但し、埋め込み型医療機器への間接的影響に関してはガイドラインは考慮し
ていない。）

28

静磁界ばく露の健康影響



＜静磁界＞ ※山梨実験線における実測値
・車内 最大 約 1.3mT程度
・ホーム 最大 約 0.8mT程度
・沿線 最大 約 0.2mT程度

＜対向列車すれ違いによる変動磁界＞
・相対速度によっても周波数が異なりますが、座

席等の車内測定最大値は、ICNIRPガイドライン
値より小さい測定結果となります。

〔出所〕国土交通省

29

超電導リニアからの磁界の強さ

DDコイル：入射磁界の最大値 7.1 μT

スパイラルコイル：入射磁界の最大値 0.48μT

基本制限
11.5V/m

85kHz
ワイヤレス充電器、
7.7kW送電時

85kHzの磁界の参考レベルは27μT

7.7kW送電時に近くに立ってもガイド
ラインを十分に満たしている

30

電気自動車用ワイヤレス充電装置の例



事前質問

⑩その他

• 某研究所HPにあるCMC(カーボンマイク
ロコイル）という炭素繊維を添加したペ
ンダントで携帯電話などの電磁波を防ぐ
ようですが本当にそんなもので可能で
しょうか？

個々の製品についてコメントする立場では
ありませんのでメーカーにご相談下さい。

31

事前質問

⑪その他

• 携帯電話等の電磁波で、人体に影響があ
ると主張される人に対し、電磁波を遮断
する方法はあるのでしょうか？

• 日頃の生活で、どう避けたら良いので
しょうか？

• 高周波の電磁界を防ぐ方法等を教えてほ
しいです。

• 電磁波を浴びた体から少しでも減らせる
方法はありますか？

32



電磁波シールドカーテン電磁波低減チップ

効果は・・・

33

電磁波防護グッズ

WHOファクトシート集
№205「超低周波（ELF）」

防護対策
公衆：一般の公衆が特定の防護対策を講じる必要はありません

（ファクトシート集 24ページ）

WHOファクトシート集
№226「レーダと人の健康」

近年、RF電磁界の遮蔽特性があるとする衣服や物品が、妊婦など一般市民の中
で「敏感な」人々向けに消費者市場に出現しています。この類の製品を使用す
ることは必要ありませんし、やめさせるのがよいでしょう。それらは有効なRF
電磁界遮蔽効果を示しませんし、またこのような用具の必要性はありません
（ファクトシート集 31ページ）

34

電磁波防護



時計付ラジオなどベッド脇に置く電気機器の位置
を変える。
子供のベッドを寝室内の磁界の低い所へ移動する。
就寝前に電気毛布のスイッチを切る。
携帯電話で長話をする人は、イヤホン－マイクロ
ホン付きヘッドセット（ハンズフリー用具）を使
用し、携帯電話機を身体から離しておくこともで
きるでしょう。

これらの行動を、国の組織が公衆衛生的理由で推
奨することはありませんが、自分のリスク認知に
依って個人的に行うことは適切と考えられます。

35

電磁波ばく露の低減対策例
WHOファクトシート集 5５ページ中段

事前質問

36

機内モードは携帯電話のネットワークとの通信を停止する機能です。
WiFiやBluetoothも停止しますが、これらは機内モードでも設定に
よって使用可能です。
基地局に電波が届かない機内では、端末が基地局を探すために比較的
強い電波を出します。このため、飛行機の電子機器に干渉を与える事
が懸念されます。また、バッテリーも消耗します。このために、機内
では機内モードを義務づけています。
機内モードで端末からの電波は停止しますので、人体へのばく露もな
くなります。なお、人体防護の観点からは、最大の電波を出しても防
護指針の範囲内であることが電波法によって義務づけられています。

• スマートフォンの機内モードによる電磁
界の軽減効果は？

⑫その他



事前質問

• 磁気(電磁)による人体の脳神経又身体細部に渡る血
流への影響について知りたいです。(日常生活中、
地場による一時的な倦怠感と喪失。約60分間後平
常となります。)

• 引越してきてから約1年6ヶ月が過ぎています。団
地の1階ですが、すぐ北側に大きな木、電柱、壁に
配電版が付いています。家の北東壁あたりが磁石が
5度程狂います。引越し後半年後より体調が悪く、
肩こり、下痢症状が続いています。関連があれば教
えて下さい。

• 皮膚過敏症に悩まされています。（事前質問①再掲）

37

⑬その他

電磁過敏症とは
（ＥＨＳ：Electromagnetic Hypersensitivity）

WHO ファクトシート集 No.296
37-40ページ 38



医学的には説明できない多様な非特異的症状。悩ま
されている人々は、その原因を電磁界へのばく露と
信じている。

症状の種類もその深刻度も人によって異なる。また、
原因と考える電磁界発生源の種類も多様である。

最も一般的な症状は、皮膚への症状（発赤、チクチ
ク感、灼熱感）、神経衰弱性および自律神経性の症
状（倦怠感、めまい、どうき）など。

有症率、報告される症状には地域的ばらつきもある。

39

電磁過敏症とは何か？
WHOファクトシート集 ３７ページ中段

EHSに明確な診断基準はない。また、EHSと電磁界ばく

露を結び付けるような科学的根拠は存在しない 。

• EHSの人々は、EHSでない人々よりも、電磁界ばく露

をより正確に感知できることを示す証拠はない。

• 二重ブラインド法による研究において、症状が電磁界

ばく露と関連しないことが示されている。

• 電磁界とは無関係の環境因子（屋内空気質、騒音、照

明のちらつき等）、あるいは電磁界の健康影響を恐れ

る結果としてのストレス反応などを原因として示唆す

る研究もある。

40

EHSに関する研究の結論
WHOファクトシート集 ３8ページ



影響を受ける人々に対する処置は、その人の症状

および臨床像に焦点をあてるべきであり、職場や

家庭の電磁界の低減または除去の要望など、その

人の認知上の要求に焦点をあてるのはよくない。

医師と患者との間に効果的な関係を確立し、患者

が状況克服の方策を立てる手助けを行い、職場復

帰および通常の社会生活を目指して患者を励ます

ことを治療の目標とするのが望ましい。

41

臨床医に向けた推奨
WHOファクトシート集 ３8ページ下段

政府は、

EHSの人々、医療専門家、雇用主に対して、

電磁界の健康影響の可能性に関する情報を

バランスよく、適切に提供するのが望ましい。

そのような情報には、EHSと電磁界ばく露との

結びつきに関する科学的根拠は現在、存在しない

という明確な声明を含めることが望ましい。

42

臨床医に向けた推奨
WHOファクトシート集 ３9ページ上段



事前質問
⑭その他

• 現在日本の家屋内での電磁波の健康被害に
ついてはあまり問題にされていないように
思われますが、なぜですか。アース付きコ
ンセントが少ない点。三本足の差し込みで
ない点。電源接続のパソコンにアースがな
い点。スウェーデン基準からほど遠い点。
携帯電話を耳にあてて長電話する点。

43

アースは漏洩電流と関係しますが、電磁波とは直接関係し
ません。漏洩電流は電気用品安全法で規制されています。
携帯電話の使用に関しては、端末が防護指針を満たすよう
規制されており、長時間利用しても、それによって健康被
害を与えることはないとされています。

事前質問

⑮その他

• 特別高圧送電線の下に住んでいます。22
万V、200A(仮)、高さ20ｍとした場合
の電界、磁界の強度はどの程度でしょう
か？

44



200μTの磁界とは

• 500Aの電流が流れている1本の電線から
50cmの距離の磁界が200μT

500A

• 往復電流が流れていると、互いに逆向きの磁界が生じ
て打ち消しあうので、磁界の大きさは小さくなる

45

200μT

50cm 500A⇒200A・・・ 2/5倍
50cm⇒ 20m・・・ 1/40倍

200μTｘ2/(5x40)=2μT

46

http://www.jeic-emf.jp/explanation/1003.html



事前質問

⑯その他

• ヘルストロンなど電位治療器が体質の改
善に役立つことが知られています。送電
線の直下などでは、同じような効果が得
られるといった研究報告がありましたら
教えてください。

47

事前質問

⑰その他

• 国道421号線の市辺町（東近江市）辺り
を走っていると新北陸幹線だか東海幹線
の下でラジオに強いノイズが入るのです
が、特殊な電磁波が重量されてるのです
か？ノイズはまずいと思いますが。

48



49
総務省情報通信審議会第41回電波利用環境委員会資料より

放送や通信への妨害波については国際無線障害特別委員会
（CISPR）が限度値を定めており、総務省が電波法の下で規制

50

3kHz～10MHzの磁界の防護指針値は21A/m=146dBμA/m

10000分の1＝66dB

100万分の1＝26dB

中波放送の周波数

妨害波の許容値は人体防護の指針値より遙かに厳しい

総務省情報通信審議会第111回情報通信技術分科会資料に加筆



事前質問

⑱その他

• 電磁界を簡易に測るには？

51

電磁界情報センターでは、低周波磁界測定器
の無料貸出し（送料のみ申込者負担）を

しております。

事前質問

⑲その他

• 電磁界の健康影響について、具体的(詳細)
相談先は「ネットで調べる以外」でどこ
ですか？

52

パンフレット電磁界と健康の13～14ページ
に問い合わせ先を記載しております。



ご静聴、ありがとう

ございました。

53



事前質問
同様の質問を多数の方から頂いてい

る場合、質問を集約しています。また、
分かり易さの点などから、原文を修正
しました。回答内容は、牛山・大久保
の考えに基づいて紹介しております。
なお、質問以外の記載事項（所感、意
見など）については、割愛しておりま
す。

1

【水戸】

事前質問

①変電所・電力線などからの電磁波

2

• 高圧送電線の下での影響はあるのでしょう
か？

• 変電所の周辺地域への影響はありますか？

• 部屋のコンセントからも出ていると本に書
いてありましたが本当でしょうか？

講演1の中で説明しました。

WHOファクトシート集 関連ページ
「超低周波電磁界へのばく露」47～50ページ



事前質問

②家電製品（調理）

3

• IH調理器、電子レンジからどの程度離れれば影響あり
ませんか？

• IH調理器、電子レンジ、また、オール電化住居は人体
へ影響はありますか？

• オール電化でIHヒーター、電子レンジを使用していま
すが、人体に対して健康面でどのような影響があるの
でしょうか？また、電磁波を防止する方法はあります
か？

• 電子レンジの正しい使用方法を教えてほしいです。

講演2の中で説明しました。

WHOファクトシート集 関連ページ
「中間周波（IF)」56～59ページ
「電子レンジ」60～62ページ

事前質問

③携帯電話基地局・携帯電話

4

• 携帯電話基地局からの周辺地域への影響はどの程度です
か？

• 携帯電話から発生する電磁波の健康影響はどの程度です
か？

• スマートフォンから発生する電磁波は、子供に対して悪影
響はありますか？

• 携帯電話の正しい使用方法を教えてほしいです。

• 外国では携帯電話の所持年齢制限を設けている国がありま
すが、制限の無い日本では健康影響等、問題はないので
しょうか？

講演2の中で説明しました。

WHOファクトシート集 関連ページ
「携帯電話」1～3ページ

「基地局および無線技術」44～46ページ



事前質問

④電磁波の健康影響一般

5

• 送電線からの電磁波（商用周波）と５Gの
電磁波（高周波）はどちらが健康に良くな
いのでしょうか？

• 年齢差、男女差等で症状の違いはあります
か？

• 複数の電磁波発生源が同一箇所にある環境
では、子供の体に対して、どのような悪影
響を及ぼすのでしょうか？

短期的なばく露影響

（日常生活を遥かに超えた非常に強いばく露）

刺激作用（低周波領域 100kHzまで）
磁気閃光、神経刺激

熱作用（高周波領域 100kHz以上）
全身では深部体温上昇、局所では白内障

健康影響が分かっているばく露
（科学的に確立されている影響）

6



磁気閃光
白内障

深部体温

50倍厳しく管理

1000μT

200μT

20μT以下

7

健康影響がはっきりしないばく露
（科学的に未確立な影響）

長期的なばく露影響

（日常生活で遭遇するばく露）

低周波領域 では小児白血病？

高周波領域 では脳腫瘍？

8



小児白血病に関連する証拠は因
果関係（※電磁界が原因）と見
なせるほど強いものではない。
（WHOファクトシート集 48ページ中段）

その他の健康影響全てについて、
科学的証拠は小児白血病よりも
はるかに弱い。（同48ページ最下段）

疫学で示す0.4μTを磁界のばく
露基準とするのは合理的ではな
い。（環境保健クライテリア 238）

WHOの見解 ファクトシート322

低周波領域 では小児白血病？

9

WHOの見解 ファクトシート322

磁界とばく露と「白血病以外の小児がん、成人
のがん、うつ病、自殺、心臓血管系疾患、生殖
機能障害、発育異常、免疫学的修飾、神経行動
学的影響、神経変性疾患などです。WHO のタ
スクグループは、これらの健康影響全てについ
て、ELF 磁界ばく露との関連性を支持する科学
的証拠は小児白血病に関する証拠よりはるかに
弱いと結論しました。いくつか例を挙げれば、
（すなわち心臓血管系疾患や乳がんに関する）
証拠から、ELF 磁界はこれらの疾患を引き起こ
さないことが示されています。」

(WHOファクトシート集 P48 最下段) 
10



WHO国際電磁界プロジェクトのホームページ

11

http://www.jeic-emf.jp/note_WHO_JAPANESE.html

電磁界情報センターのHPから、WHO国際電磁界
プロジェクトのHPの和訳文を閲覧できます。

12



電磁界情報センターのHPから、WHO国際電磁界
プロジェクトのHPの和訳文を閲覧できます。

http://www.jeic-emf.jp/note_WHO_JAPANESE.html
13

WHOは近年実施した科学論文の詳細なレビューに基
づき、現在の証拠からは低レベル電磁界ばく露により
健康への影響があることは確認出来ないと結論しまし
た。ただし生物学的作用に関する知識にはなお欠落部
分があり、さらに研究する必要があります。

http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/
14



事前質問

⑤鉄道

15

• リニアモーターの電磁界の健康影響が知り
たいです。

WHOファクトシート No.299
「静的な電界および磁界」 2006年3月

静磁界
・静磁界の急性影響は、人の動きや身体内部での

血流や心拍といった、磁界環境内での運動の際

にのみに生じると思われる。
2T（テスラ）以上の環境で働く人は、目眩、吐き気、
金属質の味覚、閃光を感じることがある。

・慢性影響は、質の良い研究がないので、健康影響
があるかどうか決定できない。

ICNIRPガイドライン（2009年3月）
・公衆のばく露限度値 400mT（ミリテスラ）

（但し、埋め込み型医療機器への間接的影響に関してはガイドラインは考慮し
ていない。）

16

静磁界ばく露の健康影響



＜静磁界＞ ※山梨実験線における実測値
・車内 最大 約 1.3mT程度
・ホーム 最大 約 0.8mT程度
・沿線 最大 約 0.2mT程度

＜対向列車すれ違いによる変動磁界＞
・相対速度によっても周波数が異なりますが、座

席等の車内測定最大値は、ICNIRPガイドライン
値より小さい測定結果となります。

〔出所〕国土交通省

17

超電導リニアからの磁界の強さ

事前質問

⑥自動車

18

• 電気自動車あるいはハイブリッド車に乗車
した時の運転席・助手席・後部座席への影
響はどの程度でしょうか？



電磁界情報センターでは、屋内試験施設を
用いて、走行速度40km/h一定での電気自動
車、ハイブリッド自動車、ガソリン車３種類
の車内の磁界を測定しました。車内の磁界は
ICNIRPが定めるガイドラインの一般公衆に対
する参考レベルより低い値となっています。

19

自動車から発生する電磁波

〔平成25年電気学会全国大会『定速走行時の自動車内における磁界の測定』〕

560mm

200mm200mm

200mm

2
0
0
m
m2
0
0
m

m

4
0
0
m
m

①
②

③

④

⑤
⑥ 測定協力：一般財団法人 日本自動車研究所

測定状況

電気自動車・ハイブリッド車・ガソリン車

運転席・助手席・後部座席（運転席側）

40km/h一定走行

屋内試験装置を使用

測定条件

20

自動車から発生する磁界



電気自動車 最大磁界

測定位置
頭 部 腰 部 脚 部

右側 左側 右側 左側 右側 左側

運転席 ０．１７ ０．１８ ０．３１ ０．２６ １．３３ ０．６５

助手席 ０．１８ ０．２０ ０．２２ ０．２６ ０．５６ １．０９

後部座席 ０．０５ ０．０４ ０．１４ ０．１４ ０．１９ ０．１７

※ 赤囲みは各座席の最大磁界位置
※ 最大磁界の周波数は６Hz ［μT］

前方後方

21

0.17μT

後
部
座
席

運
転
席

助
手
席

0.19μT

1.09μT

0.56μT

0.65μT

1.33μT

自動車から発生する磁界の大きさ

〔平成25年電気学会全国大会『定速走行時の自動車内における磁界の測定』〕

各車種の最大磁界

電気自動車 ハイブリッド車 ガソリン車

１．３３ １．３３ ４．２０

［μT］

22

・３車種の間では著しい差は見られず、またICNIRP
ガイドラインの磁界参考レベルより低い値でした。

・また、電気自動車、ハイブリッド車は複数のピーク
周波数を持ちますが、これらの値の磁界参考レベル
に対する割合を加算した値も限度値より十分に低い
値でした。

自動車から発生する磁界の大きさ



事前質問

⑦МRＩ

23

• MRIは人間の体にどのような影響を及ぼす
のでしょうか？また、強さによって影響の
違いがあるのでしょうか？

оMRI（磁気共鳴画像法）

・検査時に患者及びオペレータが浴びる静磁界の強さ

0.2～3Ｔ（テスラ）

〔出所〕世界保健機関（WHO） ファクトシート№299「静電界及び静磁界」

・国際的なガイドライン（ICNIRP）の制限値

〔職業的ばく露〕
頭部及び躯体部 2T
四肢 8T

〔公衆のばく露〕
身体の任意の部分 400mT

→ガイドラインの制限値を越えるケースがあるが、
医療行為という受益がある。

ＭＲＩから発生する電磁波の健康影響

24



事前質問

⑧医療機器・製品

25

• エレキバンを体に長時間貼る場合、悪影響
はありますか？

• 健康に良い電子治療機と電磁波は周波数等、
何が異なるのか知りたいです。

個々の機器や製品についてコメントする立場で
はありませんのでメーカーご相談下さい。
安全性に不安がある場合には、独立行政法人医
薬品医療機器総合機構のホームページをご確認
下さい。 https://www.pmda.go.jp

事前質問

⑨その他

26

• 某研究所が発刊している注文雑誌の電磁波
防止製品の効果はあるのでしょうか？

個々の製品についてコメントする立場ではあ
りませんのでメーカーにご相談下さい。



事前質問

⑩その他

27

• どうすれば電磁波を低減させることができ
るのか教えてほしいです。

• ばく露から簡単に身を守る方法はあります
か？

電磁波シールドカーテン電磁波低減チップ

効果は・・・

28

電磁波防護グッズ



WHOファクトシート集
№205「超低周波（ELF）」

防護対策
公衆：一般の公衆が特定の防護対策を講じる必要はありません

（ファクトシート集 24ページ）

WHOファクトシート集
№226「レーダと人の健康」

近年、RF電磁界の遮蔽特性があるとする衣服や物品が、妊婦など一般市民の中
で「敏感な」人々向けに消費者市場に出現しています。この類の製品を使用す
ることは必要ありませんし、やめさせるのがよいでしょう。それらは有効なRF
電磁界遮蔽効果を示しませんし、またこのような用具の必要性はありません
（ファクトシート集 31ページ）

29

電磁波防護

時計付ラジオなどベッド脇に置く電気機器の位置
を変える。
子供のベッドを寝室内の磁界の低い所へ移動する。
就寝前に電気毛布のスイッチを切る。
携帯電話で長話をする人は、イヤホン－マイクロ
ホン付きヘッドセット（ハンズフリー用具）を使
用し、携帯電話機を身体から離しておくこともで
きるでしょう。

これらの行動を、国の組織が公衆衛生的理由で推
奨することはありませんが、自分のリスク認知に
依って個人的に行うことは適切と考えられます。

30

電磁波ばく露の低減対策例
WHOファクトシート集 5５ページ中段



事前質問

⑪その他

31

• 給湯器の音が嫌な音に感じるときがありま
す。電磁波の影響でしょうか？

低周波音

音≠電磁波

・音は、空気の微小な圧力変動

考えられる音の発生源

・周波数20Hz以下の超低周波音
※環境省発行の冊子｢よくわかる低周波音｣参照

https://www.env.go.jp/air/teishuha/yokuwakaru/index.html

32
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事前質問

⑫その他

34

• 簡易に測定できる（出来れば携帯可能な）
磁界測定器はあるでしょうか。

電磁界情報センターでは、低周波磁界測定器
の無料貸出し（送料のみ申込者負担）をして

おります。



ご静聴、ありがとう

ございました。
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事前質問
同様の質問を多数の方から頂いてい

る場合、質問を集約しています。また、
分かり易さの点などから、原文を修正
しました。回答内容は、多氣・大久保
の考えに基づいて紹介しております。
なお、質問以外の記載事項（所感、意
見など）については、割愛しておりま
す。

1

【佐賀】

事前質問

①講演会開催

2

• 何故今、このような講演会を開催するので
すか？

• 何故今、50Hz／60Hz？何か問題が発生
したのですか？



事前質問

②変電所・電力線などからの電磁波

3

• 自宅隣の電柱に2200Vトランスが2基付いています。2階で
寝ているので人体への影響がないか心配です。

• 変圧器の下に住んでいる人、近くにいる人に影響はあります
か？

• 人体への影響がある、ない、と各機関から様々な見解が出てい
ますが、地上の電力設備に関しては、低周波の電磁界であり、
通行人や周辺の住民に対する影響はないと考えて良いのでしょ
うか？

• 千代田町は高圧電線が多くあります。散歩する時など毎日電線
の下を通過しますが、人体に及ぼす影響はないのでしょうか？

講演1の中で説明しました。

WHOファクトシート集 関連ページ
「超低周波電磁界へのばく露」47～50ページ

事前質問

③電磁波の健康影響一般

4

• 電気毛布のスイッチを切った場合でも、体へ
の影響はありますか？

• 今、取り組まれている内容を詳しく話してほ
しい。

• 日常での電磁波の人への影響について知りた
い。

講演1・2の中で説明しました。

WHOファクトシート集 関連ページ
「無線周波電磁界の健康影響」11～14ページ
「超低周波電磁界へのばく露」47～50ページ



事前質問

④規制・ガイドライン

5

• 各国で、電磁波の取り決めが違うと感じま
すが、日本は規定等を設けているのでしょ
うか？また、諸外国と比べてどういう状況
ですか？

講演1の中で説明しました。

電磁界と健康パンフレット 11ページに掲載

事前質問

⑤家電製品（調理）

6

• 調理器具の電磁波について知りたい。

• 電子レンジ、IH調理器具は体に影響があります
か？また、予防策は？

• 電子レンジ利用中は離れた方がいいですか？

• 電子レンジ調理をします。体に影響ないですか？

講演2の中で説明しました。

WHOファクトシート集 関連ページ
「中間周波（IF)」56～59ページ
「電子レンジ」60～62ページ



事前質問

⑥家電製品（その他）

7

• ＴＶ他、家電製品使用にあたって、留意す
る事を教えて欲しい。

身のまわりの磁界の強さ
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国際的ガイドライン値（ICNIRP：50Hz・60Hzでは200μT)

μT

※出展：電力設備は「電磁界と健康（令和元年度版）（経済産業省）」
家電製品は平成27～29年度電磁界情報センターによる測定結果

8



事前質問

⑦携帯電話・携帯電話基地局

9

• 通信規格5Gが適用となりますが、各端末は微弱では有るもののこの
帯域の特徴である直進性、反射しやすい等から中継、パイロット局
を増やす必要があります。文献では人体に与える影響は小さいとは
述べてありますが、具体的な数値での解説を教えて欲しいです。

• スマートフォンの電磁波について知りたい。

• 携帯は耳には触れない方が良いと聞いたことがありますが、本当で
しょうか？

• ２才、３才の孫がスマートフォンの動画を見たがって大騒ぎするこ
とがあります。横で見ているとまばたきもほとんどせず見いってい
ます。体への影響が心配です。年齢による電磁波の影響と現代生活
においてどのような対策をとったらいいのか知りたいです。

講演2の中で説明しました。

WHOファクトシート集 関連ページ
「携帯電話」1～3ページ

「基地局および無線技術」44～46ページ

10

電波ばく露影響についての
子供と大人の比較



小児と成人の頭部内SARの比較（端末近傍）

11

比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）と
は、生体が電磁界に さらされることによって単位
質量の組織に単位時間に吸収されるエネルギー量。

米国食品医薬品局（厚労省に相当, FCC）が主催した、国際共同研究。

SAMファントム、成人男性モデル、小児モデルでの頭部SAR値について比較

日本を含む14の研究機関でそれぞれ解析を行ない、解析結果を統計的に評価

小児の頭部SARは成人のものより小さい

名工大 Wang教授

小児と成人の全身平均SARの比較（一様平面波ばく露）

12

1歳児 5歳児 10歳児

身長 [cm] 76 109 138

体重 [kg] 10 18.8 31.9

小児モデルの全身平均ＳＡＲは成人モデルの全身平均ＳＡＲに対して
40-60%程度大きい
国際的ガイドラインの参考値でのばく露を想定すると20％程度（以前
は40％程度）基本制限値を超える



国際非電離放射線防護委員会ICNIRPの声明
（2009年）

13

これまでの研究から、身長1.3m程度の小児の全身平均SARが成人よりも
40%程度大きくなる可能性が示されている。
しかしながら、この超過分は小児を含む一般公衆に適用されている低減係
数５０（5000%）に比べると、無視できる程度のものである。

1998年のICNIRPガイドライン発行以来、新たに発表された科学的知見
からは電波防護指針値を直ちに改定する必要を示す証拠は見出されていな
い。

最新の研究では20％

⑧太陽光発電システム

事前質問

• 太陽光ソーラーパネルを屋根に設置してい
ます。健康上問題はありませんか？

• 屋根上のソーラーパネルから電磁波が出て
いるのでしょうか？屋根の下に住んでる住
人に影響はありますか？

14



太陽光発電システムの磁界発生源

どこから磁界は発生してる？

太陽光モジュール パワーコンディショナ

直流電流 交流電流

商用周波磁界
(50/60Hz)

直流磁界
(0Hz)

15

出典：平成23年電気学会基礎・材料・共通部門大会
「太陽光発電ｼｽﾃﾑから発生する静磁界及び商用周波数磁界」

電 流 [A]

磁
界
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T]
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２０

１５

１０

５

０ １ ２ ３

モジュール
からの距離

０．００ｍ

０．０５ｍ

０．１０ｍ

０．２０ｍ

直流磁界の測定結果 例１：電流値による変化

太陽光モジュールからの磁界
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直流磁界の測定結果 例２：距離による変化
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パワーコンディショナからの磁界

距 離 [m]

磁
界
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T

]

交流磁界の測定結果 例：距離による変化

家庭用より大容量の業務用装置にて測定
出典：平成23年電気学会基礎・材料・共通部門大会
「太陽光発電ｼｽﾃﾑから発生する静磁界及び商用周波数磁界」 18



ICNIRPガイドライン値との比較①

太陽光モジュールの直流磁界

機種
タイプ

太陽光モジュール
地磁気
(参考)

ガイドライン値
測定値

想定値
（最大出力電流時）

測定値
出力
電流

最大値
(0.2m)

最大
出力
電流

最大値
(0.2m)

最大値
(0.0m)

A 3.33A 8.33μT 4.67A 11.1μT 37.2μT
40μT
～

50μT

400mT
(=400,000μT)B 1.73A 1.31μT 3.05A 1.7μT 31.0μT

C 0.30A 1.89μT 0.70A 4.4μT 5.0μT

出典：平成23年電気学会基礎・材料・共通部門大会
「太陽光発電ｼｽﾃﾑから発生する静磁界及び商用周波数磁界」 19

ICNIRPガイドライン値との比較②

機種
タイ
プ

パワーコンディショナ

電化製品
(参考)

ガイドラ
イン値

測定値

電流
最大値
(0.2m)

最大値
(0.0m)

A
16.1～
21.3A

4.04μT 61.9μT
ﾍｱｰﾄﾞﾗｲﾔ(10cm)

：1.6μT
掃除機（30cm）

：3.2μT
洗濯機（30cm）

：1.2μT

200μTB
22.0～
25.0A

7.50μT 17.1μT

C
47.9～
258.8A

18.75μT 60.6μT

家庭用より大容量の業務用装置にて測定
出典：平成23年電気学会基礎・材料・共通部門大会
「太陽光発電ｼｽﾃﾑから発生する静磁界及び商用周波数磁界」

パワーコンディショナの交流磁界

20



太陽光発電システムからの電磁波

• 直流側（太陽電池パネル）
– 直流電流による磁界

– スイッチングによる伝導妨
害波と放射妨害波

• 交流側（屋内の電源系統）
– 交流電流による商用周波磁界

– スイッチングによる高調波の
伝導妨害波と放射妨害波

21

太陽光発電システムからの電磁波

年）において、

直流側および交流側それぞれの伝導妨害波と放射
妨害波は、放送の受信障害、アマチュア無線への妨
害などの恐れがあります。無線放送・通信に対する
妨害波に関する限度値を審議する、国際無線障害特
別委員会は、CISPR11第6版（2015年）において、
太陽光発電システムからの妨害波の限度値の一部と
測定法を規定しました。

なお、これらの妨害波は、高感度の放送受信機や
通信機器にとっては無視できませんが、その出力は
人体防護のガイドラインに比べると、きわめて小さ
く、人に影響を及ぼすことはありません。

22



⑨風力発電

事前質問

• 風力発電の電磁波の影響について知りたい。

23

風力発電

一般的に磁界は距離が離れると減少しますので、

風力発電から発生する電磁界を測定した記録は
ありませんが、風力発電設備からは、主に発電機
部分と発電した電気を送るケーブルから磁界が発
生しています。

一般的に磁界は距離が離れると減少しますので、
数十メートル上空にある発電機からの磁界は地上
では小さくなっていると考えられます。また、
ケーブルについては、電気設備の技術基準にて、
一般の方が立ち入る範囲では200μT以下にする
よう規制されています。

24



⑩スマートメーター

事前質問

• スマートメーターから発生する電磁波の健
康被害への懸念もあり、米国では設置拒否
があると聞いていますが、日本での健康被
害の有無や設置状況、拒否の方法が知りた
い。

25

スマートメーターとは

通信機能を持たせた、次世代の電力量計。電気の使用量をリアルタイ
ムに把握でき、様々なサービス等への応用が期待されています。
【平成２５年６月閣議決定】２０２０年代早期に全世帯・全工場にスマートメーターを導入する。

【期待されるメリット例】

検針作業の効率化

新たなサービス提供

需給状況に応じた電気料金設定

警備や防災への活用

消費者自身が利用状況を把握

省エネ・コスト削減

リモート接続・切断

26



カナダ保健省（Health Canada)

「あなたの健康：スマートメータ」2011

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/hl-
vs/alt_formats/pdf/iyh-vsv/prod/meters-compteurs-eng.pdf

• 調査の結果、スマートメーターはデータを短いバーストで

送信し、送信しない時はRFエネルギーを発しません。更に、

送信中のスマートメーターからのRFエネルギーの屋内及び

屋外での測定値は、カナダ保健省が制定した人体ばく露限

度値よりも遥かに低いことがわかりました。

• この証拠に基づき、カナダ保健省は、スマートメーターか

らのRFエネルギーへのばく露は公衆衛生上のリスクをもた

らさない、と結論付けています。RFエネルギーへのばく露

レベルはカナダの及び国際的な安全限度よりも大幅に低い

ことから、保健省は、スマートメーターからのRFばく露を

低減する、念のための対策（precautionary measures）は必要

ないと考えています。

27

オーストラリア放射線防護原子力安全庁（ARPANSA）の

「ファクトシート：スマートメータと健康」2015

https://www.arpansa.gov.au/understanding-radiation/radiation-
sources/more-radiation-sources/smart-meters

• スマートメーターの送信機の電力が比較的低いこと、その設

置場所が屋外であること、送信に費やす時間が非常に短いこ

とから、スマートメーターからの全体的なRFばく露は非常

に低く、複数のデバイスが同時に通信する場合であっても、

ARPANSAのRF基準の限度値よりも大幅に低いです。

• ARPANSAやWHOを含む世界中の保健当局は、スマート

メーターから生じるかも知れない健康影響に関する科学的証

拠を調べてきました。これまでの研究は、スマートメーター

からの低レベルのRFばく露からの確立された健康影響はな

いことを示しています。

28



オーストラリア放射線防護原子力安全庁（ARPANSA）の

「ファクトシート：スマートメータと健康」2015（続）

https://www.arpansa.gov.au/understanding-radiation/radiation-
sources/more-radiation-sources/smart-meters

• 一般的に「電磁過敏症」またはEHSと呼ばれる各種の体調

不良を主張する、スマートメーターからのRFばく露の潜在

的な健康影響についての逸話的な報告があります。

ARPANSA及びWHOは、EHSの何らかの症状がRFばく露

によるものであるということが、良好に実施された科学的調

査で確認されているとは認識していません。

• 結論：スマートメーターからの低レベルのRFばく露が、一

部の人々によって伝えられている体調不良の症状を含む何ら

かの健康影響を生じるという、確立された科学的証拠はあり

ません。

29

フランスの食品環境労働衛生安全局（ANSES）

「スマートメーターによる電磁界放射への人口集団のばく露の評価」

2016

https://www.anses.fr/fr/content/compteurs-communicants-
des-risques-sanitaires-peu-probables

現在導入されつつあるようなスマートメーターから

発せられる電磁波へのばく露が、短期的または長期

的な健康影響を生じることはなさそうです。但し、

これらの新技術の導入に関係する事業者は、その運

用方法について、明確でわかりやすい情報をユー

ザーに提供することが望まれます。
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英国の公衆衛生局（PHE）ガイダンス文書

「スマートメーター：電波と健康」2017

https://www.gov.uk/government/publications/smart-meters-
radio-waves-and-health

• これまでの証拠は、スマートメーターによって生じるRFばく露
は健康へのリスクをもたらさないことを示唆しています。

• 他の国々で実施されたスマートメーターを用いた評価では、ば
く露は国際的に合意されたガイドラインよりも低いことが示さ
れています。

• PHEは大規模な研究プログラムを実施し、このデバイスからの
ばく露を評価しました。最初の結果は査読誌
Bioelectromagneticsに掲載されています。これは、英国で入
手可能なスマートメーターを、制御された実験室条件下での通
常の運用中に評価したものです。

• その結果、スマートメーターからのRFばく露は、ICNIRPが策定
したガイドラインよりも十分に低いという、PHEの従来のアド
バイスが確認されました。また、スマートメーターによって生
じるRFばく露は、携帯電話やWi-Fi機器等の他の日常的なデバ
イスからのものよりも低いでしょう、と結論付けられました。

• PHEは、RFばく露はスマートメーターを拒否する根拠を提示す
るものではない、と考えています。

31

IEEEの「人と放射線に関する委員会（COMAR）」

の「RFの安全性と事業用スマートメーターに関する

技術情報声明」２015

• スマートメーターからのRFばく露レベルは、米国及び主要な国際
的限度値よりも遥に低いです。そのようなばく露は一般的に、現
代の家庭で見られる多くのRF放射製品からのRFばく露のレベル
以下です。

• スマートメーターは、部分的にはそのRF放射についての健康懸念
のため、公的な論争を惹起してきました。スマートメーターを特
に扱った生体影響研究は極少数でした。但し、RFエネルギーの生
物学的影響に関する大量の科学的文献についての膨大な数の専門
家レビューでは、これまでのところ、国際的なばく露限度値以下
のRFばく露による健康への悪影響についての明確な証拠は見つ
かっていません。

Bushberg JT, Foster KR, Hatfield JB, Thansandote A, Tell RA (2015). IEEE Committee on 
Man and Radiation--COMAR technical information statement radiofrequency safety and 
utility Smart Meters. Health Phys 108(3):388-391. 
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現在の国内には、スマートメーターに関する規格等は存在しませんが、
平均電力が20mW以下の無線局の無線設備は、電波防護指針による局
所吸収の指針値（2W/kg以下）を理論的に満足しているため、規制の
対象とされていません。

【電波法施行規則】（抜粋）

（電波の強度に関する安全施設）

第21条の3 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度（電界強度、磁界強
度及び電力束密度をいう。以下同じ。）が別表第2号の3の2に定める値を越える場所（人が
通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。）に取扱者のほか容易に出入りする
ことができないように、施設をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局の無
線設備については、この限りではない。

1 平均電力が20mW以下の無線局の無線設備
2 移動する無線局の無線設備
3 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生
するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備

4 前3号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総
務大臣が別に告示する無線局の無線設備

2 前項の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する。

電波法施行規則（国内）

33

事前質問

⑪鉄道

34

• リニアモーターカーによる健康影響はどの
程度あると考えられますか？



WHOファクトシート No.299
「静的な電界および磁界」 2006年3月

静磁界
・静磁界の急性影響は、人の動きや身体内部での

血流や心拍といった、磁界環境内での運動の際

にのみに生じると思われる。
2T（テスラ）以上の環境で働く人は、目眩、吐き気、
金属質の味覚、閃光を感じることがある。

・慢性影響は、質の良い研究がないので、健康影響
があるかどうか決定できない。

ICNIRPガイドライン（2009年3月）
・公衆のばく露限度値 400mT（ミリテスラ）

（但し、埋め込み型医療機器への間接的影響に関してはガイドラインは考慮し
ていない。）

35

静磁界ばく露の健康影響

＜静磁界＞ ※山梨実験線における実測値
・車内 最大 約 1.3mT程度
・ホーム 最大 約 0.8mT程度
・沿線 最大 約 0.2mT程度

＜対向列車すれ違いによる変動磁界＞
・相対速度によっても周波数が異なりますが、座

席等の車内測定最大値は、ICNIRPガイドライン
値より小さい測定結果となります。

〔出所〕国土交通省

36

超電導リニアからの磁界の強さ



事前質問

⑫自動車

37

• これから、電気自動車が普及していくかと
思いますが、電磁波が心配です。電気自動
車から発生する電磁波による人体への影響
を教えて欲しいです。

電磁界情報センターでは、屋内試験施設を
用いて、走行速度40km/h一定での電気自動
車、ハイブリッド自動車、ガソリン車３種類
の車内の磁界を測定しました。車内の磁界は
ICNIRPが定めるガイドラインの一般公衆に対
する参考レベルより低い値となっています。

38

自動車から発生する電磁波



〔平成25年電気学会全国大会『定速走行時の自動車内における磁界の測定』〕
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①
②

③

④

⑤
⑥ 測定協力：一般財団法人 日本自動車研究所

測定状況

電気自動車・ハイブリッド車・ガソリン車

運転席・助手席・後部座席（運転席側）

40km/h一定走行

屋内試験装置を使用

測定条件
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自動車から発生する磁界

電気自動車 最大磁界

測定位置
頭 部 腰 部 脚 部

右側 左側 右側 左側 右側 左側

運転席 ０．１７ ０．１８ ０．３１ ０．２６ １．３３ ０．６５

助手席 ０．１８ ０．２０ ０．２２ ０．２６ ０．５６ １．０９

後部座席 ０．０５ ０．０４ ０．１４ ０．１４ ０．１９ ０．１７

※ 赤囲みは各座席の最大磁界位置
※ 最大磁界の周波数は６Hz ［μT］

前方後方
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0.17μT

後
部
座
席

運
転
席

助
手
席

0.19μT

1.09μT

0.56μT

0.65μT

1.33μT

自動車から発生する磁界の大きさ



〔平成25年電気学会全国大会『定速走行時の自動車内における磁界の測定』〕

各車種の最大磁界

電気自動車 ハイブリッド車 ガソリン車

１．３３ １．３３ ４．２０

［μT］
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・３車種の間では著しい差は見られず、またICNIRP
ガイドラインの磁界参考レベルより低い値でした。

・また、電気自動車、ハイブリッド車は複数のピーク
周波数を持ちますが、これらの値の磁界参考レベル
に対する割合を加算した値も限度値より十分に低い
値でした。

自動車から発生する磁界の大きさ

事前質問

⑬植込み式医療機器

42

• 埋め込み除細動器（ICD)に電磁波はどのよ
うな悪影響がありますか。また、どんなも
のを避けて生活をした方がいいでしょうか。



その他 電子・電気機器から発生する
電磁波の心臓疾患治療機器への影響

ペースメーカやICD（植込み型除細動器）は、電
子・電気機器から発生する電磁波の影響で誤動作を
起こす恐れがある。

・電子商品監視装置

・アマチュア無線機

・携帯電話

・ＩＨ調理器、ＩＨ炊飯器

・非接触ICカード使用

43

・植込み部位を、携帯電話から15cm以上離すこと

15cm

〔注意点〕携帯電話使用時、携行時

44



・植込み部位が、近づかないこと

〔注意点〕ＩＨ調理器、ＩＨ炊飯器使用時

45

• 体に流す電流の影響で、ペースメーカ、ICDに誤動
作が起こる場合がある。

46

〔注意点〕低周波治療器、体脂肪計は禁忌



・立ち止まらずにゲート間の中央を速やかに通過

・ゲートに寄りかからない

47

〔注意点〕電子商品監視装置通過時

• 小型無線機（アマチュア無線機、パーソナル無線
機及びトランシーバ（特定小電力無線局のものを
除く）等）は、使用しないこと。

48

〔注意点〕アマチュア無線機



12cm

49

〔注意点〕非接触ＩＣカード使用時

【ペースメーカー】

植込み部位を、読み取り機
から12cm以上離すこと

【ICD】

特別意識する必要はないが、
念のため、植込み部位を読
み取り機へ密着させないこ
と

・急速充電器は使用しないでください。

・操作する必要がある場合は他の方にお願いして
ください。

・設置している場所には、可能な限り近づかない
でください。なお不用意に近づいた場合には、
立ち止まらず速やかに離れてください。

（ICDでは影響が確認されておりません。）

50

〔注意点〕電気自動車の充電器



・ 一般社団法人日本不整脈デバイス工業会
http://www.jadia.or.jp/index.html

HOME>生活上の注意点

・総務省 電波利用ホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/index.htm

HOME> 電波利用に関する制度> 電波の安全性に関する調査及び評価技術

> 総務省における電波の安全性に関する研究

> 電波の植込み型医療機器器等への影響の調査研究

・電波環境協議会
http://www.emcc-info.net/index.html#top

HOME> 医用電気機器への電波の影響に関する情報
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参考：関連情報
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参考：関連冊子

31～42ページに掲載



• 不整脈デバイス工業会 http://www.jadia.or.jp/caution/indoor.html

53

参考：医療機器への影響

事前質問

⑭電磁過敏症

54

• 私は生活上、身の周りで使う電気製品(掃除
機、ドライヤー、テレビ等)に敏感に反応し、
気分が悪くなります。電子レンジは所有出
来ず、携帯電話の通話は短時間で済まし、
メールで用を足します。

• 家電製品（毛布、カーペット、レンジ等）
と身体との関係は？家電製品を使用した後、
いつも体調が重苦しいという友人がいます。



電磁過敏症とは
（ＥＨＳ：Electromagnetic Hypersensitivity）

WHO ファクトシート集 No.296
37-40ページ 55

医学的には説明できない多様な非特異的症状。悩ま
されている人々は、その原因を電磁界へのばく露と
信じている。

症状の種類もその深刻度も人によって異なる。また、
原因と考える電磁界発生源の種類も多様である。

最も一般的な症状は、皮膚への症状（発赤、チクチ
ク感、灼熱感）、神経衰弱性および自律神経性の症
状（倦怠感、めまい、どうき）など。

有症率、報告される症状には地域的ばらつきもある。

56

電磁過敏症とは何か？
WHOファクトシート集 ３７ページ中段



EHSに明確な診断基準はない。また、EHSと電磁界ばく

露を結び付けるような科学的根拠は存在しない 。

• EHSの人々は、EHSでない人々よりも、電磁界ばく露

をより正確に感知できることを示す証拠はない。

• 二重ブラインド法による研究において、症状が電磁界

ばく露と関連しないことが示されている。

• 電磁界とは無関係の環境因子（屋内空気質、騒音、照

明のちらつき等）、あるいは電磁界の健康影響を恐れ

る結果としてのストレス反応などを原因として示唆す

る研究もある。

57

EHSに関する研究の結論
WHOファクトシート集 ３8ページ

影響を受ける人々に対する処置は、その人の症状

および臨床像に焦点をあてるべきであり、職場や

家庭の電磁界の低減または除去の要望など、その

人の認知上の要求に焦点をあてるのはよくない。

医師と患者との間に効果的な関係を確立し、患者

が状況克服の方策を立てる手助けを行い、職場復

帰および通常の社会生活を目指して患者を励ます

ことを治療の目標とするのが望ましい。

58

臨床医に向けた推奨
WHOファクトシート集 ３8ページ下段



政府は、

EHSの人々、医療専門家、雇用主に対して、

電磁界の健康影響の可能性に関する情報を

バランスよく、適切に提供するのが望ましい。

そのような情報には、EHSと電磁界ばく露との

結びつきに関する科学的根拠は現在、存在しない

という明確な声明を含めることが望ましい。

59

臨床医に向けた推奨
WHOファクトシート集 ３9ページ上段

事前質問

⑮電波干渉

60

• 高周波によるAM・FMラジオの影響は？

• 電磁波障害に対する機器を教えてほしい。

• ビルや店舗(建物)の間を車で走るとラジオ
にザーザーと雑音が入りますが、電磁波の
影響でしょうか？

電子・電気機器からは、広い周波数範囲の電磁
波が発生しており、その影響でラジオ・テレビ
等の受信障害が発生することがあります。



61
総務省情報通信審議会第41回電波利用環境委員会資料より

放送や通信への妨害波については国際無線障害特別委員会
（CISPR）が限度値を定めており、総務省が電波法の下で規制

62

3kHz～10MHzの磁界の防護指針値は21A/m=146dBμA/m

10000分の1＝66dB

100万分の1＝26dB

中波放送の周波数

妨害波の許容値は人体防護の指針値より遙かに厳しい

総務省情報通信審議会第111回情報通信技術分科会資料に加筆



事前質問

⑯その他

63

• 今後の社会情勢の中、日常生活を送る上で、電磁界の影
響は避けられないように思います。その健康被害を低減
するための意識付けをどのように考え、その具体的な対
策について教えて欲しいです。

• 電磁波予防に対応する方法を具体的に説明してほしい。

• 電磁波をブロックする器具がありましたら、教えてくだ
さい。

• 電磁過敏症など、現代では電磁波による症状が心配され
ます。あまり神経質になるのもよくないですが、電磁波
の中で暮らす私たちにとって体や心に負担がかかるほど
の電磁波からは身を守りたいと思います。一般的な電磁
波カットのグッズは、どのくらいの効果があるのでしょ
うか？

電磁波シールドカーテン電磁波低減チップ

効果は・・・

64

電磁波防護グッズ



WHOファクトシート集
№205「超低周波（ELF）」

防護対策
公衆：一般の公衆が特定の防護対策を講じる必要はありません

（ファクトシート集 24ページ）

WHOファクトシート集
№226「レーダと人の健康」

近年、RF電磁界の遮蔽特性があるとする衣服や物品が、妊婦など一般市民の中
で「敏感な」人々向けに消費者市場に出現しています。この類の製品を使用す
ることは必要ありませんし、やめさせるのがよいでしょう。それらは有効なRF
電磁界遮蔽効果を示しませんし、またこのような用具の必要性はありません
（ファクトシート集 31ページ）

65

電磁波防護

時計付ラジオなどベッド脇に置く電気機器の位置
を変える。
子供のベッドを寝室内の磁界の低い所へ移動する。
就寝前に電気毛布のスイッチを切る。
携帯電話で長話をする人は、イヤホン－マイクロ
ホン付きヘッドセット（ハンズフリー用具）を使
用し、携帯電話機を身体から離しておくこともで
きるでしょう。

これらの行動を、国の組織が公衆衛生的理由で推
奨することはありませんが、自分のリスク認知に
依って個人的に行うことは適切と考えられます。

66

電磁波ばく露の低減対策例
WHOファクトシート集 5５ページ中段



事前質問

⑰その他

67

• 自宅にて静かな環境に居ると、ブンブン
ブーンと音が聞こえます。幅3m程の道を
挟んで高圧電流の電柱が有ります。何かが
影響しているのでしょうか？電磁界の影響
など考えられるのでしょうか？

低周波音

音≠電磁波

・音は、空気の微小な圧力変動

考えられる音の発生源

・周波数20Hz以下の超低周波音
※環境省発行の冊子｢よくわかる低周波音｣参照

https://www.env.go.jp/air/teishuha/yokuwakaru/index.html

68



69

事前質問

⑱その他

70

• 5Gが春に運用開始という情報があります
が、具体的な説明がなされておらず、詳細
が周知されていないと感じます。運用され
るとどうなるのか、海外の運用状況を知り
たいです。



この照会の委託事項は、5G技術とその応用に焦点を絞ったも
のでしたが、ARPANSAはこの機会に、5Gの安全性に関する
一般的な疑問についての事実に基づく情報を提供したいと思い
ます。（中略）現在の科学は、モバイル通信に用いられている
電波から健康影響が生じるという確立された証拠はない、とい
うことを示しています。これには、導入予定の5Gネットワー
クも含まれます。

副長官のGillian Hirth博士は、『私たちは、5Gからの潜在的な
健康インパクトについての一部の市民の懸念を認識しています。
5Gは安全で、健康上の懸念を生じないというのが、我々の評
価です』と述べています。

オーストラリア放射線防護・原子力安全庁（ARPANSA）
が5Gについての議会からの照会に回答 2019年11月25日

https://www.arpansa.gov.au/news/arpansa-contributes-5g-inquiry
71

我々は、現行の限度値を修正すべきかどうかについて一般から意
見を求めた照会通知を解消します。この通知に対して提出された
膨大な記録をレビューしたところ、現時点で現行の限度値を修正
することについての適切な根拠はないということがわかったため、
修正の提案を却下しました。我々は、『科学的証拠の重みは、携
帯電話と何らかの健康問題とを結び付けていません』という、消
費者向け製品の健康へのインパクトに関する専門機関である食品
医薬品局（FDA）の知見に留意します。現行の限度値を引き下げ
るべき、または引き上げるべきと主張する要請が一部にありまし
たが、我々は、現行の限度値は労働者及び一般公衆に対するRFば
く露の安全レベルに関する入手可能な最善の情報を反映している、
と確信しています。

米国連邦通信委員会（FCC）が現行の
RFばく露限度値の維持を提案 2019年12月4日

https://www.fcc.gov/document/fcc-maintains-current-rf-exposure-safety-standards
72



電磁界のヒトへの影響は、重要な研究の対象になってきました。
これには、第5世代（5G）移動通信及びその他のアプリケー
ションに利用・想定されている無線周波（RF）が含まれます。
国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）の一般公衆に対する
ガイドラインよりも低いレベルでは、健康影響は証明されてお
らず、5Gの利用による公衆衛生への影響はないと考えられて
います。

環境保護局はWHOの国際電磁界プロジェクトに貢献しており、
5G及びその他の技術からの電波が安全であることを担保する
ため、日常環境における電磁界レベルの監視を実施します。
WHOとの協力は、新たな科学的証拠が現れた場合、または、
仮に私たちの日常環境中の電磁界レベルに変化が見られた場合
にも、我々の助言が依然として最新であることを担保するため、
査読済みの科学文献を監視する助けになります。

アイルランド環境保護局が5G
に関するウェブサイトを開設 2019年12月5日

http://www.epa.ie/radiation/emf/whatisemf/rf/newrftechnologies-5g/
73

事前質問

⑲その他

74

• 腰痛になり、整形外科での治療法として電
気治療を受けています。周囲にはたくさん
機械があり不安です。

個々の機器についてコメントする立場ではありま
せんので、安全性に不安がある場合には、独立行
政法人医薬品医療機器総合機構のホームページを
ご確認下さい。

https://www.pmda.go.jp/0006.html



事前質問

⑳その他

75

• 電磁波と放射線の人体への影響の違いにつ
いて知りたい。

講演2の中で説明しました。

予稿集 63ページ下段

事前質問

㉑その他

76

• マイクロ波応用機器からの放射電磁波によ
る影響を知りたい。

講演終了後に前列までお越しください。

ご質問内容を確認させていただきます。



ご静聴、ありがとう

ございました。
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