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はじめに

2011 年 5 月 31 日，WHO 所属の IARC（国際がん研究機関）が携帯電話と脳

を指摘する報告書をまとめ，そのことをマスメディアが一斉に報じた。これ

中間報告が出され，その文面の解釈からわが国のマスメディアが因果関係が

道をしたのが問題になっていた。いまや携帯電話は全世界で 50 億台が使わ

では世界に先駆けて周波数の高い第 4 世代の機種が増えつつある。この機会

線周波数電磁波の健康影響について，いままでの動きを追い論点を整理して

ここで論じる電磁波は非電離放射線といわれるもので，福島原発事故で注

った電離放射線より周波数の低い部類に属する。非電離放射線のうち周波数

超低周波（ELF）といわれ，高圧送電線や各種電化製品から発せられる。私

「めざして」にも数回投稿したが，WHO が「居住環境の ELF レベル 0.4μT（

で小児白血病のリスクが 2 倍になる」ことを認め，2001 年に IARC が発が

ループ 2B」と分類した。

しかし高周波，特にマイクロ波とよばれる携帯電話通信に使われる電磁波

はまだ結論が出ないとして，継続審議にしていた。

WHO に先行する“バイオイニシアティブ報告書”

この WHO の評価よりさらに積極的に対策まで進めようとする専門家集団が

ティブ・ワーキンググループ”であるが，欧米各国の 14 名の学者などから構
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年に公表された“バイオイニシアティブ報告書”（http://www.bioinitiative.org/index.

htm）では，ELF の環境基準は 0.1μT とすることを推奨している。さらにこの報告書では，携

帯電話基地局からの高周波暴露に対しても 0.1μW（マイクロワット）とすることをこの時点

ですでに勧告していた。

世界的大規模調査“インターフォン研究”

WHO は 1996 年から「環境健康基準（EHC）」の作成に取り掛かっていたが，そのためには携

帯電話使用と脳腫瘍との関係を確認することが課題となり，2000 年から大規模なインターフ

ォン研究（インター＝世界的，フォン＝携帯電話）を開始することになった。これには，オー

ストラリア，カナダ，デンマーク，フィンランド，フランス，ドイツ，イスラエル，イタリア，

日本，ニュージーランド，ノルウエー，スウェーデン，英国の 13 か国が参加し，米国は参加

しなかった。調査対象患者を 5,000 人規模とする大規模疫学研究である。

それ以前，1997 年にスウェーデンからレナート・ハーデル博士の報告が出され，「携帯電話

の 10年以上の使用により，神経膠腫のリスクが 2.7 倍，聴神経腫瘍のリスクが 2.9 倍高まる」

「使用する側の脳腫瘍が多い」「アナログ，デジタル，コードレスのいずれも関連する」など

の結果を出していた。ハーデル博士のグループはその後も疫学調査を重ね，二十数件以上の報

告を出している 1）。

昨年の“インターフォン報告”で混乱が

2010 年 5 月に IARC がインターフォン研究の論文の 1 つを発表すると，その内容が複雑なた

めメディアの報道に混乱が見られた。世界で大半のメディアが「脳腫瘍に関連あり」と報道し

たのに対して，「要領を得ない」「関連なし」という報道もあり，日本でも共同通信が関連なし

と報じた。この論文は神経膠腫 2,708 人，髄膜腫 2,409 人を対象とする研究結果で，聴神経腫

瘍と耳下腺腫瘍については調査を継続するとされた。

論文内容の問題点として荻野晃也博士（注 1）は，被ばく対象者に高齢者が多く感受性の高

い若年者が少ない，コードレス使用者や低頻度の携帯電話使用者を対照群としている（→対照

群のデータが高くなり変化率が縮小する），被ばく群を 10ランクに分けたため各グループのサ

ンプル数が少なくなり，そのため誤差が大きくなって結果が見えにくい，ことなどを指摘され

ている。筆者自らも論文の中で参加率の偏り，手法上の限界を指摘している。特に対象者に今

日ほど頻回に携帯電話を使用する群が含まれていなかったことが問題であり，IARC の責任者

Christopher Wild 博士も，最近の使用パターンを踏まえたさらなる調査が必要としている。

それでも，1,640 時間以上（＝1 日に 30 分以上）の携帯電話使用者の神経膠腫が 40％，髄

膜腫が 15％増加し，特に 10 年以上だとその確率がさらに強まること，携帯電話使用と同じ側

の頭部で神経腫瘍が多いことなどが報告された。この結論は上述のハーデル 1）の主張を支持

している。このような内容がわが国で「携帯使用と脳腫瘍は関係ない」と報道されたのは，極

めて不可解である。インターフォン研究への参加国の 1つであるわが国の研究は対象者が少な

く，2000 年から 4 年間の研究で「影響なし」という結果を 2006 年に発表している。調査規模
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が，総人口がわが国の 1/35 しかないニュージーランドと同じ最下位だというから，対象者を

少なくすることで影響を見えにくくするという意図が感じられる。

一方，わが国でも東京女子医大の山口直人のグループは，2000～2006 年の聴神経腫瘍患者

を対象に調査し，携帯電話の 5 年間，1 日 20 分以上の通話により，同じ側の耳へのリスクが

3.08 倍高まると発表している 2）。ただし他のバイアスが 2 種あり，それでも携帯電話による

影響の可能性もあるとしており，この微妙な結論には研究資金の出た総務省への遠慮がちの姿

勢が感じとれる。

IARC 無線周波数電磁波を発がん性グループ 2B に分類

そして冒頭に述べたように今年の 5月 31 日に IARC が報告書をまとめ，新たな見解を発表し

た。すなわち，携帯電話に使われる無線周波数電磁波は神経膠腫のリスクを増加させるとして，

上述の ELF と同じ“グループ 2B”に分類したのである。よく知られるように IARC は発がん性

について 5 つのレベルに分け，2B は「発がん性の可能性のある」という第 3 レベルのグルー

プである。ただし今回の報道は速報のみで，本レポートは 7月の Lancet Oncology 誌に発表さ

れる予定である。

しかし多くの研究は成人を中心とした調査であり，外的因子による影響を受けやすい成長期

の子どもを対象とした研究はほとんどなく，現在，東京女子医大の佐藤康仁助教らのグループ

が対象者 1万人を目標とした調査を行っている。子どもは頭がい骨が小さくて薄く電磁波に曝

される量が多くなるので，より注意深い観察が必要である。

さらに米国カリフォルニア大学の研究チームは，妊娠中，あるいは出産後に携帯電話を使用

した母親の子どもには行動障害が見られる確率が高いという調査結果を，医学誌に発表してい

る 3）。

携帯電話を使うなら予防原則に基づく方策を

今回の WHO あるいは IARC の発表をどう考え，どう対処していくかは多種多様であろう。こ

の携帯電話マイクロ波の問題は，上記で指摘された使用者側の問題と，基地局から発せられる

環境中電磁波による健康被害の問題とに区別される。後者については，電磁波過敏症の人たち

も含めさまざまな健康障害が訴えられていて，九州地方を中心に各種の訴訟が起こされている。

近隣に基地局ができたため，発症し，転居を余儀なくさせられた実際の体験例も多く報告され

ているが，このレポートでは長くなるのでそれには言及しない。

使用者側の対策として，米国ピッツバーグ大学のがん研究所とオーストリア・ウイーン医師

会とが，それぞれ 2008 年と 2007 年とに，予防手段としての 10 か条を発表している。その主

要な項目をここに列記する。

①緊急時以外は子どもに携帯電話を使わせない。

②自動車，バス，列車などで移動中は最大出力の電波を出すので，通話しない。同乗者にも

被害が及ぶことに留意。

③使用しない時に体に密着させて持ち歩かない。やむを得ず持ち歩く時は，操作キーのある



新しい薬学をめざして 40, 103-106 (2011).

- 106 -

方を体に向けると影響が弱くなる。睡眠時は枕元から離す。

④通話は数分以内とする。コードレス電話も同様。

⑤通話する耳は左右均等に。

⑥通話がつながる瞬間に強い電磁波が出るので，電話をかける時は相手が電話に出てから耳

にあてるようにする。

⑦体から離して使えるメールを活用する方がよい。

⑧携帯電話でゲームをしない。

⑨機種は SAR 値（注 2）の小さいものを選ぶ。

⑩無線ネットワーク，ローカルネットワーク，Wi-Fi，UMTS は高レベルの電磁波を発するこ

とに注意。

おわりに

稿を終えるにあたって，上述したように子どもへの健康影響や携帯基地局問題，それにイン

ターフォン本報告の詳細などについては今回触れなかったので，機会をあらためて投稿したい。

注 1 荻野晃也博士は原子核物理学，原子核工学など専門 。「電磁波環境研究所」を主宰し，

電磁波問題の第一人者。原発訴訟や携帯基地局訴訟で住民の側に立つ学者証人として活動中。

注 2 SAR 値はエネルギー吸収比のことで，身体組織がどれだけのエネルギーを熱量として

吸収したかを示す単位。W/kg で表示する。
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