
（『週刊朝日』2011年6月24日号） 

それでも携帯電話を手放せないひとたちに贈る 電磁波の危険はこうやって減らせ!! 

ＷＨＯが発ガンリスクの上昇を警告 

１０年以上にわたって毎日３０分ほど携帯電話で通話している人は、耳の神経や脳のがんになるリスクが高まる、 

との見解を世界保健機構（ＷＨＯ）が発表した。 

日本の携帯電話会社は「わが社の携帯電話は安全です」と胸を張るのだが、果たして本当なのか―― 

 携帯電話の加入台数は、国内で1億2千万台を超えている。通話やメール、インターネット機能はむろん、カメラやスケ

ジュール管理、現金や定期券代わりと多用な機能を併せ持っており、入浴時に服は脱いでも携帯電話は離さないという人も

いるほどだ。もはや、自身の分身といってもいいだろう。 

 その携帯電話が発する電磁波に、発がんの可能性が認められたというのだから穏やかではない。 

 WHOの国際がん研究機関（IARC）の発表によれば、5段階ある発がん性評価のカテゴリーの中で、上から3番目の「発

がん性の可能性がある」というグループ2Bに該当するというのだ＝表。 

 IARC研究グループの疫学調査では、10年以上にわたって携帯電話で毎日30分以上話をしている人（累積通話時間が1640

時間以上）は、携帯電話を全く使わない人と比べて、脳のがんである神経膠腫になるリスクが 1.4 倍高まった。通話すると

きに電話をあてる側頭部に限ると、1.96倍も高くなったという。 

 ただし、同じ 2B にはガソリンエンジンの排ガスやコーヒー、漬物も入っているので、心配しすぎることはないのかもし

れない。専門家の多くも、研究の詳細な結果が明らかになるまでは冷静に見守るべきだという立場だ。 

 IARC研究グループのメンバーでもあった首都大学東京の多氣昌生教授が解説する。 

「IARCの研究は00～03年に神経膠腫と診断された患者が対象です。彼らが携帯電話を使っていたのは1990年代で、日本

でいえば第1世代のアナログ携帯や、第2世代であるmovaなどが主流だった時代です。いまはスマートフォンを含む第3

世代が主流ですが、技術の進歩とともに機器が放出する電磁波は第 1 世代の 10 分の 1 以下になっている。当時のデータを

引き合いに危険性ばかりあおるのは適切ではありません」 

 通信サービスを監督する立場の総務省や、携帯電話業界も携帯電話の「安全性」を主張する。総務省電磁環境課の担当者

は、同省の研究では人体に悪影響が出るという結果は出ていないと話す。 

 「携帯電話が発する電磁波の強さの許容範囲は、国が定める電波防護指針で定められています。指針では、頭部に浴びる

電磁波の強さは、浴びた部位の重さ1キロあたり1秒間に2ワット以下であればいいとされていて、携帯電話はその基準を

満たしている。人体に影響が出るのは基準の 50 倍にあたる 100 ワット以上とされていますので、携帯は子どもも含めて安

心だと考えています」 

 NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイルの携帯大手 3 社も自信たっぷりに胸を張り、「いずれの携帯電話も、発する

電磁波は国の基準値を下回っています」と異口同音に語る。 

 だが、以前から携帯が発する電磁波の危険性を指摘してきた専門家は少なくない。 

 電磁波が生き物に及ぼす影響を研究している東北大学の本堂毅准教授は、総務省や携帯電話会社が安全だと説明する「根

拠」は成り立たない、と指摘する。 



 「国の電波防護指針は国際基準に準じて定められています。ですが、これは電磁波が熱射病などを引き起こす急性の影響

に対する安全値です。ゆっくりと細胞を傷つけてがんを引き起こす慢性の影響とは別の話なのです。違う基準をひっぱって

きて、『安全だ』と主張するのは、無理があるのではないでしょうか」 

 本堂准教授によれば、携帯が発する電磁波が生き物に悪影響を与える、と結論づけた研究論文は世界各国にある。 

 米国・ワシントン大学のヘンリー・ライ教授は、90 年代から遺伝子への悪影響を指摘しているし、09 年にも、スウェー

デンのルンド大学のサルフォード教授は、ラットに携帯電磁波を2時間浴びせたところ、脳神経の防御機能が損なわれたと

いう研究結果を発表している。 

 「携帯の電磁波は遺伝子を傷つけます。遺伝子が傷ついた細胞が次第に増殖し、がんに結びつく可能性を考えざるを得な

い」（本堂准教授） 

欧州で広がる子ども守る機運 

 特に気をつけなければいけないのは、子どもだ。 

 英国政府から研究を依頼されたタイサイド大学のスチュワート教授らは00年に、子どもの頭蓋骨は大人に比べ薄いため、

電磁波が透過しやすく危険性が高まる可能性があると指摘した。 

 こうした研究を受けて、欧州の各国では子どもを守ろうという機運が強まっている。 

 英国では、16歳以下の子どもは携帯電話の使用を 小限にするように政府が呼びかけているし、フランスでは、児童や学

生が幼稚園や小、中、高、大学構内で携帯を使うことや、14歳以下の子ども向けに広告やマーケティングをすることを禁じ

ている。 

 とはいえ、これだけ携帯電話が広がっているなかで突然、「危険だから使うな」と言われても困ってしまう。携帯を手放さ

ずに、リスクを減らす方法はないものだろうか。 

 財団法人電気安全環境研究所が設けた「電磁界情報センター」の大久保千代次所長は、「IARCの評価は、健康に影響する

と短絡的に判断するレベルではないと私は考えますが、不安な人は携帯を頭から離すことを心がけ、個人レベルで防護する

といいでしょう」として、次のような予防策を勧める。 

（１）通話時は、ハンズフリーのイヤホンマイクを使う。 

（２）できる限り長電話せずにメールを使う。 

（３）電磁波を遮断する金属で囲まれたエレベーター内や、携帯電話の画面に表示されたアンテナバーが 0～1 本の場所は

避け、電波環境のよい場所で使用する。通信状況が悪い場所では、より強い電磁波が放出されるためだ。 

（４）同様に携帯電話が「電波状態が悪い」と認識して、逆に強い電磁波を出してしまうので、携帯電話に貼るような電磁

波を遮断するグッズは使わない。 

（５）子どもはなるべく使わない。 

 IARCは6月中に、詳しい分析リポートを学術誌に公表する予定だ。それを読み、携帯電話との付き合い方を考え直して

みるのもいいのではないか。                                  本誌・永井貴子 

 

（『週刊新潮』2011年6月16日号） 



電話中は脳を料理中という怖い話！ WHO警告の「携帯電波」で発がんは本当か 

５月末、ＷＨＯは携帯電話の長期間使用が“がんを引き起こす可能性”を初めて認めた。証拠は限定的とは言うものの“携

帯電話使用は、脳を料理しているようなもの”と警告する研究者も。もはや、何十キロ何百キロ離れた原発の放射能を心配

している場合じゃないのである。 

 世界保健機関（WHO）傘下の国際がん研究機関（IARC）が「携帯電話の電磁波が、（コーヒーやクロロフォルムと同程

度に）がん発症の原因となる可能性がある」と発表したのは、5月31日のことだった。日本の新聞やテレビなどでも大きく

報じられたから、これまで「携帯電話は安全だ」と信じて疑わなかった人たちにとっては衝撃だったに違いない。しかし、

欧米を中心に携帯電磁波の健康影響問題を長く取材してきた私からすれば、WHOの決断はいささか遅きに失したと思う。 

 というのも、IARCは昨年5月、携帯電話使用と脳腫瘍の関連を調査するために世界13カ国で実施した「インターフォ

ン国際症例対象研究（インターフォン研究）」の 終報告書を発表したが、そこではまるで逆の見解が語られていたからだ。 

 「累積使用時間が1640時間以上（1日30分で10年以上）の使用者の神経膠腫（脳腫瘍の一種）の発症リスクが、非使

用者の 1.4 倍」というデータは示したものの、報告書は「統計的なバイアスや誤差などがあり、全体としては携帯電話使用

と脳腫瘍の関連はみられなかった」と結論づけた。それを受けて、日本のメディアは＜携帯電話使用と発がん性の関連性確

認できず、WHO が大規模調査＞と報道。業界団体である電波産業会も＜これまでと同様に、携帯電話の電波によって健康

影響が生じることはなく、安心して携帯電話をご利用いただけます＞と宣言して、携帯電話の「安全性」は揺るぎないもの

に見えた。 

 だが、インターフォン研究の複数の調査結果には、1640 時間以上の使用者の神経膠腫リスクが通常の1.82倍に上るとい

う更に高い数字を示すデータも含まれていた。ところが IARCはなぜかこれを本論文に含めず、付録として「国際疫学ジャ

ーナル」誌に掲載したのである。 

 日本ではほとんど報じられなかったが、実は、欧米では早くから携帯電磁波の「健康への影響」が指摘されてきた。 

電子レンジで応用されているように、マイクロ波にモノを"加熱"する作用があるのは以前から知られており、人体が一定の

強さ以上の電磁波に触れないように国際的な基準が設けられている。しかし、 近多くの研究者や医師が懸念しているのは、

マイクロ波による"非熱作用"がもたらす健康影響である。 

 たとえばアメリカでは、著名人の脳腫瘍と携帯電話との関連が注目されてきた。09年8月に亡くなったエドワード・ケネ

ディ上院議員は携帯のヘビーユーザーだったことから、メディアは＜ケネディ議員の脳腫瘍は携帯電話が原因か＞（「サンフ

ランシスコ・イグザミナー」紙09年8月26日付）といった見出しでその死を報じた。 

 ＜ケネディ議員の死に哀悼を捧げる意味でも、私たちはこの問題についてオープンな議論を行なうべきである。（中略）近

い将来、似たようなケースをたくさん目にすることになるかもしれないのだから＞（同）  

"クッキング・ザ・ブレイン" 

 O・J・シンプソン裁判で無罪を勝ち取った高名な弁護士ジョニー・コクランが05年に脳腫瘍で亡くなった時、主治医の

キース・ブラック医師がその原因として疑ったのも携帯電話だった。コクラン弁護士も、携帯電話が普及し始めた頃から携

帯を使い始め、毎日数時間以上話すヘビーユーザーだった。この"疑惑"は、CNNの人気番組『ラリー・キング・ライブ』で

も2回に亘って取り上げられ、全米の話題になった。ロサンゼルスのシダース・サイナイ病院で脳外科部長を務めるブラッ



ク医師はこの 25 年間、数えきれないほどの脳腫瘍患者を診てきたが、携帯電話との関連を疑われるケースは決して少なく

ないという。そして彼は取材した私にこう言い切った。 

 「電子レンジと同じマイクロ波を発する携帯電話を頭に押し当てるのは、基本的に"脳を料理する（クッキング・ザ・ブレ

イン）"のと同じことなのです。だから、通話する時はイヤホンマイクやスピーカーフォンなどを使って、電磁波を防護すべ

きです」 

 07年12月、イスラエルのテルアビブ大学公衆衛生学部の研究チームは、「携帯電話を頻繁にかつ長時間使用するヘビーユ

ーザーの耳下腺腫瘍の発症リスクが、約 1.5 倍になった」と発表した。唾液の分泌をつかさどる耳下腺はちょうど携帯電話

を押し当てる部分で、電磁波を多く浴びる部位だ。この調査を率いたシーガル・サデツキー博士は当時の取材に、「携帯電話

が人体に無害だと言い切れる時期は過ぎました」と答えた。私がWHOの対応は遅すぎると感じたのは、数年前からこうし

た発言を繰り返し聞いていたからだ。 

 08年9月にはスウェーデンのオレブロ大学病院のレナート・ハーデル博士が、「10年以上の長期使用者の神経膠腫のリス

クが 2.7 倍、聴神経腫が 2.9 倍になった」との調査結果を発表し、世界の関係者に衝撃を与えた。聴神経腫は良性腫瘍では

あるが、悪化すると聴力を失うケースもある怖い病気である。 

 ハーデル博士の調査ではまた、「20歳前に携帯電話を使い始めた人の神経膠腫の発症リスクは5.2倍、聴神経腫は5倍に

なった」という結果も示された。大人に較べて「子供は電磁波に弱い」とは、海外では15年ぐらい前から言われてきたこ

とだ。頭蓋骨や皮膚が大人より薄いため電磁波を吸収しやすく、また脳神経も発達過程にあるため、発がん性物質の影響を

受けやすいのだ。さらに、08年には東北大学の物理学者らが、携帯電話のマイクロ波がエレベータ内などの閉じた環境で反

射し、場合によっては1000倍ほどに増幅される可能性を論文で示している。福島原発事故以来、我が子の放射線被害を過

剰に心配する親は後を絶たない。だが、本当に子供の未来を思うなら、より身近な携帯電磁波を心配するべきではないか？ 

冷戦下の"秘密兵器" 

 こうしたマイクロ波の非熱作用についてはまだ解明されていない部分が多いが、その健康被害については、すでに多くの"

実例"が報告されている。 

 マイクロ波は携帯電話や電子レンジだけでなく、軍事用レーダーにも使われており、第2次大戦中、米軍爆撃機に装備さ

れた高感度レーダーは、ナチスドイツ軍との戦いで大活躍した。しかし、その後、米軍のレーダー操作員の間で白内障、白

血病、脳腫瘍などの健康被害が続出して、問題になっている。 

 また、冷戦中、旧ソ連によるアメリカへの"秘密攻撃"にマイクロ波が使われたという話もある。70年代に在モスクワ米国

大使館の職員の多くが目の障害や脳腫瘍などの健康被害を訴えたが、これがソ連側の仕業だったことが、後でわかった。ソ

連はその 10 年以上前から米国大使館近くに３本のアンテナを設置し、マイクロ波を照射し続けたというのだ。ところが、

この電磁波の強さがアメリカの国内基準値以下だったため、アメリカ政府はソ連に抗議できなかった、という笑うに笑えな

いオチまでついている。まるで映画のような話だが、これは微弱なマイクロ波でも長期間にわたって曝露すると、健康被害

を受ける可能性があることを示している。 

 こうした経緯を踏まえて、イギリス政府は05年1月、「16歳以下の子供の緊急時以外の子供の携帯使用を控え、10歳以

下の子供の使用を禁止すべき」という勧告を出した。現在では、他にフランス、ドイツ、フィンランド、イスラエルなどが



子供の携帯使用を制限・禁止する勧告を出している。 

 また、08年7月には、全米屈指の研究機関であるピッツバーグ大学がん研究所が、約3000人の職員に、携帯電話の使用

をできるだけ控えるよう、異例の勧告を行った。その２ヵ月後には、連邦議会下院で初めて携帯電話の健康影響に関する公

聴会が開かれている。 

 にもかかわらず、WHO がインターフォン研究の結果に基づき、いち早く携帯電磁波のリスクについて「警告」すること

ができなかったのは、なぜなのか？ 

 カナダで電磁波の健康影響問題を長年研究しているトレント大学環境資源学部のマグダ・ハバス准教授は、こう推測する。 

「おそらく研究グループのなかで、調査結果をすべて発表すべきという人と、一部だけにすべきという人の間で激しい議論

があったのではないか。ただ、その場合でも、多数派と少数派の意見を一緒に発表するのが普通です。しかし、インターフ

ォン研究は少数派の意見を"付録"に追いやった。これでは、携帯電話の脳腫瘍リスクを意図的に小さく見せようとしたと思

われても仕方ないでしょう」 

 今回、WHO が新たな見解を出した背景には、作業グループの研究者たちの力関係が変わったこともあるのではないかと

推察される。つまり、携帯電磁波に「健康影響がある」とする研究者の数（力）が、「健康影響はない」と主張する研究者の

それを上回ったということだ。 

 私は、携帯電磁波の取材を続けるなかで、なぜ研究者の間でこんなにも主張が異なるのか、ずっと訝しんできた。その結

果、わかったことがある。 

 一つは「健康影響はない」とする人の多くは、主に 10 年以下の短期使用者を対象にした調査をもとにしているのに対し

て、「健康影響がある」とする研究者の多くは長期使用者、ヘビーユーザーなどを多く含む調査をもとにしていることが多い、

ということ。脳腫瘍などは発症までの期間が10年から20年ぐらいと長いため、短期使用者の調査では、あまり変化がみら

れない可能性があるのだ。 

 もう一つは、「研究資金」がどこから出ているかによって、その調査結果が変わり得る、ということだ。  

研究資金の出所 

 ワシントン大学のヘンリー・ライ博士は06年、「携帯電磁波の健康影響に関する調査結果と資金提供の関係」に関する報

告書を発表した。それによると、携帯電話業界から資金提供を受けた調査では、「携帯電話使用と健康影響の関連はみられな

かった」としたものが71.9％で、「関連がみられた」（28.1％）としたものを大きく上回った。ところが業界から資金提供を

受けない調査では、「関連がみられた」が67％、「みられなかった」が33％と、なんと、その割合が逆転するのだ。 

 実際、ライ博士は 95 年に、「ラットの脳細胞にマイクロ波を照射すると、脳腫瘍で見られるように、遺伝子を構成する

DNA が傷つけられる」という内容の論文を発表したところ、研究資金を打ち切られ、携帯電磁波の健康への影響の研究か

ら電磁波の医学的応用など他の研究にシフトせざるを得なくなったという。ライ博士は、携帯電磁波の研究が一筋縄ではい

かないことを、身をもって思い知らされたのである。 

 「携帯電話と脳腫瘍 懸念すべき 15 の理由」という報告書を発表した米国人研究者ロイド・モーガン氏も、業界から多

額の資金提供を受けた研究調査では、健康影響を示すデータを過小評価したり、"統計的に有意性がない"などと 終的な結

論から省くことは「あり得る」と指摘している。 



 実は、インターフォン研究の資金も総額 1920 万ユーロ（約 22 億円）の約 29％が携帯電話関連業界から提供されたこと

がわかっている。モーガン氏はこう懸念する。 

 「IARC は第三者機関への寄付を間接的に受け取った、と説明しています。しかし、業界から直接受け取らなくても、研

究者たちはどこからお金が出たのかは知っている。お金を出した人たちを困らせるようなことはできるだけ避けたいと考え

ても不思議ではない」 

 私は、インターフォン研究の統括責任者にメールで取材を申し込んだが、それに対する返事はなかった。 

日本ではこれまで携帯電磁波の健康影響に関する議論や報道があまり行われてこなかったため、「携帯電話は安全だ」と無条

件に信じている人が多いように思う。しかし、携帯電話の安全性が未だに証明されていないということは、きちんと認識す

べきだろう。 

 アメリカで、FDA（食品医薬品局）により携帯電話の販売が認可されたのは 84 年。医薬品や医療関連機器などを認可す

る FDA は、通常、開発したメーカーに臨床試験などを義務づけ、もし有害性が認められれば不認可となる。ところが、携

帯電話に関してはこのプロセスがまったく行われなかった。巨大な影響力を持つ携帯業界が、「携帯電話は電子レンジとほぼ

同じ周波数帯のマイクロ波を使っているが、電子レンジよりはるかに少量の熱量しか発していない。だから人体組織が加熱

されることはなく、健康への影響は心配ない」とFDAを説得したからだと言われている。 

 しかし、電磁波が外部へ漏れない電子レンジと異なり、携帯電話は頭に押し当てたり、体の近くに持ったりしているため、

利用者は常に電磁波に晒されていることになる。これまで人類が開発した家電製品のなかで、携帯電話は特異な存在なので

ある。 

 だから今回、WHO が遅ればせながらも「発がんの可能性」を示したことには、大きな意味がある。イヤホンマイクを使

うなどの安全対策については、拙著『携帯電磁波の人体影響』（集英社新書）を参照していただきたいが、これが日本人の携

帯電話のリスクに対する意識を高めるきっかけになることを期待したい。          ジャーナリスト 矢部武 

 

（『宝島』2010年3月号） 

鼻血、めまい、不眠症…住人に次々と異変が！ マンション屋上に立つ「携帯基地局」に気をつけろ！ 

マンションの屋上に携帯電話の基地局アンテナを設置することが急速に進んでいる。 

しかし、一部のマンションでは住民の体に異変が起こる事例が報告され、撤去を求めた裁判も起きている。 

一体何が起きているのか。 

鼻の奥の動脈が切れていた 

 宮崎地裁延岡支部に昨年12月16日、ある民事訴訟が提起された。原告は宮崎県延岡市の住民30人で、被告は近所のマ

ンション屋上に携帯電話基地局を設置した電話会社。基地局の操業中止を求めている。 

 原告らが住む町内に基地局が設置されたのは、2006年秋のこと。直後から近隣住民らが頭痛や耳鳴りを訴え始めた。市や

住民らの調査によれば、大半の症状が基地局の設置後に起きていた。これまでに約 4000 人もの署名を集めて基地局の撤去

を求めてきたが、電話会社側が応じず、やむなく引っ越していった住民もいたという。 

 訴訟にかかわる関係者が言う。 



 「これまでに携帯基地局の撤去を求めた裁判はいくつもあったが、実際に健康被害が起きていて、データなどを示して立

証を試みる裁判は全国でも初めてだと思います」 

 だが、訴訟にはならなくとも、携帯基地局をめぐる"壮絶な異変"は実際に起きている。 

 沖縄県那覇市のとある高台にそびえ立つ10階建てマンション。 上階には40代の内科医がその妻と4人の子どもと暮ら

していた。 

 このマンションでは00年に周波数800MHzの基地局が、08年春に２GHzの基地局が設置された。そして08年春以降、

家族に次々と「異変」が起きた。 

 中学生だった長女は鼻血を出し始め、朝になると枕や布団が赤く濡れた。止まらなくなって耳鼻科へ駆け込むと、鼻の奥

の動脈が切れていた。内科医の父親によると、よくある鼻血は静脈からの出血で、動脈からの出血は「特殊な要因」によっ

て起こる。わずか１週間後にも反対側の鼻から出血し、やはり動脈からだった。 

 次女は「耳が押されている感じ」と訴えて耳鼻科に通ったが、何も判明しない。やたら眠くなり、ピアノのレッスン中に

も先生の前で弾きながら寝ることもあった。 

 三女もにわかに鼻血を出し始め、不思議とリビングのソファに座るたびポツポツ垂れた。末っ子の長男はたまにめまいを

覚え、この時期に不整脈の診断も受けたという。 

 父親は頭痛と不眠に悩み始め、寝酒を増やしても明け方まで眠れない夜が続いた。元看護師の母親も頭痛やめまい、耳鳴

りを覚え、ろれつも回らなくなり、何よりも精神的に不安定な状況に陥った。  

電磁波と健康の因果関係はいまだ不明 

 異変はペットのヨークシャテリアにも起きた。吐血と下血を繰り返し、2.3 キロあった体重が 1.6 キロに落ちた。点滴を

受けると回復したが、自宅に戻るとまた血を吐いた。 

 母親が携帯基地局を疑い始めたのは、半年後のこと。総務省や携帯電話会社に相談するも「電磁波が基準内なら問題ない」

と言われるのみ。だが、家族でウィークリーマンションへと避難した。すると１週間ほどで目覚しく体調が回復した。娘た

ちの鼻血が止まり、長男の不整脈も治まった。両親の症状もほとんどが現れなくなったという。 

両親はマンション理事会で自らの体験を訴え、理事会は住民への説明会を開いた。すると、他の住民にも体調の異変が起き

ていることが判明した。 

 内科医の夫婦がマンション住民を対象に聞き取り調査したところ、マンション46世帯のうち41世帯の回答を得た。回答

では、41世帯中21世帯で家族の体調に何らかの異変が起きていた。頭痛やめまい、耳鳴り、関節痛のほか、鼻血の頻発や

視力の低下も複数の住民の間で共通していた。ただし、住民はみな体調の変化を「更年期障害」などだと受け止め、電磁波

との関係を疑っていなかったという。 

 内科医の父親は、こう話している。 

 「私自身の症状も含め、原因不明の体調変化がこれだけ多く確認できれば、単なる個々人の特異体質では説明できない。

多くの症状が２GHzのアンテナ設置を境に起きたことから、証明するのは難しいが、基地局に何か原因があったことは否定

できないのではないか」 

 このマンションでは幸い、携帯電話会社が理事会の要望に応じて基地局を撤去した。だが、契約期間が終わらなければ撤



去に応じてもらえないケースも多い。基地局の撤去を求める訴訟は主に地方で起きているが、都会だと隣人同士のコミュニ

ケーションが少なくて問題が顕在化しない可能性もある。 

 無論、こうした事態が起きていることを知らない人も多い。東京都内のマンションの 上階に住む住人はこう嘆いている。 

 「ウチのマンションの理事会で 近、携帯電話基地局を設置しようという議案が出ている。月に１万数千円の賃貸料を得

られるのがメリットだけど、一戸当たりでせいぜい数百円の計算。 上階の私は絶対に嫌だけど、みんな危機意識がなくて

設置の流れを止められそうにない」 

 電磁波と健康との関係は、いまだハッキリしないのが実態だろう。つまりは設置して操業してみるまで何が起こるか分か

らない。商業施設への設置はまだしも、住宅マンションへの設置は自らの家族を実験台にし、さらに将来の資産価値に影響

を及ぼす可能性もあることを念頭に、慎重に検討されるべきだろう。  

全国で起こっている「携帯基地局」訴訟 

 頭痛、耳鳴り、めまい…、基地局の周辺でこうした体調不良を住民が訴えているのは宮崎県や沖縄県だけではない。 

実は北は北海道から、南は沖縄まで全国各地で体調不良が発生し、携帯基地局との因果関係が疑われている。 

2007年、兵庫県・川西市では鉄塔に据えられた携帯基地局の周辺住民が次々に体調不良を訴え、提訴。大阪簡裁の公害調停

で、携帯基地局の撤去が決まった事例がある。 

 ただし、この事例は鉄塔が据えられた土地の所有者が土地の貸し出しの打ち切りを決めただけで、裁判所が電磁波の健康

被害を認めたわけではない（撤去後に体調不良の訴えはなくなった）。 

 2000年代以降、福岡、熊本、大分、鹿児島の住民が次々に携帯電話会社相手に訴訟を起こしているが、いまだ、裁判所は

電磁波と健康被害に因果関係は見当たらないと判断している。（ 近の事例では 09 年２月には大分地裁で訴えを棄却。09

年９月の久留米基地局差し止め訴訟では、福岡高裁で控訴棄却）。 

 唯一、住民側に有利な判決が出たのは北海道・札幌市のマンションの事例だが、判決理由は「アンテナの設置でマンショ

ンの外観が変わる。設置工事を進めるのは住人全員の合意が必要」というものだった。      取材・文／藤田知也 

 

（『月刊現代』2008年10月号） 

長期使用者が増えた今、「人体に無害」といいきれれる時期は終わった 携帯電話で腫瘍ができる 

世界各国で衝撃データが続々と発表され、英、仏、露、イスラエルでは 

子供の使用に禁止・制限を勧告――水俣病被害拡大の愚を繰り返してはならない 

 携帯電話の電磁波による腫瘍リスクはこれまでも一部では指摘されていたが、発症までの潜伏期間が長いためか、問題視

されることはなかった。しかし、世界中で携帯の10年以上の長期使用者が増えた今、状況は変わった。欧州などで 近、「長

期使用すると腫瘍リスクが高まる」との調査結果が発表され、米国では「携帯によって脳腫瘍になった」とする訴訟が相次

いでいるのだ。 

 筆者が取材した携帯電話と腫瘍の関係を調べているイスラエルの疫学者は、「携帯電話が人体に無害だと言い切れる時期は

過ぎた。害を及ぼす可能性があるのです」と話した。このままでは日本でも近い将来、腫瘍患者が急増する可能性がある。

携帯電話の"そこにある危険"を追った。 



 2008年5月末、米CNNテレビは携帯が発する電磁波の危険性について触れ、「携帯使用と脳腫瘍の関連を示す研究と、

そうでない研究があり、誰に聞くかによって結論が違ってくる」と報じた。それから「問題はこうした調査の内容が十分と

いえるのか、対象は子供たちなのか、使用期間が長い人間なのかなどです」と指摘し、聴神経腫患者のMRI画像を示した。

耳の奥に腫瘍ができ、赤く変色していたが、いつも携帯を押しあてているところだけに衝撃的だった。 

 米国では 近、携帯電話から発生する電磁波の健康リスクに関する報道が増えたが、その背景には相次ぐ訴訟などによる

人々の関心の高まりがある。 

 ルイジアナ州とペンシルベニア州における訴訟の代理人を務めるマイケル・オルウェイス弁護士は、筆者の取材にこう言

い切った。 

 「携帯電話を頭に近づけるのは、頭を放射線にさらしているのと同じで、重大な公衆衛生の問題です。携帯の電磁波は脳

腫瘍などの悪影響を及ぼすとの調査結果が出ています。業者は危険性を認識していながら消費者に伝えず、安全対策を怠っ

てきたのは明らかです」  

「頭から湯気が出ている」 

 米国で携帯使用と脳腫瘍の関連を認めた判決が 初に出たのは、約三年前（05 年５月）。筆者はその原告、シャレーサ・

プライスさん（49歳）に話を聞いたが、その闘いはすさまじいものだった。 

 カリフォルニア州北部のケルシービルに住むプライスさんは1996年８月、市内の携帯電話販売店「ACS」で働き始めた。

店長と従業員三人の小さな店だが、携帯電話、双方向無線機の販売・修理など幅広く事業を展開していた。彼女の仕事は携

帯購入者への設定サービスで、毎日三、四時間携帯を使った。しかも職場には電波発信試験装置が設置され、大量の電磁波

が放出されていた。プライスさんは、体に異常を感じたのは勤務してまもなくだったと話す。 

 「あの頃は電磁波の危険などまったく頭になかったので、一生懸命働きました。優秀社員として表彰されたこともありま

す。でも半年くらいで体に異常が現れ、金属類に少し触れただけでパチパチッとすごい静電気が起こり、体中に痛みが走っ

たんです。元々静電気が起こりやすい体質だったのですが、それが急激に悪化したようでした。それから頭痛や目の痛み、

吐き気などに苦しめられ、夜も眠れなくなりました。とくに携帯をあてていた側の左目が締めつけられるように痛くて」彼

女は眼科医へ行き、たまった膿を取り除き、痛み止めをもらった。医師には電磁波のことは話さなかったが、何か異常を感

じたのか病院で精密検査を受けるようにすすめられた。だがその後二年近くの間、病院に行かずに仕事を続けた。 

 そしてある日、何気なく左耳の後に手をあてると、異常に熱くなっているのに気づいたという。 

 「驚いて、娘に見てもらうと、"頭から湯気が出ているみたいだよ。"と言われた。あの瞬間、自分の体に恐ろしいことが

起こっているのではないかという不安に襲われました。その二週間後（99年２月）に、仕事中に発作を起こして病院に運ば

れ、脳腫瘍と診断されたのです。 

 それは頭蓋骨のなかの脳を包む膜にできた脳膜腫だった。プライスさんは、二度の手術で腫瘍を摘出したが、その後も治

療のために会社を休まなければならず、99年12月に解雇された。 

 彼女は脳腫瘍の診断を受けた後、「職場で大量に電磁波を浴びたのが原因ではないか」と疑い、労災補償を申請した。が、

労災専門の保険会社からは、「脳腫瘍と携帯電磁波の関連は不明」として却下された。 

 99年９月、彼女はその保険会社を相手取って労災補償を求める訴訟を起こした。しかし、弁護士を雇う余裕はなく、米国



中の法律・消費者団体などに相談したがうまくいかなかった。夜ベッドに入ると悔しくて涙が止まらず、眠れない夜を何度

も過ごしたという。でも、あきらめなかった。そして一年半後、ようやく無償で引き受けてくれるカール・ヒリヤード弁護

士をみつけた。 

 カリフォルニア州の消費者権利擁護団体「ワイヤレス消費者同盟（WCA）」の代表を務めるヒリヤード氏は、すぐれた弁

護士だった。とくに、医療裁判経験が豊富で電磁波の有害性に詳しい南カリフォルニア大学病院のナフマン・ブラウトバー

博士に証言を依頼したことは裁判を有利にした。ブラウトバー博士はプライスさんの診断記録や職場の状況などを詳しく調

べた上で、「電磁波が脳腫瘍の原因と考えるのが合理的である」との報告書を作成し、判事に提出。これが決め手となり、

05 年５月、判事は原告側の訴えを認める判決を下した。保険会社に医療費、その他経費など三万ドル（当時のレートで約

320万円）の労災補償支払いを命じたのだ。 

 こうして裁判には勝ったが、彼女は今でも脳腫瘍再発の不安におびえ、発作止めの薬を飲み続け、目の障害にも苦しめら

れている。 

 プライスさんは 後にこう話した。「脳腫瘍になれば経済的負担だけでなく、健康な生活を失う苦しさを強いられる。それ

まで当たり前のようにしていた、ものを見たり、聞いたり、感じたりする機能が損なわれ、突然の発作に苦しめられるので

す。携帯を安全と信じて使っている人は、そのような人生を送らなければならなくなった自分の将来の姿を想像してほしい」  

訴えられる携帯電話会社 

 労災認定訴訟とは別に米国では現在、人的損害や消費者保護法違反などを理由とした携帯の電磁波に関する訴訟が数十件

起こされている。 

 米携帯電話大手モトローラの元社員、マイケル・ムッレー氏は93年に携帯を使い始め、99年に脳腫瘍の手術を受けた。

仕事でもプライベートでも携帯を多用していたため、脳腫瘍との関連を疑った。そして01年11月、「自分が脳腫瘍になり、

家族にも大変な負担を強いることになったのは携帯の電磁波が原因だ」とモトローラ社を相手取り損害賠償を求める訴訟を

起こした。ムッレー氏は手術後に抗がん剤治療などを続けたがその甲斐もなく、02年に亡くなり、彼の妻が訴訟を引き継い

だ。 

 米国人というと、「何でもすぐに訴える」イメージを持たれがちだが、携帯をめぐる訴訟に関しては違う。悲惨な状況に追

い込まれた末に訴える者が多いのだ。しかも後述するが、携帯による電磁波の安全性は科学的に証明されていないどころか、

危険性を示すデータが次々に出ているのである。 

 ムッレー氏の訴訟で争点となったのは、消費者保護法などの州法規定か、それとも連邦通信法（FCA）を適用するかだ。

被告の携帯会社は連邦通信法の基準を守ってさえいれば、健康被害などが起きても法廷で争えないと主張したのだ。一方、

原告側は、「健康リスクに関する連邦法の基準は不十分なので、州法規定を適用すべきだ」と主張した。 

 07年８月、ワシントンDCの裁判所は携帯電話会社の主張を認める裁定を下した。原告側は、「連邦法の規定内ならば、

消費者が健康被害を受けても訴訟を起こせないとするのは不合理だ」と控訴し、現在も係争中だ。 

 ムッレー氏側の代理人を務めるジェフリー・モルガンロス弁護士は他に携帯電磁波訴訟を五件かかえるが、いずれも"連邦

法の専占（優先）"に阻まれているという。これらの原告も皆、ヘビーユーザーだった経験をもつ脳腫瘍患者だ。 

 モルガンロス弁護士は、「原告側の主張は医学的にも法的にも説得力があり、手続き上の争いをクリアして本審理に持ち込



めば勝算は十分ある」と話す。しかし、裁判所は「携帯使用が脳腫瘍の原因になったのか」の審理を行わないまま、原告側

をいわゆる"門前払い"しているのだ。 

 このように携帯会社を相手取った訴訟は、労災認定よりもハードルが高い。しかも"連邦法の専占"を突破しても、新たな

障害があるという。前出のヒリヤード弁護士は、「携帯業界は、高名な科学者を法廷に送り込み、"携帯使用と健康被害の関

連はない"と証言させるだろう。また、逆の証言をする科学者に圧力がかかることも予想される。それはたばこ産業に対する

訴訟でも起こりましたから」と指摘する。 

 もしたばこ訴訟のような経過をたどれば、携帯電磁波訴訟の原告が勝利するまであと五年か十年ぐらいはかかることにな

る。 

通話量増で腫瘍リスクが増す 

 携帯業界の思惑とは逆に、 近携帯電磁波の危険性を示すデータが次々と発表されている。 

 07年12月、イスラエルで携帯使用者の腫瘍リスクに関する衝撃的な調査結果が発表された。イスラエルでは世界でも比

較的早く80年代末に携帯が使われ始め、ヘビーユーザーが多いことでも有名だ。 

 テルアビブ大学疫学部のシーガル・サデツキー博士の率いる研究チームが、耳下腺腫瘍と診断された患者460人（症例群）

と非患者1,300 人（対照群）を調査したところ、携帯電話を頻繁かつ長時間使用する人の腫瘍相対リスクは約1.5 倍高かっ

たという。耳下腺は唾液の分泌をつかさどる唾液腺で、携帯の電磁波を多く曝露する（浴びる）部分である。 

 サデツキー博士の研究チームは症例群と対照群の人たちに携帯電話の使用開始時期、使用継続期間、平均通話回数・時間、

防護器具使用の有無、頭部のどちら側に携帯を押しあてるかなどを細かく質問した。その結果、日常的な携帯使用者は通話

回数・時間が増えるにつれて、腫瘍リスクが高まることがわかった。たとえば、累積通話回数が5,479回以下では変化は見

られなかったが、5,480～１万8,996回の人は耳下腺腫瘍リスクが1.48倍に、１万8,997回以上の人は1.51倍に増加した。

また累積通話時間では、1,035時間を超えるとリスクが1.5倍高くなった。 

 この結果は 07 年 12 月の『米国疫学ジャーナル』誌で発表されたが、結論としてこう述べられている。「これだけで結論

を導くことはできないが、少なくとも携帯使用と耳下腺腫瘍に関連があることを示している。その確証を得るためにも、長

期使用者を多く含めた調査が必要だ。それがはっきりするまで、携帯使用者は防護策を取るべきである」 

 サデツキー博士によると、イスラエルではこの調査発表後、イヤホンマイクなど防護器具を使う人がずっと増えたという。 

 また、スウェーデンのカロリンスカ研究所が聴神経腫患者148人と非患者604人を対象にした調査では、十年未満の携帯

使用者には腫瘍リスクの高まりは見られなかった。しかし、十年以上の使用者で携帯を押しあてる側に腫瘍を発症するリス

クは3.9倍に高まるとのデータを得た。これは04年に発表され、メディアは大きく取り上げたという。 

 さらに英国、フィンランド、ノルウェー、デンマーク、スウェーデン五ヵ国の調査をまとめた報告書が 05 年に発表され

たが、そこでも十年以上の長期使用者で携帯を押しあてる側に聴神経腫を発病する相対リスクは1.8倍となっている。 

これら一連の調査は、国際がん研究機関（IARC）が世界保健機関（WHO）の電磁波研究プロジェクトの一環として実施し

ているもので、インターフォン研究と呼ばれる。これにはイスラエル、スウェーデン、英国、オーストラリア、フランス、

ドイツ、イタリア、日本など十三ヶ国が参加している。  

主張を変えた「第一人者」 



 日本では総務省の生体電磁環境研究推進委員会（委員長・上野照剛・九州大学特任教授）が 2000 年 12 月から 04 年 11

月にかけ、携帯使用と聴神経腫患者 97 人と非患者 330 人を選定し、携帯電話の使用履歴、平均通話回数・時間、防護器具

使用の有無などに関する質問を実施。そして07年2月、「携帯使用と聴神経腫との間に有意な関連性は認められなかった」

とする報告書を発表した。 

 総務省はこれを報道資料としてメディアに配付したが、「関連性はなかった」こともあり、あまり取り上げられなかったと

いう。しかし、この調査には見逃してはならない点がある。それは十年以上の使用者がほとんど入っていなかったことだ。 

総務省もその不十分さは認識しており、「成人（20～59歳）の携帯使用者10万人以上を対象に新たな調査を08年中に始め

る」（総合通信基盤局電波部電波環境課）という。 

 大切なのは現時点で、携帯電磁波の安全性が証明されたわけではないということだ。実はここにきて、科学者の間でも驚

くべきことが起こっている。「携帯による健康被害の懸念はない」としていた学者が、考えを変えたのだ。 

 08年４月、オーストラリアの携帯電磁波問題の第一人者とされるブルース・アームストロング教授（シドニー大学公衆衛

生学部）は、国内のテレビ番組『トゥデー・トゥナイト』でこう発言した。 

 「皆さんはショックを受けられるかもしれませんが、携帯使用と腫瘍リスクの関連を示す"エヴィデンス"（証拠）がどん

どん出てきています。私自身は携帯のヘビーユーザーになりたいとは思いません」 

 アームストロング教授は数年前、『シドニー・モーニング・ヘラルド』紙で「携帯使用が腫瘍リスクを高めるという一貫し

た証拠はない」と言い切っていた。いったい何が教授の見方を変えたのか。同国のインターフォン研究の責任者だけにその

影響は小さくない。 

 筆者が電話取材を試みると、教授はこう説明した。 

 「我々の調査結果はまだ出ていませんので、あのコメントはイスラエルなどの調査をもとにしたものです。テレビでは、"

脳腫瘍との関連はない"とする調査にも言及したが、刺激的な部分だけが取り上げられました。でも誤った引用ではありませ

ん」つまり、筆者と同様にアームストロング教授も、 近の欧州の調査結果を重視しているということだ。  

子供のほうがずっと危ない 

 大人の携帯使用者以上に危険にさらされているのが、子供たちであるという。子供は頭蓋骨が薄く、神経組織も未発達な

ため、電磁波の健康被害をもろに受けやすいのだ。 

 ユタ大学のオム・ガンジー博士は、「人体に吸収される携帯電磁波のエネルギー量が大人と子供でどう違うか」を調査した。

五歳児、十歳児、成人の脳と目を調べた結果、脳内は成人 7.84（mＷ/kg）、十歳児 19.77、五歳児 33.12 となった。また、

目のレンズ部分は成人1.34（mＷ/kg）、十歳児6.93、五歳児15.6だった（『携帯電話―その電磁波は安全か』より、ジョー

ジ・カーロ、マーティン・シュラム著、集英社、01年）。 

 つまり、五歳児の脳は携帯電磁波の熱を大人の四倍以上も多く吸収し、五歳児の目は十一倍以上も吸収してしまう。しか

も、身体の保護組織ができ上がっていない子供は大人よりはるかに有害物質の攻撃に弱い。 

 このような状況を受け、英国政府は05年１月、「十六歳以下の子供の緊急時以外の携帯使用を控え、十歳以下の子供の使

用を禁止するように」と勧告し、携帯会社にも子供向け販売キャンペーンをやめるように求めた。これは英国放射線防護局

（NRPB）が2000年に政府に出した勧告をもとに、英国保健防護庁（HPA）が決定したものだ。 



 米国人疫学者のジョージ・カーロ博士によると、現在、英国、フランス、ロシア、イスラエルが子供の携帯使用を制限・

禁止する勧告を出しているという。 

 日本政府はこのような勧告をしていない。総務省は、「今のところ携帯使用と脳腫瘍などに有意な関連は見られない。日本

の結論としては、基本的に電波防護指針（SAR値=単位時間内に吸収される熱量：２W/kg）の範囲内であれば問題なくお使

いいただける、ということです」（前出・電波環境課）と説明する。しかし、それで本当に問題ないのか。 

 携帯電磁波などの研究調査を行っているNPO「市民科学研究室」の上田昌文代表は、「インターフォン研究の懸念が子供

たちに当てはまるとしたら、彼らが大人になる頃に影響が出てくる可能性がある。親は、子供に携帯電話を持たせれば脳が

破壊されるかもしれないとの意識をもたなければならない。子供向けのガイドラインができるまで、中学生以下には携帯を

持たせるべきではないと思います」と話す。  

「政府は守ってくれない」 

 日本では大人の携帯使用者への助言も警告もほとんど行われていない。携帯販売店ではいちおうイヤホンマイクなど防護

器具が売られているが、購入する人はあまりいないようだ。 

 筆者は携帯電話大手三社、NTT ドコモ、KDDI（au）、ソフトバンクに取材を申し込み、消費者に防護器具使用をすすめ

ているかを尋ねた。回答は二社が「防護器具は健康への影響ではなく利便性のために用意している」と説明したが、「とくに

使うようにすすめていない」という点では三社とも共通していた。 

 各社は携帯電話の安全性についてホームページなどで説明している。たとえば、NTTドコモは「ドコモの携帯電話の電波

は電波法令の規定を順守し、電波防護指針値を下回るレベルで運用しています。この指針値以下の強さの電波は健康に悪影

響を及ぼすおそれは無いと、世界的にも認識されている。したがって、安心してご利用いただけます」とし、他社も基本的

に同じような説明だ。 

 しかし前にも述べたが、今の時点で携帯電話の安全性は証明されたわけではなく、不確かな状況なのだ。だからこそ、海

外の専門家の多くは、「健康リスクを 小限にするために防護策を取るべきだ」と助言しているのである。 

前出の上田代表によると、曝露量を減らす方法はいろいろあるという。たとえば、電波の通りが悪い場所では基地局との交

信がひんぱんになるので使用を控えるとか、携帯は緊急時だけにして長電話をしないようにする、送受信の瞬間は強い電波

が流れるので相手が出てから頭に近づけるようにすることなどだ。 

 総務省は「電波防護指針の範囲内であれば害はない」とし、基本的に日本で販売されている携帯は電波防護指針値以下に

なっているはずなので安全だという。指針値（熱量）は世界的な安全基準であり、あえて異論を唱えるつもりはない。しか

し、「人体に害を及ぼすのは熱量ではなく、電磁波の作用そのものである。従って、SAR 値の範囲内であっても健康リスク

はある」と主張する科学者もいることを記しておきたい。前出のジョージ・カーロ博士は日本の携帯使用者にこう警告する。 

 「政府が消費者を守ってくれると考えるのは甘すぎる。政府は携帯業界が提供したデータをもとに規制をつくっているが、

その情報の多くは古く時代遅れのものです。政府が電磁波の危険性の確証を得た頃には、すでに脳腫瘍が蔓延しているかも

しれない。だからこそ早く防護策を取らなければならないのです」 

 日本では水俣病が発生したとき、いくつかの科学的なデータ、裏付けがあったにもかかわらず、経済成長を優先して、政

府は対策のためになかなか腰を上げようとはしなかった。だからこそ日本人も携帯の利便性だけでなくリスクもすべて知っ



た上で、身を守るための選択をしていくことが大切ではないか。              ジャーナリスト 矢部武 

 

（2007.11.6 報知新聞） 

電磁波過敏症 「発生源」を除くか遠く離れる 

 電気製品や高圧線に近づくと、頭痛、めまい、耳鳴りなどを起こす電磁波過敏症。本人にとっては深刻なのに、何ともな

い人が圧倒的に多いため、「気のせい」「神経症の一種」「自律神経失調症では」と片づけられることが多い。それがまた本人

を苦しめる。 

 電磁波過敏症は、化学物質過敏症に似ている。化学物質過敏症は、建材や殺虫剤などに使われている化学物質（ホルムア

ルデヒドやパラジクロルベンゼンなど）の影響で目の痛み、頭痛、吐き気、呼吸困難などを起こすのだが、少し前まで無視

されてきた。大半の人は何ともなかったからだ。しかし、症状を訴える人が増えるにつれて認知されるようになり、いまや

「シックハウス」や「シックビル」は社会問題になっている。 

 その化学物質過敏症を発症している人が、電磁波過敏症を併発することが多い。化学物質過敏症を起こしている人の80％

が、すでに電磁波過敏症を併発しているか将来発症するという指摘もある。 

 電磁波過敏症を起こすメカニズムはわかっていないし、残念ながら治療法もない。対策としては、電磁波を減らすしかな

い。携帯電話ではなく固定電話を使う、蛍光灯を白熱灯に替える、テレビはブラウン管ではなく液晶にするなどだ。また、

電磁波の影響は距離の２乗に反比例して低下する。つまり２倍の距離をとると影響は４分の１に減るので、なるべく電磁波

の発生源から離れる必要がある。                          医療ジャーナリスト・田中 皓 

 

（『サンデー毎日』2002.9.15発行） 

「小児白血病倍増」で論争決着へ！ 電磁波から家族を守る法 

電磁波は危ないか、危なくないか。何しろ目に見えないし、これだけ電気に囲まれてちゃ、逃げられない… 

そんな日本人にとってもどかしい存在だった電磁波の「正体」が、ついに見えてきた。 

やはり、リスクはあったのだ。ならば、どう回避すればよいのか。 

 「電力会社などから圧力がかかって、もっと高い数値になるといううわさもあっただけに、うれしいですね」 

 そう語る清水和子さん=埼玉県北本市在住=は２児の母。同市では、小学生の子供たちが放課後を過ごす学童保育室が、近

くの高圧送電線から出る電磁波にさらされているとして、親たちが一致して自治体や東京電力と交渉。昨年４月、市立東小

の学童保育室を送電線から離れた場所へ移転させることに成功した。 

 その中心となった清水さんが安堵したのは、国立環境研究所と国立がんセンターが 99 年から実施している全国疫学調査

で「日常生活で被曝する電磁波の平均値が 0.4 マイクロテスラを超えると、小児白血病の発症率が２倍以上になる」との結

果が出た―という全国紙の報道が相次いだからだ。 

 調査は、15 歳未満の白血病の子供約 350 人について、室内の電磁波の測定はもちろんのこと、送電線までの距離や電気

製品の使用状況まで調べ、健康な子供約 700 人と比較するという大がかりなものだ。結果は世界保健機関（WHO）が来年

中にまとめる新環境基準にも反映される。 



 この「0.4マイクロテスラ」、従来からあるガウス単位に換算すれば４ミリガウスという数値が、いかに衝撃的か。今回の

調査対象は、携帯電話に使われるマイクロ波ではなく、送電線や家電製品から出る超低周波（50～60ヘルツ）なのだが、「こ

の超低周波については、90年代までに数ミリガウスでもがんを増加させるとの報告がいくつも出た。にもかかわらず電力会

社側は、15 年前の WHO の報告書に一見解として記載されているにすぎない『５万ミリガウス』という数値を、さも確定

した安全基準であるかのようにふりかざし、電磁波は安全だと言い張ってきた」（電磁波問題全国ネットワーク「ガウスネッ

ト」の懸樋哲夫事務局長） 

 それが実は、わずか１万分の１に満たないレベルでも小児白血病を倍増させるというから驚かされる。 

 世界に目を向ければ、すでにスウェーデンでは学校や幼稚園のそばから送電線を撤去し始めており、アメリカでも自治体

や電力会社が厳しい規制値を打ち出す例が増えている。WHO も昨年、超低周波に発がん性がある可能性を認めた。これま

で「タレ流し状態」だった日本も、今回の調査でようやく論争に終止符が打たれそうだ。電力業界はもちろん、「有害である

証拠はない」との立場を取ってきた国、何の規制値も持たない電気メーカーも、対応を迫られるのは間違いない。 

 「２ミリガウスでも小児白血病は増加するという報告もあり、４ミリガウスは決して『それ以下なら安心』というレベル

ではない。少なくとも新たに送電線を設置する場合には『慎重なる回避』の原則に立ち、周辺の住居や施設の規制値を２ミ

リガウス以下とするべきです」（懸樋事務局長）  

被曝量は強さ×時間で知れ 

 ならば次は、具体的に私たちは、どのくらいの電磁波を浴びていて、それらにどう対処すればいいか―が気になってくる。 

そこで本誌は、実際に「ガウスメーター」と呼ばれる電磁波測定器で家電製品から出る電磁波の強さを測ってみた。すると、

一部の強い磁場は壁や床を越えて広がっていた。 

 『電磁波はなぜ恐いか』などの著書があるジャーナリストの天笠啓祐さんは、 

 「超低周波の電磁波は、コンクリートさえ通り抜けるため、防御は難しい。とにかく発生源からできるだけ離れることが

原則です。家電製品の多くは、数十センチか.ら１メートルほど離れれば１ミリガウス以下になります」 

 台所は「新三種の神器」などと呼ばれる電磁調理器や電子レンジなど強い電磁波を出す家電製品が多く、 も被曝しやす

い場所だ。次に注意したいのが「体に密着させて使うもの」や「長時間使うもの」で、電気毛布やホットカーペットがそう

だ。 

 ドライヤーから出る電磁波も強い。 近はシャワー付き洗面台が普及し、出勤前や登校前に洗った髪をドライヤーで延々

と乾かす若者も増えている。 

 「電磁波から受ける影響は、強さ×時間で決まる。弱い電磁波でも 24 時間浴び続ければリスクが高まるし、逆に強い電

磁波でも体から十分に離し、浴びる時間を減らせばリスクも減る」 

 そう指摘するのは環境問題評論家の船瀬俊介氏だ。 

 日本のほとんどの一般家庭では、平均磁界は１ミリガウス前後ともいわれる。小児白血病も 10 万人に３～５人という病

気で、むやみに恐れていても仕方がない。 

 ただ、やはり気になるのは高圧送電線や電柱の配電線、地下送電線、変電所など屋外から侵入してくる電磁波だが、こち

らは個人で対処するのは難しい。 



 電磁波のリスクを訴えてきた荻野晃也・京都大工学研究科講師は、「もし電磁波を避けられない環境なら、たばこの煙や農

薬、添加物、ストレスなど他の要因を減らせば、総合的な発がんリスクは下げられる。電磁波だけを異常に心配する必要は

ない」とアドバイスする。 

 とはいえ、電磁波の影響を特に受けやすい子供たちが長時間を過ごす施設では対策は急務だ。東京都小平市の上宿小学校

では、校庭の端を27万5000ボルトの高圧線が走り、３階にある６年生の教室では電磁波が９ミリガウスに達した。このた

め、５年前からこの教室を児童会室とし、事実上の「空き部屋」にした。 

 「親や教師の立場では、因果関係が明確でなくても、できる範囲でリスクを回避する責任がある」 

 同校の図画工作教師、前田俊宣さんのセリフを国や業界はどう聞くのか。  

もう電磁波公害を無視できない 

 一方、家造りの段階から電磁波対策を施そうという動きもある。 

 東京都目黒区の一級建築士事務所「アンビエックス」社長、相根昭典さんは、 

  １、電線はいったん柱で受けて地中を経由し、人の出入りの少ない納戸などから引き入れる 

  ２、屋内配線はパイプでシールドして、廊下や部屋の端など人が居住しないところをはわせる 

  ３、余分なコンセントは設けず、家電製品をまとめて置くレイアウトにする 

 などの電磁波軽減策を依頼主に提案している。 

 「新築の場合だけでなく、リフォームでも電磁波対策は可能です。今後はさらに関心が高まり、設計面でもスタンダード

化していくでしょう。」（相根さん） 

 しかし、もっとも効果的なのは、言うまでもなく電力会社や電気メーカーが積極的に電磁波対策を講じることだ。論争は

ほぼ決着したのだから、あとは業界に任せて…と願いたいところだが、実態はどうか。 

 全国の電力会社で構成する電気事業連合会の森望・工務部副部長は、「報告書が出れば、その中身をよく調べたい。仮にそ

ういう結論であったとしても、電磁波以外の要因を捨てきれるのか。いずれにせよ、すぐに（電磁波対策を）やりますとは

ならない」 

 前出の荻野氏が言う。 

 「米国では、送電線周辺の環境を２ミリガウス以下にするのに 30 兆かかるとの会計検査院の報告がある。電線下に民家

が多い日本では、もっとかかるだろう」 

 電力会社やメーカーが電磁波問題から目をそむけるのも、危険性を認めれば経営を揺るがしかねないと恐れているからだ。 

「根本的な解決策は、現在の交流送電を電磁波の出ない直流送電に転換するしかない。すでに一部のメーカーではその技術

を蓄積している」（船瀬氏） 

 電磁波公害は超低周波だけではない。携帯電話やビル屋上にニョキニョキと伸びる携帯電話基地局アンテナから出るマイ

クロ波も、健康への悪影響が指摘されている。携帯の普及率は55%を超えたとはいえ、国内でも各地でアンテナ建設反対運

動が起きており、厳しい規制を求める声は強まっているのだ。 

 「21世紀の公害」といさえ呼ばれる電磁波問題を日本だけが無視することは、もうできなくなった。 本誌・平野幸治 

 



（『週刊宝石』2001.1.4発行） 

 

ジャッキー佐藤さんも！？ 横浜・洋光台で反対運動勃発 恐怖の「電磁波」が飛び交う街でガン患者が異常多発！ 

驚異的な早さで携帯電話が普及し、住宅街に電波塔が乱立している。だが、人体への影響についての問題はないのか。 

横浜の小さな住宅街で多発するガンと白血病…恐怖に脅える住民達の声を聞いた。「我々は電磁波に殺される！」 

 横浜駅からJR根岸線で約20分。洋光台駅と港南台駅のほぼ中間に広がる丘陵地帯。付近には氷取沢市民の森などもあり、

横浜市民の憩いの場として古くから親しまれている。だが、この丘陵地帯周辺の住宅地で今、恐ろしい事態が進行している。 

ガンや白血病で死亡する人が多発しているというのだ。 

 丘陵地帯から1.5キロほどの杉田台住宅に住む本田洋子さん（主婦・43歳・仮名）が、自ら実際に調査した結果を基にこ

う証言する。 

 「４～５年前からこの周辺でガンで死ぬ人が多いと噂にはなっていたんですが、私も今年の８月に乳ガンになってしまい

ました。幸い、初期のガンということですが、毎日がとても不安です。でも、噂は本当でした。私の近所だけでも、この数

年間に11人もの方がガンで亡くなっているんです。隣の家の奥さんも、後妻の方も乳ガンで、いずれも50代前半で亡くな

りました。斜め向かいの奥さんは52歳で白血病で、その隣の奥さんは膠原病（複数の臓器の障害など）で、さらに50代の

お医者さんが肝臓ガンで亡くなりました。その奥さんも乳ガンになり、手術をしましたが、その後、引っ越されましたので、

今、ご健在なのかどうかは分かりません。いちばん私がショックでしたのは、今年の春、元女子プロレスの人気スターだっ

たジャッキー佐藤さんが胃ガンで 42 歳で亡くなったことです。ジャッキー佐藤さんは、肝臓ガンで亡くなったお医者さん

の隣に住んでいましたが、私の小学校、中学校の１年後輩で、子供のころから一緒に遊んだ幼友達でした。女子プロレスを

辞めてからは、地元で体育教室を開いて活動していたんですが、１年くらい前から"体調が悪い悪い"と言っていたんです」 

 杉田台住宅は、68年（昭和43年）ごろに開発された分譲地で、約900世帯が住んでいる。住宅地からは、市民の森のあ

る丘陵地帯が一望できる。だが、その展望は異様である。丘陵の尾根沿いに、海上保安庁、NTT、NHK、FM 放送局、建

設省緊急避難用、携帯電話会社など６基の各種電波塔が、住宅地を睨むようにニョキニョキと乱立しているのだ。また、住

宅地の真上には、洋光台方面に伸びる15万７千ボルトの高圧線も通っている。 

 「ガンで亡くなった方は、皆さん20年以上ここに住んでいる人たちです。私も12歳から住み始めましたが、子供のころ、

いつも家の窓から見える丘の電波塔を見て、安全なのかと心配していました。この住宅地は電波塔が立つ丘陵からなんの遮

蔽物もなく、電磁波が直接当たっているんです」 

 本田さんが本当に恐怖に感じたのは、今年８月に乳ガンのために入院したときである。本田さんは、主治医に洋光台や杉

田台に近い、横浜市立大学病院や南病院での手術を勧められたが、自宅からは遠くても、ご主人の会社に近い横浜のある大

病院で手術を行った。 

 入院中、本田さんはガンで治療中の患者さんに片っぱしから話を聞いた。 

 「病院内で、ほかのガンの患者さんや脳腫瘍の方などにできるかぎり住所を聞きましたが、本当に愕然としました。皆、

家の窓を開ければ電波塔の見える、市民の森周辺の人ばかりなんです。その患者さんたちからも付近で大勢、進行ガンで亡

くなっているという話を聞きました。 



 また、入院中に顔は知りませんでしたが、私の家の 15 軒ほど先のご近所の奥さんが乳ガンで入院してきました。さらに

驚いたのは、その２週間後に、その隣の奥さんが喉に腫瘍ができて入院してきたのです。喉に腫瘍ができた奥さんに話を聞

きますと、隣のご主人は脊髄の難しい病気でほかの病院に入院中とのことで、そのまた隣のご主人は３年前にガンで亡くな

っているとのことでした。もう本当に背筋が凍りました」 

 ガン患者の異常多発は、杉田台住宅ばかりではない。６基の電波塔から、西側１キロほどのところに位置する洋光台南団

地でも同様である。 

 「団地の窓を開けると、６基の電波塔がすべて間近に見えます。私が知っているかぎりでも、この数年間で５軒の家で、

ご主人なり奥さんがガンで死んでいます。皆、40～50代ですね」（団地の住民） 

 本田さんの入院中にも、洋光台南団地の人がガンで入院。同室となったが、本田さんが退院するころ死亡した。その患者

さんも「洋光台はガンが多くて･･･」と、本田さんに言っていたという。 

 杉田台や洋光台南周辺でガンで亡くなっている人は、男女を問わず、40～50代が圧倒的に多い。いずれも、ジャッキー佐

藤さんのように子供のころから住んでいた人たちだ。 

 杉田台住宅内の長い坂道を歩いてみた。坂道を下りきると、崖っぷちに出る。突然、目の前に６基の電波塔が飛び込んで

くる。電波塔からの電磁波被曝は数キロの範囲に及ぶという。住宅地内の多くの住民が、ガンの多発と電波塔から発せられ

る電磁波の関係を疑い始めている。 

 京都大学工学部原子核工学科助手の萩野晃也博士（60歳）は言う。 

 「科学雑誌『ネイチャー』の 2000 年５月25 日号で、微弱なマイクロ派（鉄塔から出る電磁波や高周波に含まれる）が、

線虫の細胞に害を与えたことが明らかになった―というポラメイ教授の論文が掲載されました。線虫は、人間と同じ DNA

型の多細胞生物で細胞の基本構造は人間と同じです。つまり人間の細胞も微弱マイクロ派によって障害を受けることは、明

らかです」 

新鉄塔は住民の同意なし 

 杉田台や洋光台周辺の住民を、さらに不安にさせているのがNTTドコモの鉄塔建設計画だ。NTTドコモが市民の森近く

の緑地２千530平方メートルを造成し、高さが80メートルで、直径1.2メートルのパラボラアンテナが 大38個付く携帯

電話用の巨大鉄塔（無線中継所）と400平方メートルの電力室の建設を計画している。建設予定地は、建設省の緊急避難用

の電波塔に隣接する円海山（153 メートル）の麓、氷取沢にある。これが完成すれば、合計７基目の電波塔となる。周辺住

民はこの計画を知った４月、「氷取沢自然を愛する会」（小栗正義会長）を発足、反対運動に立ち上がった。反対の理由は「電

磁波についての安全性が立証されていない」「すでにこの地区にはいくつもの鉄塔が建設されており、第１種風致地区に指定

されるほど広大な森の景観が破壊される」などだ。 

 すでに３千人の住民の反対署名を横浜市に提出したほか、郵政省、県、建設省などにも電磁波の危険性を訴え、鉄塔建設

計画の中止を要望してきた。NTT ドコモとの住民説明会もこれまで３回行ったが、ドコモ側は、「電磁波に問題はない。世

の中に 100 パーセント安全なものなどない。水道の水を飲み続けたってガンになる」「住民の同意が得られなくても建設は

する」「建設予定地は見通しがよいことと、ほかの電波の干渉を受けないので建築に 適」「電波の強さは社外秘」などと回

答。計画は変更しない構えだ。 



 「氷取沢自然を愛する会」では、こう批判する。 

 「NTTドコモの担当者は、設計図も社外秘ということで見せようとしません。それどころか、この一帯はもう十分に電磁

波が飛び交っているから、"あと１基増えても、どうってことはない"というような、とんでもないことを言う。 

 ９月 10 日の建設省の説明では、建設予定地に隣接する建設省の鉄塔から発せられている電磁波の強さは、イギリスの安

全基準の約400倍となっています。新たな鉄塔ができ、これ以上、電磁波が上乗せさせられたら、大変なことになってしま

いますよ」（小栗正義会長） 

 今年の５月 11 日、イギリス政府の諮問で携帯電話が健康に及ぼす影響を調査していた専門委員会は、携帯電話の電磁波

が健康に悪影響を与える可能性もあるとして、子供が不必要に利用しないことを求める報告書を公表した。そのなかで0.001

マイクロワット平方メートル以下でなければ安全でないという基準を打ち出した。そして７月には、16歳以下の子供に緊急

時を除いて携帯電話を使用させないように、との指導がイギリス政府から通達されたのだった。 

 「氷取沢自然を愛する会」のメンバーである総合病院勤務の山下昇医師（45歳・男性・仮名）は、こう言う。 

 「ドコモは、ICNIRP（国際非電離放射線防護委員会）が、電磁波の安全性には問題ないと断言していると言っています

が、ICNIRPは"電磁波は人体に影響はない"なんて言っていません。 

 電磁波について疫学研究や動物実験のデータが不足しているというのは、国際的な常識であり、それは、ドコモが持ち出

している ICNIRP のガイドラインにも書かれていることです。とくに、長期間浴びた場合の研究データはほとんどない。

ICNIRPはこの非常に限られたデータしかない現段階において、ガンなど、体に悪影響を及ぼすという確信の持てる証拠（影

響を示唆するものはいくつかある）はなかったと言っているのであり、"電磁波が安全だ"とはひと言も言ってないんです！」  

科学庁も緊急調査を開始 

 昨年、米国・環境衛生科学研究所（NIEHS）が、「ラピット計画」の 終報告書を発表した。それは米国議会の要請を受

けて約５年間にわたり、送電線などからの電磁波の人体への影響を調査していたものだ。 

 「報告書の結論には"実際に生活している"場所での被曝に関して、無視できない、いくつかの一致性が見られるとし、『２

つのガンの場合に相関が見られ、小児白血病と職業人の慢性リンパ性白血病である』『被曝が白血病の原因になるかもしれな

いとの弱い科学的証拠があることから、被曝が完全に安全だと認めることはできない』とあります」（前出・荻野博士） 

日本でもようやく昨年８月から、科学技術庁が全国的な電磁波の健康への影響を調べる疫学調査を開始した。少なくともそ

の結果が出るまで、新規の電波塔の建設は凍結すべきである。でなければ、何のための調査か。 

 住民でもある山下昇医師は、長期間被曝した場合の恐ろしさについて、こう言う。 

 「私たちの肉体には約 60 兆個の細胞がありますが、そのうち、たった１個の細胞がガン化し、無制限に増殖し、人を死

に至らしめます。その１個の細胞が検査で見つかる大きさになるのに、約10年かかるのです。 

 つまり鉄塔を建て、電磁波の発ガン性が明らかになるのは10年後になるわけです。それをじっと待つことができますか。

また現在、まだ自分では知らずに前ガン細胞を持っている人にとって、電磁波は 後の一撃になる可能性があります」 

本田さんの調査でも、杉田台住宅でガンで死亡した人は、子供のころから住んでいて、結婚した後も、そのまま住み続けて

いる人ばかりなのである。 

 大阪の門真市古川町では、過去13年間で死亡した160人のうち82人がガン、そのうち18人が血液のガンといわれる白



血病で死亡している。ガンの発生率は全国平均の 20 倍、白血病に至ってはなんと全国平均の 100 倍という異常な高さであ

る。 

 これは、町に張りめぐらされた高圧送電線の影響と見られているという。 

 次の犠牲者は誰か･･･。「電磁波の恐怖」は横浜・洋光台だけの問題ではなく、今後、全国に広がる可能性もある。速やか

なる調査が必要だ。 

 

（『サンデー毎日』1999年7月11日号 

生誕百年 元主治医が明かす 川端康成は「電磁波自殺だった」 

ノーベル賞作家の川端康成氏が突然のガス自殺を遂げてから、すでに２７年が過ぎた。 

しかし、動機はいまだ文壇の謎とされている。 

西端１００年の今年、川端氏とごく親しい人物が、その謎に一つの「答え」を提出した。その衝撃の内容を、ここに明かす。 

 「お寒くなりましたですね。電気毛布を入れてございますが、ダブル用で、スイッチが二つついておりますから、お客さ

まはお客さまのお好きな温かさに合わせていただきます。」「電気毛布なぞ使ったことがないね。」「おいやでしたら、お客さ

まの方のは消していただいてよろしいんですけど、女の子のほうのはつけておいてやっていただかないと･･････。」 

 川端氏が 1960 年に発表した中編『眠れる美女』の一節である。ここでは主人公に「使ったことがない」と言わせている

が、実は、作者の川端氏にとって電気毛布は「必需品」だった。 

 「ええ、鎌倉のご自宅ばかりか四谷の旅館や京都の仕事場にも持ち込み、『あったかくて気持ちがいい』と愛用していらっ

しゃいました」（中央公論社で川端氏担当の編集者だった伊吹和子さん） 

 ところが――。 

 その電気毛布こそが川端氏の自殺の原因を作った、という衝撃的な説が飛び出してきた。しかも、語っているのが川端氏

の元主治医というから驚きである。 

 その人、栗原雅直氏（69）は虎の門病院精神科部長、大蔵省診療所長などを歴任し、現在は同診療所チーフカウンセラー

を務める。何はともあれ、耳を傾けてみよう。 

 「電気毛布からは、強い電磁波が出ています。その電磁波が川端さんの脳に働いて不眠症の悪化やうつ状態を引き起こし、

自殺の引き金になったというのが私の見解です」 

 電磁波とは、電線に電気が流れたときに生じる、電界と磁界の絡み合った波のことだ。送電線やあらゆる家電製品から放

射されているが、問題は人体への影響だ。欧米では、電磁波が強いほど白血病やがんの発生率も高くなるとのデータが次々

に発表されており、 近は携帯電話から出る電磁波と脳しゅようの関係も取りざたされている。  

ホルモン低下で不眠、パニックに 

 では、電気毛布の場合、その電磁波はどのくらいのレベルなのか。 

 医事ジャーナリストの小山寿氏が、体にかけたのと同じ状態、つまり距離ゼロで測定したところ、メーターの針はあっさ

り振り切れた。 

 「電気毛布からは20ミリガウスから、多い場合は100ミリガウスもの電磁波が出ている。欧米では、わずは2、3ミリガ



ウスでも継続的に浴びれば悪性しゅようや白血病の発生率が数倍になるというデータもある。家電製品の中でも、電子レン

ジやテレビとともに も注意すべきものの一つです」（小山氏） 

 強力な電磁波と自殺。そこには一体、どんなメカニズムが働いていたのか。 

 栗原氏が続ける。 

 「不眠症には自殺願望をかきたてる性質があるのですが、晩年の川端さんは昼夜が逆転してしまうほど重い不眠症になっ

ていました。ところで、睡眠のリズムを形成しているのは脳の中心部にある松果体から分泌されるメラトニンというホルモ

ンです。実は、このメラトニンが、電磁波を浴びると減ってしまうのです。睡眠のリズムが狂ったのは、おそらくそのせい

でしょう」 

 メラトニンには、成長ホルモンの分泌を促して老化を抑える働きもある。だとすれば、電磁波は川端さんから眠りを奪い、

さらに若々しさをも奪ったことになる。 

 電磁波の害を訴え続けている京大工学部助手の荻野晃也氏も、「電磁波を浴びるとメラトニンが減ることは、動物実験など

で明らかにされています。もともとメラトニンは年を取ると減るものですが、それが電気毛布によって促進されて体に変調

をきたした、ということは十分に考えられます」 

 さらに栗原氏によれば、川端氏はノーベル賞受賞後に多忙を極めたこともあり、かなり疲れていた。そこに、電磁波によ

って引き起こされたうつ症状が重なり、精神的パニックに陥ったのではないかというのである。 

 「私の勤める大蔵省でも、パソコンなどのOA機器から出る電磁波の影響で軽いうつ状態になったり、パニックに陥ると

いうケースが出ている。同じことが川端氏にも起きていた可能性は高い」 

 実は、このうつ症状についても、電磁波との関連をうかがわせる実験データがある。 

 人がうつ症状になるのはメラトニンと同じく松果体から分泌されるセロトニンというホルモンが減るためだが、ニューヨ

ーク州衛生局のリチャード・シーガル博士らがサルに電磁波を浴びせたところ、せき髄液中のセロトニン量が減少し、照射

をやめても、正常値に戻るまで数カ月を要したというのである。 

 このようにして、強力な電磁波を浴び続けるうちに不眠症やうつ症状、老化が徐々に進行し、ついには「老いの喪失感」

が川端氏を覆い尽くして死に至らしめた――。 

 以上が栗原氏の描く「川端康成・自殺へのシナリオ」の全容である。 

 もちろん、検証などは不可能だし、栗原氏も「電磁波は自殺の一因に過ぎない」と断っている。 

 ところで、現在も電気毛布を製造しているメーカーは、電磁波の影響をどう考えているのだろうか。 

 「国内外の疫学的な研究を見ても、人体に影響ありとは結論づけられていない」（松下電器産業） 

 「微弱な電磁波が人体に影響を与えるとは言えない、との電気学会の見解に当社も追従している」（日立製作所） 

 実際の電磁波の量は両社とも明かさなかった。前出・荻野氏によると、米国では 90 年代初め、乳がんと電気毛布の関係

が指摘され、メーカーの技術改良で電磁波は劇的に減ったという。その「感度」の違いには驚くほかない。 

 電磁波の健康論議にも一石を投じそうなこの「主治医の見立て」、川端ファンならずとも気になる話である。 平野幸治 

 

 



 

（1999.6.16 毎日新聞） 

トロント大調査 電磁波は白血病の原因？ かかる率２～４.５ 

 【ワシントン15日瀬川至朗】カナダのトロント大の研究グループは15日、電磁波被ばくの大きい家屋に住む子供は、そ

うでない子供より白血病にかかる率が2～4.5倍高いとする疫学調査結果を発表した。電磁波の強さをモニター装置などで正

確に測定しており、電磁波と発がんの関係を示す新たなデータとして注目される。論文は「国際がんジャーナル」 新号な

どに掲載された。 

 研究チームは、14 歳までに白血病と診断されたトロント都市圏に住む 201 人の子供を対象に住宅内外の電磁波の強度を

測定し、健康な406人の子供のデータと比較した。 

とくに一部の子供にはモニター装置を付けてもらい、電磁波被ばくを高い精度で測定したところ、電磁波の強い家に住む子

供の白血病リスクが2～4・5倍高いことが分かった。とりわけ、6歳未満の幼児の発病リスクが高く、生後2年間に住んだ

家の電磁波強度がより強く関係していた。 

 従来の疫学調査では、電磁波を出す送電線などからの距離と発がんリスクとの関係が分析されてきたが、今回は電磁波を

実際に測定して、相関関係があることを明らかにした。 

研究チームは「電磁波と白血病リスクの関係はより強固になった」と指摘しながらも、「動物実験などで両者の関係するメカ

ニズムは分かっておらず、今回の疫学研究で、電磁波が発がんの原因になることが確立したとはいえない」と慎重な姿勢を

見せている。 

 一方、米国立環境衛生科学研究所は 15 日、送電線などから出る電磁波が発がんの原因になる可能性を否定できないとす

る報告書を米議会に提出した。しかし、その可能性は非常に弱いとしている。 

 6 年がかりで過去の疫学データや動物実験データを大規模に洗い直した結果で、電磁波と発がんリスクの因果関係を立証

する動物実験はなかった。しかし、子供の白血病と成人の慢性リンパ性白血病が電磁波被ばくと相関があるとする複数の疫

学研究があり、報告書は「こうした疫学データは傾向がどれもよく似ており、電磁波がわずかに発がんリスクを高めること

を示している」と述べている。 

 

（1996.4.15付報知新聞） 

脳にマイクロ波 携帯電話にご注意 通話中に微量の放出「脳腫瘍の成長を促進」 

英紙が報道 ホント？ 

 今や中高生らの必携品にまで普及した携帯電話が、人間の健康を害する可能性があると、14日付英紙サンデー・タイムズ

が報じた。衝撃報道の内容によれば、携帯電話からはマイクロ波が放出され、動物実験では脳腫瘍（しゅよう）の成長を促

進するなど、頭部に影響があるとしている。放出量はあくまで微量で、メーカー側は健康に影響はないとしているが、同紙

では「頻繁な使用は控えるように」との科学者のコメントを引用。今後日本にも波紋を広げそうな話だ。（国際電話、共同） 

メーカー側「害はない」 

 「携帯電話を頻繁に使う人は、かなりダメージを受けているかもしれない」英紙サンデー・タイムズの衝撃記事は、いき



なり不気味な警告から始まっている。さらに、「マイクロ波は 大 70％も頭に吸収されている」とズバリ指摘し、見出しに

は「デンジャー！（危険）」の文字がでかでかと飾る。 

 同紙によると、携帯電話はアナログ、デジタルの両方式とも、電子レンジで使われているのと似たマイクロ波を使用して

いるという。当然、その量はごくわずかで、周波数も異質。これまで、そのマイクロ波は頭部に均等に吸収されるとされて

いたが、 近の調査で、頭骨内部の一定部分に集中することが判明した。 

米国の研究では、携帯電話と同種のマイクロ波をネズミの頭部に照射したところ（１）デオキシリボ核酸（DNA）配列に異

常が出た（２）脳腫瘍の成長を促進する可能性がある――などの結果が出たといい、いよいよ携帯電話による“健康侵害説”

が現実味を帯びてくる。 

マイクロ波といえば、オウム真理教が遺体焼却装置にも転用した電磁波の一種。非常に強力なマイクロ波であれば、人体に

あてた場合「体内の水分が完全になくなり、ミイラ状になる」（電子工学専門家）という。携帯電話のマイクロ波放出基準設

定に当たっている科学者によれば、多くの携帯電話から漏れ出ているマイクロ波は100～600ミリワットと、ごく微量だが、

「頻繁な使用は控えるように」と、この科学者は警告する。 

同紙によれば、メーカー側は放出量が微量であり、あくまで健康に影響はないとの立場を取っているが、電話本体の素材の

工夫で放出量を90％抑える新型を既に開発している、とホッと胸をなでおろさせてくれる内容にも触れて締めくくっている。 

検証もう一度必要か 

 斎藤成文・東大名誉教授（マイクロ波工学）「電磁波が身体に影響があるというのは10年ほど前から指摘されていた。私

が郵政省の電気通信技術審議会の会長を務めていたころの検討課題でもあった。結局、電磁波による身体への影響を完全に

は立証できなかった。携帯電話はここ数年で一気に普及し、身体への影響も含め新たな問題が出てきているのを耳にする。

身体への影響については、脳に近いところで電磁波が出ているのだから、もう一度検証する必要があるかもしれない」 

 

（『サンデー毎日』1993年4月11日号） 

10年後、電磁波症候群が襲う 

電磁波が“危ない”。米国では、携帯電話からの電磁波で脳腫瘍になったとメーカーが訴えられている。 

ハイテク社会にあふれる電磁波。本当に人体への影響があるのだろうか。 

パソコン、ワープロ、テレビなど身近な電化製品は、大丈夫か――。 

 「妻が脳腫瘍で死亡したのは携帯電話のせいだ」 

 米国フロリダ州に住む男性が、1992年4月に、NECアメリカ社など携帯電話製造会社を相手取って起こした訴訟が、思

わぬ波紋を広げている。騒ぎのきっかけは、訴え出た本人が 近CNNテレビに出演したことだ。 

 原告の言い分は、 

「妻が数年にわたり毎日長時間、携帯電話を使用した結果、電話からの電磁波が生体に悪影響を与え、脳腫瘍になって死亡

した」と、かなりショッキングな内容なのだ。 

 「携帯電話と電磁波と脳腫瘍。一体どんな因果関係があるのか？」 

 首をひねる人も多いだろう。しかし、電磁波の人体への悪影響については、米国を中心とした海外の科学者によって、5



千例以上の報告がなされている。リポートの一部を紹介するのは後回しにして、そもそも電磁波とは何なんだろう。 

 本誌で「DNAミステリーツアー」を掲載している科学評論家・佐川峻氏に聞いてみた。 

 「放射線、光、電波を総称した呼称」 

 なんだそうだ。だからX線も電磁波である。さらに詳しく説明すると、 

 「電磁波は、電界と磁界が相互共存しながら振動して伝わる波動のこと」で、周波数（波長）の違いによって、分類され

る。周波数の高いほうから、放射線、紫外線、可視光線、赤外線、マイクロ波、ラジオ周波、超低周波など――。なかでも

近年、関心が高まっているのが、マイクロ波以下の人工的な電波なのだという。 

 こうした人工的な電波は、テレビやラジオ放送、通信電波に限らず、あらゆる電気製品、OA 機器、送電線から放射され

続けている。しかも、ハイテク社会の進展に伴い、地球上の電磁波は年々増えているのだ。 

 もし、本当に電磁波（電波）が人体に悪影響を与えるとしたら、人類は絶滅の危機に向かって歩んでいることになるので

はないか。海外の科学者の報告を見てみると、決して大袈裟な話ではないと思えてくるのである。 

 例えば、スウェーデンのカロリンスカ研究所は、 

 「送電線の近くに住み、弱い電磁波にさらされている子供は、白血病にかかる割合が通常の4倍にもなっている」という

調査を発表し、送電線からの電磁波の悪影響を指摘した。 

 米国のジャーナリストのポール・ブローダー氏が、89年に雑誌『ニューヨーカー』に発表した“メロウ通りの厄災”とい

われる悲劇もそのひとつ。コネティカット州ギルフォード市郊外にあるメロウ通りには9軒の民家が並ぶが、その住人4人

が次々と白血病、脳腫瘍で死亡。近くにある高圧送電線が"犯人"だというリポートである。 

 電気技師、電話架設工など、電磁波にさらされる仕事を続けていると、男性でも乳がんになりやすいという報告をしたの

は、ワシントン大学のポール・デーマス教授。ラット実験では、乳がんの発生を抑制する働きのあるメラトニンというホル

モンの生成を、電磁波が阻害したと報告している。 

 また、近年、注目され始めた「テクノ・ストレス症候群」は、パソコン、ワープロなどのVDT（端末表示装置）からの電

磁波が原因の一つといわれる。目の疲労、肩凝りのほか、はなはだしい時はキーボードを操作するOLが流産するという説

まである。 

 こうした事例を列挙していくと、電磁波“悪魔説”はかなりの説得力を持つのだが、科学的にはまだ因果関係は立証され

てはいない。 

 「病気の人間を調べるなかで、共通要素として『電磁波』が導き出された。これは疫学調査の結果が主流であって、動物

実験などによって再現性が確認されてはいない」（財団法人「電力中央研究所」） 

 とはいっても、電磁波が人体に悪影響を与える場合があることは確かなようである。多量に浴びたら、放射線はがんを誘

発し、遺伝子を損傷するし、紫外線は皮膚がんや白内障を、可視光線でさえ、眼精疲労を導くのだ。 

眼球やこう丸が特に危ない！ 

 電磁波被害の研究者として知られる山梨医科大学の中原英臣助教授は、こう警告する。 

 「実験データがないからといって電磁波が“シロ”とは言えない。むしろ、さまざまな疫学調査は人体への悪影響を予想

させる。確かに、携帯電話からのマイクロ波は、出力が1ワット程度と微弱ですから、常識的には、人体への影響はないだ



ろう。しかし、この波長は、ちょうど、眼球の大きさに吸収されるものであり、脳細胞に無害だとも言い切れない」 

 中原助教授によると、電磁波には、（１）熱効果と（２）非熱効果の二つの大きな作用がある。 

 熱効果とは、あるものが電磁波のエネルギーを吸収し、組織の温度が上がる作用のことだ。人体で影響が特に問題とされ

るのは、眼球やこう丸。たとえば、電子レンジのドアが開いていたりしてマイクロ波が目に照射されると、目のレンズ部分

の温度が上昇し、白内障が発症する場合がある。これは典型的な熱効果で、卵の白身が熱で白く固まるメカニズムと同じで

ある。 

 他方、非熱効果とは、特定の細胞に影響を与える作用を指す。「遺伝子を構成している 4 つの塩基は、鎖状になり電子と

イオンでくっついている。ある電磁波の影響を受けて、遺伝子の塩基が損傷を受けないと言い切ることはできないでしょう」

（中原氏）というわけである。が、この方面の研究はほとんど進んでいないのが現状という。 

 電磁波の人体への悪影響は海外では、意外に早い時期に認識されていたようで、旧ソ連（現 CIS）では安全基準が 59 年

に作られている。その後、各国が基準作りに進出し、WHO（世界保健機関）は84年にガイドラインを作成。遅ればせなが

ら日本でも郵政省が90年に「電波利用における人体の防護指針」を発表している。 

 防護指針に照らすと、携帯電話の電磁波は、有害と定めた 低基準の十分の一程度で、「問題はない」（NEC 広報部）こ

とになる。さらに、国内の送電線周辺に住む人も、「送電線の真下で傘を開き、その柄に触れてもびりっと感じない電界（3

キロボルト／メートル以下）になっていて、基準値とは一、二ケタ違うほど低い値に抑えてある」（財団法人「電力中央研究

所」）そうだ。 

 本格的な研究が進んでないとはいえ、不安を抱いている人は多い。88年から電磁波をカットするベストやエプロン、フィ

ルターの製造販売をしている日清紡（本社・東京）は、「ここ数年、コンピューター関連会社やソフト会社、パソコン教育を

始めた学校関係者、パソコンマニアからの引き合いが多い。疑わしきは、防いでおこうという発想からなんでしょうが、商

品の人気は高まっています」と話している。 

「電子レンジの中は覗かない」 

 ところで、身近な電磁波は、本当に安全なんだろうか。研究者らの意見を総合すると次のようになる。 

 「電磁波の強さは距離の 2 乗に反比例するので、テレビは、離れて見るほうが良い」「万一に備え、電子レンジの中は覗

かないほうがいい」「携帯電話、コードレス電話の周りは放射状に電磁波が出てる。心配な人はコード電話を使っては」 

「電気毛布は電界強度が高いから、気をつけたほうがいいかも。妊婦の影響を心配する意見もある」「ポケットベルは電磁波

が微弱だからまずは大丈夫」「上空からシャワーのように降るBS（衛星放送）の電波はどうしようもない」――。 

 一方、金沢工業大学の雨宮好文教授は、 

「米国で弱い電磁波を猿の目に照射したところ角膜内皮が損傷したという報告があるんですが、同じ実験を私の研究室で行

ったら、何の変化もありませんでした。実験によってまちまちの結果が出ているのが現実です。研究はきちんとすべきです

が、安全基準以下の電磁波であれば、ことさら騒ぐ必要はないのでは･･･」と語る。 

 ともあれ、ハイテク社会の進展は、ここ十数年のことだ。このため研究者の多くは、電磁波による人体への悪影響がある

とすれば、顕在化するのは10年、20年先のことだろうと、予想している。電磁波症候群などという新語ができる前に、科

学的に明快な結論を導き出してほしいものである。                           矢崎公二 



（1992.11.21付山陰中央新報） 

女の健康 女の病気 流産や奇形児出産の報告も 電磁波にご注意 

 

 電気器具がなければ、生活が成り立たないほど日常の生活器具は電化されている。ところで、身近にある家電製品の生じ

る電磁波が生態に及ぼす影響について考えてみたことがありますか。 

 電磁波を応用した医療機器には、診断装置の核磁気共鳴診断装置（MRI）や治療に用いる温熱療法や高周波療法などがあ

る。健康器具の中にも、しばしば広告に見られる磁気が血行を良くし、疲労を取る器具が登場している。 

 規模では比較にならないが、超電動型リニアモーターカーの試験運転で火災事故が起きた際に、磁場の危険性について論

じられたことがあった。安全性の問題では心臓病でペースメーカーを装具している人への影響である。 

 電磁波の強さによって障害の程度は異なるが、身近な例では、 近の新聞記事に身の回りに磁気製品が多くなって、クオ

ーツ時計が狂う例が増えたと報じている。米国の報告では、高圧線下の住民に白血病や脳腫瘍（しゅよう）が多発している

という。 

 変電所や高圧線がつくり出す低周波電磁波が人間の健康に害があるのではと心配されているが、このことについての検証

は見いだされていない。しかし、絶対に安全とも断言できない。 

 電磁波をつくる器具には、電子レンジ、テレビ、電熱器、電磁調理器、掃除機、ヘアドライヤー、電気毛布、電気カーペ

ット、コピー機、携帯電話などがある。 

 日常使う電化製品には電波漏れを防ぐ安全装置を施しているとはいえ、長時間そばに置いている状態では注意が必要であ

る。 

特に、電子レンジの扉をきちんと閉めないでのぞき込むと白内障を発病する。テレビを見るときは画面から2メートル以上

離れること。妊娠初期に電気毛布を使用すると、流産や異常出産が多い。OA 機器のオペレーターに奇形児出産が多い。携

帯電話の目の高さでの受信は白内障を発病するなどの注意や報告が知られている。 

 OA 病や VDT 病は精神的ストレスによって起こるだけでなく、電磁波によって現れた電波症候群とも言える。電波症候

群は、ちょうど不定愁訴症候群に似ている。顔面紅潮、興奮、神経質、疲労、けん怠、憂うつ、不眠、目まい、頭痛、月経

異常などである。 

 人間の感覚の鋭さは、目、耳、鼻、舌、皮膚の順というが、電流に も敏感なのは目であり、次いで舌である。従って、

目の障害が強く現れる。 初は目が疲れる、目が痛い、涙が出る、視力が落ちたなどの症状が出る。作業時間が増えると涙

の量が減り、ドライアイになる。また目の周囲にけいれんを訴える人もいる。 

 これらの症状は映像のちらつき現象にも影響されるが、神経性ストレスが加わると増幅する。さらに、指や腕が痛む、手

がしびれる、肩が凝る、頭痛がするなどの頚腕（けいわん）症候群が加わる。 

 近は、家庭でもワープロ作業をすることが多くなってきた。連続操作するときは一時間ごとに 10～15 分の休憩を取る

こと、視距離を40～60センチあける。一日の作業時間を四時間以内にするなどの労働省のVDT障害防止ガイドラインがあ

る。 

 



（1992.9.13付東京新聞） 

見る距離よりも電磁波が怖い！！ 目や筋肉の疲労・・・心身症にも 

 悪名高き"ウサギ小屋"はなかなか解消されないのに、どんどん大きくなってきたのがテレビ受像機。どれだけ画面と離れ

て見ればいいのか、見過ぎるとどんな問題があるのか気になるところだ。誕生して 66 年、ファミコンやビデオ鑑賞にも利

用され、今や日常生活の欠かせぬパートナーになったテレビとのつきあい方を改めて考えてみると――。 

テレビとの距離 

 家庭用テレビは大きくなってきた。すこし前は22型で「大型」だったが、今では25型で普通。正式な定義はないものの

「大型」は26型以上だ。 

 日本電子機械工業会によると、昨年の全カラーテレビの国内出荷数の中の 26 型以上の割合は、四分の一で 10 年前の 17

倍。 

 その一方にあるのが特に都市部の窮屈な住宅事情。建設省によると昭和63年の住宅平均床面積は全国平均の約89平方メ

ートルに対し、京浜大都市圏は約70平方メートル、同圏の半数を占める賃貸住宅は約38平方メートルだ。 

狭いわが家でどれだけ離れてテレビを見ればいいのか。NHK放送技術研究所は「現行テレビ（走査線525本）の場合は、

画面のたての長さの7倍ほど離れれば走査線の一本一本が識別できないので見やすく目も疲れない」という。 

 これをもとに計算すると、25 型テレビで約 2.7 メートル、一時期ブームになった 29 型テレビで約 3.1 メートルが適正距

離。昔はよく「2メートル離れろ」と言われたが、テレビが大型化して距離も少し伸びた勘定だ。 

ハイビジョンは別？ 

 ちなみにメーカー側は「見やすさ」を追求したテレビの商品開発がより「目に優しい」テレビを作ってきた、と自負して

いる。「電灯など外光の映りこみの少ないフラット画面とピントの向上」（ソニー）、「解像度の改善や部屋の明るさに画面の

明るさが連動する装置」（松下）などだ。 

 しかし、距離に関しては事情が違うのがさらに大きなハイビジョンテレビ。「走査線が1025と約二倍。画面全体がきめ細

かくなるので、半分の距離（たての三倍）で構わない。近づいた方が画面が左右に広がって臨場感が味わえる」（NHK技研）

という。 

 大きな画面は離れて見る、というこれまでの常識とは逆。目の健康は大丈夫なのか、気になる。 

電磁波に注目 

 だが、コンピューターなどのモニター作業者の眼精疲労や健康障害について研究を続けてきた北里大学医学部の石川哲教

授（眼科）は、距離よりもテレビが発する電磁波に注意を促す。 

 電磁波は目の疲れや細胞の中の代謝などに影響し、夜眠れなくなったり、肩や手の筋肉が疲労する。重なると心身症にも

結びつく。北欧各国は電磁波の許可基準が日本以上に厳しい、という。 

 「普通の健康状態ならまず大丈夫ですが、風邪など病気の場合はなるべく電磁波を避けた方がいい。子供はテレビに近づ

きがちだが、 低1メートルは離れた方がいい」 

 気になるハイビジョンテレビと電磁波の関係だが、「まだデータがない」（石川教授）とのことだった。 

テレビと子供たち 



 昨年、東京、神奈川、埼玉の小学生（高学年）約 1700 人を対象に子供のテレビ視聴を調査した「モノグラフ・小学生ナ

ウ テレビ」（福武書店教育研究所編）のデータによると、43％の子供が子供専用テレビを持ち、ファミコンやビデオなど

の利用も活発だった。「おやじのチャンネル権」など死語も同然だ。 

 板橋区立赤塚第三中学校教諭で映像文化批評家の四方繁利さんはメディアにどっぷり浸かり、自閉症的な傾向をみせ始め

た子供たちに注目、昨年出した「メディアボーイ」（民衆社刊）という本の中で、人間の成長とメディアについて論じた。 

「昔と違って、子供たちの親自身がテレビで育ったテレビっ子。自分たちが見っぱなしだから子供が見過ぎても注意できな

い。それにリモコンを使ったつまみ食い視聴も問題。子供たちに聞くと、いろんな番組を知ってはいるが、その内容やメッ

セージが全然理解できていない」と四方さん。 

 「民放のおかげで『コマーシャルの時間』がないと授業でも集中力が持続しにくい。一時間番組にならって 15 分前後で

話題をガラリと変えるような授業展開をしてみたら、うまくいったくらいで……」と苦笑している。 

 

（『FLASH』1990年8月14日号） 

米国で大問題に･･･高圧電線の下に住むとガンになる!?  

低周波電磁波が細胞に与える影響が取りざたされて、すでに深刻な社会問題に発展 

 “高圧送電線から出る低周波電磁波がガンや奇形児の原因になる”。こんなショッキングな話題が米マスコミで相次いで取

り上げられた。電磁波の人体に及ぼす影響については、かなり以前から言われてはいた。日本でもロケット博士として有名

な糸川英夫氏が、科学専門雑誌『オムニ』の昨年3月号に掲載した論文のなかでリニアモーターカーを例に引き、そこから

出る電磁波が遺伝子に作用し、ガンや奇形児が生まれる可能性があると指摘している。 

 その電磁波の発生源として、今アメリカで問題にされているのが高圧線なのだ。雑誌『ニューヨーカー』7月9日号では、

アスベストの危険性を世界にいち早く伝えたことで知られるポール・ブローダー記者が数十ページにわたる特集を組み、ニ

ューヨークっ子の度肝を抜いたばかり。そのなかで同記者は、コネチカット州ギルフォード市のメドゥーストリートの恐る

べき実情を語る。 

 ここには変電所があり、家の上空に高圧線が張り巡らされている環境なのだが、変電所がパワーアップした'50 年代後半

以降の 30 年間に、住民に異変が起こり始めたという。「ここにはわずか 10 軒ほどの家しかないのに、脳腫瘍やガンで倒れ

る人が相次ぎ、背骨が湾曲した奇形児や精神薄弱児も何人か生まれている」。同記者はそうリポートする。また、併せてカリ

フォルニアのある変電所に隣接する地域では、7年間に6人もの子供や若者が白血病やリンパ腫で倒れた事実も載せている。 

 訴訟国家といわれるアメリカでは'85 年以降、流産やガンなどとの因果関係を問う医学的なケース、高圧線があることで

土地、建物の価格が下がったとする不動産関係のケースで100件以上の訴えが出されているという。 

 ただし、こんな意見もある。語るのは電気情報工学が専門の名古屋工大・池田哲夫教授。「まだ、実験室でははっきりした

因果関係は出ていません。もっと疫学的に調べないと、ガンに対して決定的な因果関係を持つとは考えにくい」。東京電力も

「今後も調査を続け、十分配慮していきたい」と関心の低さを物語るコメント。 

 しかし、日本全国には6千600ボルト以上の高圧線が76万4千702キロにわたって張り巡らされている。また、コンピ

ュータの端末ディスプレーや電気毛布からも電磁波は発生する。医学的な因果関係ははっきりしないとはいえ、不気味さは



募るのだ。 


