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電磁波問題に関する意見書 

 

２０１２年（平成２４年）９月１３日 

日本弁護士連合会 

 

現在，電磁波による健康被害を懸念する声が多く聞かれ，当連合会にも市民団体等

から電磁波の法規制に関する取組を要望されているところである。 

また，現在多くの国が準拠する国際非電離放射線防護委員会（ＩＣＮＩＲＰ）1によ

るガイドライン（以下，「ＩＣＮＩＲＰガイドライン」という。）2よりも低い強度の電

磁波と小児白血病，がんなどの因果関係を示唆する研究も，日本の国立環境研究所首

席研究官であった兜真徳氏らによる研究など，多数存在しているところであり，それ

らの研究結果を受け，様々な国際的機関が，電磁波の健康被害に対して警鐘を発して

いる。２００８年９月には，欧州議会が，電磁波に関する現在の基準が妊婦や新生児，

子どもといった脆弱なグループには不十分であることを批判する決議を出し，２０１

１年５月には，欧州評議会議員会議が，特に若者や子どもに大きなリスクがあること

から電磁波に関する予防原則の適用を求める決議を採択している。 

また，同じく２０１１年５月には，国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）3が，高周波電磁

波を「グループ２Ｂ」（発がん性があるかもしれない）に分類したことは記憶に新しい

ところである。 

もっとも，現在までのところ，ＩＣＮＩＲＰガイドラインよりも低い強度の電磁波

で健康被害について，科学的因果関係が証明されているとまではいえない状況である。 

 しかし，電磁波による健康被害として懸念される疾患には，上記のとおり小児白血

病，がん等，生命の危険も含まれており，厳密な科学的知見の確立を待っては取り返

しのつかない大きな被害を発生させてしまう危険性もある。 

 また，そのような重大な問題に関し，規制を所管するのが総務省，経済産業省とい

った電力や電波を利用する側の企業を所管する省庁であることも，健康被害を防止す

ることが軽視される可能性があり問題であると考える。 

そこで，当連合会としては，予防原則の観点に立ち，たとえ科学的な知見が確立し

ていないとしても，将来の健康被害の発生，特に影響を受けやすいと思われる子ども

                                            
1 国際非電離放射線防護委員会（ＩＣＮＩＲＰ:International Commission on Non-Ionizing Radiation 

 Protection） 
2 「時間変化する電界，磁界及び電磁界による曝露を制限するためのガイドライン（３００ＧＨｚまで）」１９

９８年４月制定，２００９年一部改訂 
3  国際がん研究機関（ＩＡＲＣ：The International Agency for Research on Cancer） 
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たちや病人の健康被害の発生を防止するため，以下のことを求める次第である。 

また，将来の健康被害の発生防止という観点とは別に，現在，電磁波過敏症として，

実際に電磁波による被害で苦しんでいる方々も存在していることを踏まえ，人権保障

の観点から，電磁波過敏症の方々への一定の対策もあわせて求める。 

 

第１ 意見の趣旨 

１ 新たな安全対策の創設 

国は，電磁波の安全対策の在り方について調査，研究し，人の健康及び環境を

保護するために，「電磁波安全委員会（仮称）」を新たに設置し，以下の内容を含

む立法及び組織作りを行うべきである。 

(1) 組織の内容 

「電磁波安全委員会（仮称）」は，中立，公平な立場から電磁波に対する安全

対策を行うために，業界を所管する省庁から独立した組織とし，その構成員は，

関連企業からの利益供与の有無及び内容を明らかにした上で，電磁波の健康影

響に関して見解を異にする様々な立場から選任すべきである。 

(2) 暫定的規制の実施 

 電磁波に関する安全対策のために，予防原則に基づいて，幼稚園，保育園，

小学校，病院等が存在する地域をセンシティブエリアと指定し，他の地域より

厳しい基準を設けることを検討するべきである。 

(3) 電磁波放出施設に関する手続規制と情報開示 

① 携帯電話中継基地局等の電磁波放出施設を新設する場合，当該基地局周辺

の住民に対する説明を行った上，新設することの是非について住民との協議

を行う制度の実現を図るべきである。 

② 住民が携帯電話中継基地局等の電磁波放出施設の場所を知ることができる

ための情報公開の制度を設けるべきである。 

２ 実態調査 

(1) 国は，電磁波の健康被害に関する研究がいまだに不十分であることを踏まえ，

関連企業からの利益供与の有無及び内容が公開された研究者により，公正に構

成された調査・研究機関を設置し，以下の調査及び分析を行うべきである。 

① 高圧電線の近くに居住する住民や，携帯電話中継基地局周辺に居住する住

民の健康被害についての実態調査の実施。 

② 携帯電話の使用頻度と健康被害との実態調査の実施。 

③ 電力会社や携帯電話事業会社等，強い電磁波の曝露を受けている企業に勤
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務する労働者について，職業曝露4と健康被害についての実態調査の実施。 

(2) 以上の実態調査の結果で新たな科学的知見が得られた場合には，国は，電磁

波の規制値を見直すべきである。 

３ 電磁波過敏症対策 

国は，電磁波過敏症の方々がいることを踏まえ，人権保障の観点から，公共の

施設及び公共交通機関には電磁波のオフエリアを作る等の対策を検討するべきで

ある。 

 

第２ 意見の理由 

１ はじめに 

(1) 電磁波問題を取り扱う意義 

私たちの身の回りには，携帯電話機・中継基地局などから放出される高周波，

送電線や一般家電製品などから放出される低周波など，様々な周波数・強度の

電磁波が飛び交い，私たちは無自覚なまま大量の電磁波にさらされているとい

える。 

このような状況の中で，近年，電磁波による健康影響が懸念されるようにな

り，携帯基地局の設置に反対する住民による訴訟も提起されている。また，「電

磁波過敏症」と診断される人々もおり，これらの人々は「化学物質過敏症」の

患者と同じく，日常生活に多大な支障を来しているのが実情である。 

電磁波による健康影響や「電磁波過敏症」の発症原因やメカニズムについて

は，科学的に解明されていないことが少なくない。しかし，電磁波の中には，

人の健康や環境に有害な作用を持つものもあることがわかっている。例えば，

Ｘ線や，福島第一原子力発電所事故で健康影響が懸念されているγ線などの電

離放射線は，生体の細胞の染色体を損傷し，白血病や遺伝障害を引き起こすこ

とが知られている。 

また，このような電離作用がない電磁波でも，発熱作用があり，人・生物に

悪影響をもたらすことは広く認められている。ＩＣＮＩＲＰでは，このような

熱作用・刺激作用についてのガイドラインを定めており，我が国をはじめ，こ

れに基づく規制を行っている国は多い。 

しかし，近年，ＩＣＮＩＲＰガイドライン以下の低レベル曝露による発熱作

用以外の健康影響を示唆する疫学研究等が報告され，その取扱いをめぐって

様々な対応がなされている。送電線などの低周波磁界については，国際がん研

                                            
4 ある職業に従事しているために受ける曝露 
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究機関（ＩＡＲＣ）において「グループ２Ｂ」（発がん性があるかもしれない）

に分類されており，ＷＨＯ5でも予防的アプローチによる対応もあり得ることが

指摘されている。さらに，２０１１年６月には，ＩＡＲＣは携帯電話などの高

周波電磁波についても「グループ２Ｂ」に分類した。 

こうした状況の中，科学的に完全な証拠があるとはいえないとはいえ，低レ

ベル曝露への健康影響についての懸念があることや予防的アプローチを重視し

て，スイスのように規制値の強化に踏み切った国や，イタリアのように学校・

病院などセンシティブエリアでの基準強化などの対策に踏み切った国もあり，

また，スウェーデンなど人権保障の観点から「電磁波過敏症」の人々への対策

を講じている国も見られる。総じて，不確実なリスクに対しても，不確実性ゆ

えに何もしないのではなく，何らかの現実可能な対応を行っていこうという，

予防的アプローチの姿勢が窺える。 

一方，我が国においては，ＩＣＮＩＲＰガイドラインに準拠した規制がある

のみで，低レベル曝露への対応は全くなされていない。しかも，低周波規制は

経済産業省，高周波は総務省と，それぞれ業界所管省庁が規制担当部局も兼ね

ている。 

しかし，業界所管省庁はどうしても業界の立場に配慮して安全性が軽視され

がちであることは，今回の福島第一原子力発電所事故をはじめ，過去の公害事

件の検証からも明らかである。特に予防的アプローチに基づく政策を講じるに

当たっては，真に国民の健康と環境を守る立場に立って，様々なステークホル

ダー間での合意形成に努める必要があり，独立した中立公正な組織の設置が不

可欠といえる。 

その上で，国が，電磁波による影響から国民の健康と環境を守るための予防

的アプローチに基づく対策や，「電磁波過敏症」の人々への人権保障の観点から

の施策を検討することは急務である。 

本提言は，このような電磁波問題に関する国の施策の在り方について，以下

の理由（２項以下）から提言するものである。 

(2) 本意見書で扱う電磁波 

本来，電磁波は，周波数の低い家電製品などから発生する低周波6から，周波

数の高い電磁波ではＸ線やγ線といった電離放射線まで，幅広く含む概念であ

る。 

                                            
5 世界保健機関（ＷＨＯ：World Health Organization） 
6 低周波の内，超低周波，極低周波と呼ばれる周波数帯もあるが，本意見書ではそれらも含めて低周波と呼ぶ。 
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もっとも，電磁波のうち，Ｘ線やγ線などの電離放射線については，別途放

射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律で規制されているので，

本意見書では扱わない。 

また，近年問題となっているのは家電や高圧電線などから発生する低周波や，

携帯電話等で使用されている高周波などであるから，非電離放射線のうち赤外

線以上の周波数のものも扱わない。 

以上より，本意見書で取り扱う電磁波は，それ以下の周波数のもの，すなわ

ち電波法上の「電波」（３ＴＨｚ
テ ラ ヘ ル ツ

以下の電磁波）であり，以下でも，「電磁波」

と記載するときは，電波法上の「電波」に当たる電磁波を指す。 

２ 予防原則に基づく安全対策を実施すべきこと（「第１ 意見の趣旨」１(2)） 

(1) 電磁波が原因であることが懸念されている健康影響 

① 研究結果や報告等で示唆される健康影響 

まず，電磁波の健康被害が懸念されるようになった背景には，電磁波によ

る健康影響を示唆するような研究結果や報告等が存在するからである。それ

らにより示唆されている健康影響としては，以下のようなものがある。  

② 低周波（高圧送電線等）と小児白血病  

ア 低周波と小児白血病の関係を示唆する研究 

電磁波の健康影響について，早くから問題とされていたのは，低周波と

小児白血病との関係である。 

まず，電磁波による公衆への健康影響が問題になったのは，高圧線近く

での小児白血病の増加を指摘したワルトハイマー(米)の１９７９年の疫学

論文「電線の形状と小児ガン」と，これを追試したニューヨーク州送電線

研究所の支持（１９８７年）によるといわれている。その後，１９９３年，

スウェーデンのカロリンスカ研究所が，０．２μ
マイクロ

Ｔ
テスラ

以上の曝露で小児白血

病が２．７倍に増加するという報告を出している。 

また，日本でも，兜真徳氏らによって，文部科学省科学技術振興調整費

を活用して行われた「生活環境中電磁界による小児の健康リスク評価に関

する研究」（１９９９～２００１年）（以下「兜報告」という。）では，子ど

も部屋の平均磁界レベルが０．４μＴ以上だと小児白血病の発症率が２．

６３倍に増加するという，他の疫学調査とほぼ同様の結果が示された。 

イ 国際機関の評価 

以上のように，低周波と小児白血病の関係を示唆する研究が多数存在し

ている上，国際機関でも低周波とがんの関連性を認める評価がなされてい
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る。 

まず，ＩＡＲＣ は，２００２年，低周波磁界（５０／６０Ｈｚの商用周

波磁界）をグループ２Ｂに分類した。 

また，ＷＨＯは２００７年６月，ＩＡＲＣの評価を受け，環境保健基準

Ｎｏ．２３８（ＥＨＣ：Environmental Health Criteria。以下「クライテ

リア」という。）を発表した。そこでは，低周波とがんについての一定の関

連性を認めた上で，防護措置として，「慢性影響の存在については不確実性

がある。ゆえに，予防的アプローチの使用が是認される」と指摘され，低

周波界曝露に関する曝露ガイドラインを制定すべきである，超低周波界曝

露の健康影響に関する科学的証拠における不確実性を減らすため，研究プ

ログラムを推進すべきである，などと勧告されている7。 

③ 低周波とその他のがんについて 

２００７年に発表されたバイオイニシアティブ報告書8の「公衆のため要

約」（翻訳・加藤やすこ他（『市民科学』第１５号（２００８年４月）以下同

じ。）では，「超低周波電磁波への曝露が小児白血病の原因になることは，ほ

ぼまちがいない｡」と指摘した上で，低周波とその他のがんの関係についても

指摘している。 

まず，成人の白血病については，「電磁場曝露」が「関連している」とし，

「小児期の曝露」が「成人後の発病の危険を増加させる」と指摘している。  

また，乳がんについて，「作業中の女性に関する研究からの証拠は，１０ｍＧ
ミリガウス

以上の超低周波への長期的曝露が，乳がんの危険要因であることを強力に示

唆している｡」と指摘し，結論として，「超低周波は乳がんの危険要因であり，

重大な結果を招くその曝露水準は，多くの人々が家庭や職場で曝露している

水準と変わらないということである｡」，「危険の合理的な懸念が存在し，新規

の超低周波基準を勧告し，予防的措置を制定するのに十分な証拠もある｡」と

                                            
7  もっとも，ＩＣＮＩＲＰガイドラインの変更を促すような影響は認めていない。また，ＷＨＯはファクト

シートにおいて，「低周波磁界が小児白血病の発症率を高めるとする疫学研究があるもののその原因が磁界

曝露であるかは不確実」としている。 
8  「BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for 

Electromagnetic Fields (ELF and RF)」２００７年７月，１４名の科学者や公衆衛生・公共政策の専門家ら

によって研究発表された報告書（生物学に基づいた超低周波ならびに高周波の公衆曝露基準のための理論的

根拠）。報告書では，超低周波や高周波の電磁波が，上記に掲げたほかいくつかの疾患の原因となる可能性

を指摘する。また利害関係にとらわれずに科学文献を合理的に評価してみると，低強度の慢性的曝露による

害を規制するためには既存の基準は不十分であったことが分かるとして，ＩＣＮＩＲＰのガイドラインやＦ

ＣＣ（米国連邦通信委員会）のガイドラインを否定し，超低周波について暫定的な限度値として２ｍＧG未満

（送電線に近い居住空間，子供・妊婦のいる居住空間は１ｍＧ），高周波について予防的限度値として０．

１μＷ／c㎡を提唱している。２００７年８月，欧州環境庁（ＥＥＡ）が報告書の支持を発表した。 
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している。 

④ 高周波とがん 

携帯電話（主に８００ＭＨｚ～２ＧＨｚの高周波）の使用と脳腫瘍との関

連について，インターフォン研究9の結果，２０１１年５月，ＩＡＲＣは，携

帯電話などの高周波をグループ２Ｂ（発がん性があるかもしれない）に分類

した。 

ＩＡＲＣの２Ｂ分類を受けて，国立がん研究センター（日本）は，「１６４

０－２０００時間にもおよぶ累積通話時間が大きい群では，グリオーマ10の

発生のリスクがあることが報告されており，過度の携帯電話による通話は避

けたほうがいいと考える。子供は成人に比べて携帯電話によるエネルギーの

脳への影響が２倍以上という報告もあることや，２０歳未満の子どもが長時

間携帯電話で通話した場合の発がんへの影響についてはまだ報告されていな

いため，小中学生・高校生の携帯電話の使いすぎは注意すべきである。」と警

告している11。 

なお，高周波に関しては，ＷＨＯは前述の低周波と同様のクライテリアを

まだ公表していないが，今後公表する予定とされている12。 

⑤ 電磁波（低周波・高周波）が遺伝子に及ぼす影響 

前述バイオイニシアティブ報告書「公衆のための要約」では「がんの危険

は，成長と発達の遺伝的設計図を変更するＤＮＡの損傷に関連している｡ＤＮ

Ａが損傷されれば，損傷された細胞は自然死しない危険がある｡代わりにＤＮ

Ａを損傷された細胞は増殖をつづけ，それががんの前提条件のひとつになる｡

ＤＮＡ修復の減少もまた重要な役割を果たし得る｡ＤＮＡの損傷率がその修

復率を上回れば，変異が保持されがんが発症する可能性がある｡低周波電磁波

と高周波のＤＮＡへの作用の研究は，がんとの関連もあり得るので重要であ

る。」，「低周波電磁波と高周波の両者は，既存安全基準を下回る曝露水準を含

むある種の条件下で，遺伝毒性(ＤＮＡの損傷)を示すと思われる｡」と述べて

                                            
9 インターフォン研究: 「携帯電話使用と脳のがんのリスクに関するインターフォン研究」（２０１０年５月

報告）ＩＡＲＣを中心に日本を含む１３か国の研究データをもとにした大規模疫学研究。 
10 悪性脳腫瘍である神経膠腫 
11 もっとも，インターフォン研究が症例対照研究であるためバイアスの可能性があり人間のデータは限定的と

されたと考えられる，とも指摘している。 
12 ＷＨＯはファクトシートで，携帯電話基地局及び無線ネットワークからの無線周波数（ＲＦ）への曝露レベ

ルは非常に低く（国際基準よりも数千倍低い），これが健康悪影響を生じるという明白な科学的証拠はない

との見解で（２００６年「基地局及び無線技術」），２０１１年更新の「携帯電話」でも，全世界の携帯電

話加入件数が４６億と推定されること，長期使用による影響についての研究は進行中であること，ＷＨＯは

２０１２年までに電磁波による健康影響のリスク評価を行う予定であるなどを発表したにとどまっている。 
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いる。 

⑥ 電磁波（低周波・高周波）とその他の疾患 

がんのほか，生殖機能障害，うつ病等の精神疾患等，世界各地の研究者や

専門家らによってその発症に電磁波の影響が疑われている症状や疾患は多岐

に及んでいる。 

我が国でも，健康影響や健康被害を訴えて携帯電話中継基地局の撤去や操

業差止めを求める運動や訴訟が全国各地で起こっているが，そこで訴えられ

ている症状，疾病は非常に多岐に渡る。例えば，鼻血，耳鳴り，頭痛，不眠

症，めまい，嘔吐，飛蚊症，極度の視力低下，眼痛，嘔吐，強度の倦怠感，

甲状腺腫瘍，がんの再発などである（沖縄県医師会報における新城哲治報告

等）。また，電磁波曝露をきっかけに電磁波過敏症を発症した例もある13。 

(2) 日本の規制の現状と問題点 

日本国内において，電磁波については，高周波と低周波について，それぞれ

総務省，経済産業省が規制を行っている。 

① 高周波に関する規制（電波防護指針 総務省） 

高周波に関しては，１９９０年６月，国際放射線防護学会（ＩＲＰＡ）の

指針や米国規格協会（ＡＮＳＩ）の基準を参考として，電波防護指針が定め

られており，この指針は前述のＩＣＮＩＲＰガイドラインに準拠している。 

この日本が準拠しているＩＣＮＩＲＰガイドラインは，電磁波の熱効果を

考慮して定められており，例えば，高周波の公衆の曝露数値のガイドライン

は，例えば９００ＭＨｚの場合は４５０μＷ/ｃ㎡，１８００ＭＨｚの場合は

９００μＷ/ｃ㎡などとされている14。 

② 低周波に関する規制（経済産業省） 

低周波に関しては，電気事業法に基づいて定められた，電気設備に関する

技術基準を定める省令の第２７条１項によって，特別高圧（７０００Ｖを超

えるもの）の架空電線路について，原則として地表上１ｍにおける電界強度

が３ＫＶ／ｍ以下となるように施設しなければならないとされている。また，

                                            
13 ＷＨＯはファクトシート（２００７年６月「超低周波の電磁界及び磁界への曝露」）において，白血病以外

の小児がん，成人のがん，鬱病，自殺，心臓血管系疾患等と低周波電磁界との関連性を支持する科学的証拠

は小児白血病のそれよりさらに弱いとし，長期的影響は曝露低減により健康上の便益があるか不明なので科

学的証拠の不確かさを低減するための研究プログラムの推進，利害関係者で開かれたコミュニケーション・

プログラムの構築，新たな設備を建設する際には曝露限度低減のための低費用の方法の探索を推奨すること，

などを指摘するにとどまる。 
14 なお，低周波については，２０１０年には「時間変化する電界及び磁界への曝露制限に関するガイドライン

（１Ｈｚ～１００Ｈｚ）」で，それまでより更に緩い数値に改訂した。現在の公衆の曝露数値のガイドライ

ンは，例えば，電界が，５０Ｈｚの場合で５．０ｋＶ／ｍ，６０Ｈｚの場合で４．２ｋＶ／ｍ，磁界が，５

０Ｈｚの場合で２００μＴ(２０００ｍＧ)，６０Ｈｚの場合で２００μＴ(２０００ｍＧ)である。 
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同省令の第２７条の２によって，人によって占められる空間に相当する空間

の，電線などから出る磁束密度の平均値が，商用周波数において２００μＴ

以下になるように規制されている。 

③ 問題点 

ア ＩＣＮＩＲＰガイドラインの問題点 

まず，前述のとおりＩＣＮＩＲＰガイドラインは，電磁波の熱効果しか

考慮しておらず，慢性影響や非熱効果などが考慮されていない。 

そして，健康影響を懸念する研究データの０．４μＴ等の数字と比べ格

段に緩い数値であること，そもそもＩＣＮＩＲＰは公的な機関でないこと，

後述(3)のとおり，独自に厳格な数値規制を設ける国や地域があることなど

を考えれば，ガイドライン値が「安全値」とは決していえないと考える必

要があろう。 

イ 高周波に関する規制の問題点 

高周波に関する日本の規制は，ＩＣＮＩＲＰガイドラインとほぼ同等の

ものであり（周波数によってはＩＣＮＩＲＰガイドラインよりも緩やかで

ある。），日本の規制が熱効果しか考慮しておらず，緩やかな規制となって

いることは問題である。 

ウ 低周波に関する規制の問題点 

低周波に関しては，２０１１年に磁界の規制が新設されたが，緩和され

たＩＣＮＩＲＰのガイドラインに準拠した２００μＴという非常に緩やか

な値であることが問題であるといえる。 

(3) 先進的な取組を行う国々 

① 日本よりも厳しい規制値を採用している国 

日本の規制の現状は前述のとおり，非常に緩やかなものであるが，諸外

国には，日本よりも厳しい規制値を採用している国々が存在している。 

ア 高周波について 

高周波に関しては，日本より厳しい規制値を採用している国が多く存

在する。 

まず，スイスでは，９００ＭＨｚの携帯電話中継基地局の規制値は，

電力束密度で換算すると４．２μＷ／ｃ㎡，同じく１８００ＭＨｚでは，

９．５μＷ／ｃ㎡，９００ＭＨｚと１８００ＭＨｚの混成の場合は６．

６μＷ／ｃ㎡と，電力束密度で比較すると日本の１００分の１以下とい

う厳しい規制値を採用している。 
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また，イタリアでは学校，病院，居住地域等のセンシティブエリアに

対する注意値が設定されており，その注意値も屋内で１０μＷ／ｃ㎡と

なっている。 

その他，ロシア，ポーランド，ブルガリア，ベルギー，ギリシャ，中

国等でも日本よりも厳しい規制値が採用されている。 

さらに，２００８年５月，リヒテンシュタイン環境保護法では，基地

局所有者に対して２０１２年末までに基地局の電場制限０．６Ｖ／㎡（０．

１μＷ/ｃ㎡＝バイオイニシアティブ報告の勧告値）を達成するよう求め

た。このように，より厳しい基準を求めている国も出てきている。 

イ 低周波について 

低周波に関しては，欧州の多くの国が，磁界の規制値を日本よりも厳

格な１００μＴとしている。 

さらに，スイスとイタリアでは，一般的な規制値とは別に，人が長時

間滞在する場所について厳格な規制を行っている。スイスでは，人が定

常的にかなりの時間を過ごす場所では１μＴの予防的放出制限値を採用

している。 

また，イタリアでは，公園・住居等人が１日４時間以上滞在する場所

について，新設・既設問わない注意値として１０μＴ，新設のみに対す

る安心目標として３μＴを採用している。さらに州レベルでは，０．２

μＴ等の厳しい規制を設けている州が存在している。 

② スイスの取組について 

上記で紹介した国々のうち，特に厳格な規制をしているスイスは，以下の

ような趣旨で厳格な規制を置いている。 

スイスにおいても，規制の根拠となる科学的知見は，基本的にＩＣＮＩＲ

Ｐガイドラインということである。 

しかし，ＩＣＮＩＲＰガイドライン以下の強度でも生物学影響があるとい

う研究結果があることも考慮して，予防原則の観点から，「健康影響が存在す

る。」とまではいえなくても，「健康影響が存在するかもしれない。」というレ

ベルでも厳格な基準を採用しているとのことであった。 

もっとも，「存在するかもしれない」規制については産業界にも配慮してお

り，技術的に可能，運営可能，経済的に可能な規制にとどめており，不可能

な場合には例外を認めている。例えば，厳しい基準が定められる前から存在

していた古い高圧電線を全て新しくすることは経済的に不可能であるので，
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例外として認めており，その場合は電線の配置の仕方など，技術的に可能な

範囲で電磁波の強度を下げる措置が取られている。一方，携帯電話の中継基

地局は，電磁波の強度が低くなるように作り直すことが簡単にできるので，

既存の中継基地局も含めて，全ての中継基地局が厳格な基準を守ることが要

求されている。 

このようにスイスでは，健康影響が存在するかもしれない，というレベル

の厳格な基準を採用した上で，技術的，経済的に可能な範囲で規制を実施し

ている。 

このような規制であれば，我が国でも実施することが可能であると考えら

れる。 

(4) 近年のその他海外での動き 

以上のように，電磁波に関する厳しい規制を行う国が存在する上に，近年の

欧米諸国では，予防原則に基づき，１９９８年ＩＣＮＩＲＰガイドラインを否

定する動きも出ている。 

代表的な例では，２００８年９月４日，欧州議会が「欧州環境衛生行動計画

２００４－２０１０の中間評価に関する決議」を５２２票対１６票（棄権７票）

で採択した15。この決議は，電磁界に関して，「一般公衆に対する電磁界曝露限

度は，ＥＵ理事会勧告（１９９９／５１９／ＥＣ）以降，一度も調整されてお

らず，情報通信技術の進展，欧州環境庁や各国の勧告を考慮しておらず，妊婦

や新生児，子どもといった脆弱な集団の問題を扱っていないので，時代遅れで

ある。」などと述べ，同勧告の修正を求めている。 

また，２００９年４月，同じく欧州議会は，ベルギーのフレデリック・リエ

スが作成した「電磁界に関連する健康上の懸念」と題する報告書（以下「リエ

ス報告」という。）についての決議を圧倒的賛成多数で採択した16。その中では，

携帯電話塔などの設置制限，一般市民への情報提供，ＥＵ理事会勧告（１９９

９／５１９／ＥＣ）の科学的根拠と妥当性の見直し等を要求している。 

また，日本もオブザーバーとして参加する欧州評議会の議員会議において，

２０１１年５月１７日に「電磁場の潜在的な危険性と環境におけるそれらの影

響」と題する文書が採択され17，その中では，電磁波について予防原則を適用

すべきだとした上で，「国際非電離放射線防護委員会によって設けられた電磁場

                                            
15 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=en&type=IM-PRESS&reference=20080903IPR36136 
16 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//EN 
17 http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/eRES1815.htm 
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曝露に対する現在の基準に関する科学的根拠を見直すこと。それは，深刻な限

界があり，ＡＬＡＲＡ原則18を適用し，電磁場照射や放射の熱効果と非熱効果

や生物学的影響の両方を扱うこと。」などを勧告している。 

ここには代表的な例のみを挙げたが，この他にもＩＣＮＩＲＰガイドライン

の見直しを勧告する決議や報告は多数存在している。 

このように，欧州では，厳しい規制を採る国が複数存在する上，欧州議会や

欧州評議会といった国際機関のレベルでＩＣＮＩＲＰガイドラインの見直しが

提唱されているのである。 

(5) 予防原則の観点からのセンシティブエリアの設定 

① 予防原則について 

前述の欧州議会や欧州評議会で指摘された予防原則とは，人の生命・健康

や自然環境に対して大きな悪影響を及ぼす可能性が懸念されている物質や活

動について，たとえその悪影響に対する科学的な解明が不十分であっても，

すべての関係者は十分な防護対策を実施すべきであるという考え方である。

この点，当連合会も，２００３年１０月の人権擁護大会において採択された

「新たな化学物質政策の策定を求める決議」の中でも，予防原則を含んだ立

法の提言を行っているところである。 

欧州議会の決議等では，加盟国の民意として，複数の研究報告があり科学

的に必ずしも明確ではない電磁波の分野において，より安全や健康に配慮す

る形で価値判断するという傾向があるように見て取ることができる。 

② 予防原則の観点からの安全対策 

予防原則に基づく規制は，要するに科学的に不明確な点に関する合意形成

の問題，すなわち，科学的に必ずしもよくわからない点についてどのように

取り扱うことに決めるのかという問題であると思われる。したがって，電磁

波に関する情報の公開と被害実態の調査は，議論の大前提とされるべきであ

る。 

その上で，可能な限り市民参加を制度化して議論が進められるべきであり，

またこれと並行して，暫定的であったとしても，子どもや妊婦などの弱者へ

の予防的対応や，できるところからの予防的な対策とそのための支援策が講

じられて良いように思われる。必ずしも現時点において科学的因果関係が明

確でなくても，情報の公開と実態調査を求め，予防的により強い規制を検討

                                            
18 合理的に達成できる限り低く保たなければならないとすること。（ＡＬＡＲＡ：As Low As Reasonably 

Achievable） 
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するという価値判断は，十分にあり得ることではないかと思われる。前記し

た欧州での議論の内容を踏まえればなおのことである。 

特に，電磁波は，急激な科学技術の進歩とともに，生活環境の中における

強度が増大しており，その健康影響に関する研究が増大の速度に追いついて

いないため，特に予防原則の観点からの安全対策が重要となる。 

   ③ センシティブエリアの設定 

     前述の国立がん研究センターによる子どもに対する携帯電話の使用に対す

る警告や，欧州議会，欧州評議会の決議で子どもに対してより強い保護を求

めていることに見られるとおり，子どもや妊婦，病人など電磁波の影響をよ

り受けやすいと考えられる人たちに対しては，予防的措置の観点から，より

厳格な規制を検討するべきである。 

     この点，前述のとおり，イタリアではセンシティブエリアを設定して厳格

な注意値を定めているところである。 

(6) 小括 

以上のとおり，電磁波に関しては，その健康影響を懸念するに十分な研究結

果が存在し，欧州では，ＩＣＮＩＲＰガイドラインよりも厳しい規制を行う方

向へと進んでいる。 

その現状と予防原則の重要性をあわせ考慮すれば，健康影響が懸念される子

ども，病人などについては，暫定的に，より厳格な規制を検討するべきである。 

    そして，その規制を検討する上では，人の健康及び環境を保全するという観

点から，中立，公正な組織を設立する必要がある。 

３ 電磁波を発生させる施設建設に関する情報開示・手続保障の必要性（「第１ 意

見の趣旨１(3)） 

(1) 日本の現状 

① 国としての規制がないこと 

現在，我が国の法律や規則レベルでは，電磁波を発生させる施設（以下「電

磁波施設」という。）を建設する際に，建設予定地周辺の住民に対する情報開

示や，周辺住民による建設に対する異議申立ての特別な手続は制定されてい

ない。あくまで一般の建造物と同様に，建築基準法その他の規制により必要

とされる手続が必要なだけである。 

そのため周辺住民にとっては，新たに電磁波施設が設置されることや，自

分が住む地域のどこに電磁波施設があるのか，自分の家にはどの程度の強度

の電磁波を浴びているのかを知る適切な手段がない。 
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② 条例等の制定 

この点，地方自治体の条例レベルでは，電磁波施設に関し，住民に対する

情報開示・手続保障を要求しているものも存在している。 

例えば，鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例では，第４条

において事業者が携帯電話等中継基地局を設置する場合には，周辺住民や，

学校，児童福祉施設等の管理者の意見聴取などを義務付けている。さらに同

条例では，第６条において事業者に工事の計画書を市長に提出すること，第

７条で計画書を提出後，周辺住民に工事の概要を説明することを定めている。

このように同条例では，事業者が携帯電話中継基地局を設置する場合に，周

辺住民に対する情報開示と，周辺住民が意見を述べる機会を設けることを事

業者に義務付けているのである。 

他にも福岡県の篠栗町，岩手県の滝沢村等が，条例によって電磁波による

健康被害の不安を指摘した上で，携帯電話中継基地局設置の際の情報開示と

手続保障を定めている。 

また，条例で定める以外にも，福島県いわき市等のように要綱で情報開示

や手続保障を定めている自治体や，奈良県の斑鳩町のように政府に対し，電

波基地局設置に周辺地域住民への説明と合意を義務付けることを求める意見

書を提出している自治体も存在している。 

このように，我が国では，国レベルでの電磁波施設の情報開示や手続保障

に関する規制はないものの，地方自治体では既に情報開示や手続保障を要求

しているところは存在している。 

③ リスクコミュニケーションについて 

さらに国レベルでも，情報開示・手続保障の重要性は認識されているとい

える。 

経済産業省の原子力安全・保安部会電力安全小委員会電力設備電磁界対策

ワーキンググループが２００８年６月付けで取りまとめた報告書において，

①リスクコミュニケーションがニーズに合致した形で行われているかが疑問

視されていること，②双方向のやりとりをきめ細かく行い，不安や疑問を持

つ人々との信頼感の構築を目指すことが必要とされていること，③科学的な

根拠は見出せないものの，近隣住民等の心情に配慮して，住民との合意形成

に格別の努力を払うべき，などが指摘されている。 

科学的に不明確であるということは，不明確であるがゆえに，その部分を

規制するかしないか，規制するとして何をどの程度規制するのかという点に
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おいて，本質的には複数の選択があり得ることになるはずである。そうした

複数の選択肢において，それぞれ異なる考え方が双方向で協議し，信頼関係

に基づいた合意を形成していくということこそ，真のリスクコミュニケーシ

ョンの姿であろう。また，協議と合意形成が信頼関係に基づいて行われるた

めには，正確な実態調査と情報公開が前提となることはいうまでもない。 

(2) 先進的な取組を行う国々 

① ＥＵの決議等 

さらに海外に目を向けると，特にヨーロッパを中心に，電磁波施設につい

ての情報開示や手続保障を重要視し始めている。 

例えば，前述の２００９年４月の欧州議会決議で採択されたリエス報告で

は，以下のことが要求されている。 

まず，情報開示については，欧州議会加盟国に対して，高圧電線や通信用

の鉄塔などから発生する電磁波による曝露を示す地図を作成し，それに対し

インターネットを通じて住民がアクセスできるようにすることを要求してい

る。 

また，手続保障については，新しい電磁波施設を設置する場合には，企業

の関係者や行政組織などに加えて，住民組織も参加する協議に基づいて解決

すること，そして，電磁波施設を学校や老人施設，保健施設の近くには設置

しないように協議をすることが求められている。 

さらに，前述の欧州評議会議員会議の採択文書でも，「新しいＧＳＭ，ＵＭ

ＴＳ，ＷｉＦｉ，ＷＩＭＡＸアンテナの位置を，単に事業者の関心に従うだ

けでなく，地方や地域政府の担当者，地域住民，懸念する市民の団体と相談

して決めること。」が勧告されている。 

このように欧州では，規制を厳しくするのみではなく，電磁波施設に関す

る情報開示，手続保障も重要視されてきているのである。 

② スイスの取組について 

また，スイスにおいては，次のように，携帯電話中継基地局を建設する際

に，極めて丁寧な情報開示，手続保障がなされている。 

スイスにおいては，事業者は中継基地局を建設する際に，公的機関に対し，

中継基地局の仕様と複数の地点における電磁波の強度を計算した書類を役所

に提出した上で，看板などで周辺住民に設置することを周知させなければな

らない。 

それに対して，建設予定地の周辺住民には異議申立てができ，役所への異
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議申立てが受け入れられなかった場合には，その後に不服審査や，行政訴訟

に移行することができる，といった手続が保障されている。 

さらに，事業者は，公的機関に提出した上記書類をそのまま保管しており，

住民の閲覧が可能であるため，自分が住む場所，住む予定の場所の周辺に，

どの程度の規模の中継基地局が存在するのか，そこからどの程度の強度の電

磁波が出ているのかを知ることができるようになっている。 

このようにスイスにおいては，携帯電話中継基地局に関し，丁寧な情報開

示と，建設に対し異議を申し立てる手続が保障されている。 

また，スイスでは，携帯電話中継基地局のような固定施設だけでなく，携

帯電話，電化製品など，電磁波を発生させる製品に関しても，インターネッ

トを通じて注意を促している。 

(3) 情報開示・手続保障を検討するべきであること 

既に述べたように，住民が電磁波の健康被害を不安に思うだけの，研究結果

や勧告などが存在している。そうであれば，どの程度の電磁波を浴びて生活す

るかどうかについては，住民にとって極めて重要な意思決定となる。それにも

かかわらず，現在の我が国では，自分が居住する地域のどこに電磁波施設が存

在するのか，また，新たな電磁波施設の建設の予定があるのかについて，適切

な情報が得られない状況にある。このままでは，住民にとって，重要な意思決

定をする前提としての情報がなく，意思決定のしようがない。したがって，住

民に対しては，電磁波施設に関する情報公開の制度を設けるべきである。 

また，電磁波施設に関する情報を基に，電磁波施設から比較的離れた場所で

居住していたとしても，自分の住居の周辺に電磁波施設が建設されようとする

場合に意見を述べる機会がなければ，電磁波施設から離れた場所での居住を選

んだ意思決定が意味を持たない。したがって，新たに電磁波施設を建設しよう

とする場合には，事業者が周辺住民に対して十分な説明をした上で，住民と協

議し，建設するかどうかを決定する制度の実現を図るべきである。 

４ 規制官庁の問題（「第１ 意見の趣旨」１(1)） 

以上，述べてきたような電磁波に関する日本の法規制に問題がある根本的な原

因として，電磁波に関する規制を行っているのが，総務省，経済産業省といった，

電波，電力の利用を推進する側の官庁が行っているということが挙げられる。 

前述のとおり，電磁波に関しては，人体への健康影響が懸念されている公害と

しての問題なのであるから，本来，公害を防止し，環境を保全するための環境省

や，公衆や労働者の健康を維持するための厚生労働省といった官庁が所管すべき
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であるにもかかわらず，これまで電波，電力の利用を推進する側の官庁が規制を

行っていたことが問題である。そのため，電磁波に関する規制は，電磁波の健康

影響を懸念する市民からの賛同は得ていなかった。 

したがって，電磁波に関する規制を検討する組織は，総務省や経済産業省等の

電波，電力業界を所管する省庁からは独立した組織として設置することが望まし

い。 

さらにその組織は，公正さに配慮して，電磁波の健康影響につき見解を異にす

る様々な立場の構成員で組織されるべきであるし，構成員については関連企業か

らの研究資金の援助や寄付などの利益供与の有無及び内容を明らかにするべきで

ある。また，市民が感じている懸念を真摯に受け止めるためには，電磁波による

被害を訴える市民団体のメンバーなども構成員とする必要があるといえる。 

５ 実態調査の必要性（「第１ 意見の趣旨」２） 

電磁波の健康影響に関する研究は，まだ途中段階にあり，日本を含め，諸外国

が今後も研究が必要であるとしているところである。 

そこで，公害を防止し，環境を保全する弁護士会の立場から，今後，立法・行

政・司法の場面で利害関係者が議論していくために必要とされる科学技術的知見

を確立するために必要な実態調査について，以下のとおり意見を述べる。 

(1) 基礎研究の充実と実態調査の実施 

電磁波の健康影響に関する研究がいまだに不十分であるのに加え，我が国の

実情に応じて，我が国独自の疫学的調査を実施する必要がある。 

この点，我が国では細胞レベル，動物実験レベルの調査報告はあるが，疫学

的調査については，兜報告以来，一般に知られているものはほとんどない。し

かし，人体実験が許されない以上，ヒトに関する曝露原因と仮定される問題と

の関連性の研究には実態調査が最も適切である。 

① そこで，実態調査，特に，訴えの多い携帯電話端末，高圧送電線，携帯電

話中継基地局周辺に居住する住民の健康被害の症例報告などから，関連性が

疑われている様々な愁訴（頭痛・鼻血・吐き気・白血病・脳腫瘍・聴神経腫

瘍等々）との相関性を研究すべきである。 

特に，携帯電話については，使用頻度との相関性が指摘されているので，

携帯電話の使用頻度と健康被害との相関性に関する調査を実施すべきである。 

② 職業曝露に関する研究 

新たな技術開発を行いそれによって利潤をあげる企業に対し，企業の社会

的責任（ＣＳＲ）の観点から，企業独自の職業曝露の問題を調査し，これを
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公開すべきである。 

企業においては，労働衛生のために健康診断に関するデータが集積されて

いることが推察される。これと電磁波源からの被曝強度に関するデータを加

え，個人情報保護に配慮しつつ，疫学研究者などを中心とする外部専門家に

学術的なデータとして提供し，職業曝露の場面において相関性を研究するべ

きである。  

③ 使用されている商業電磁波の性質に関する情報開示 

現在，企業が開発し，利用している電磁波の性状に関するデータは，企業

秘密保護の観点から，ほとんど明らかにされていない。そこで，基礎研究の

前提として，電磁波の性状に関し，物理学の研究者に対し，電磁波の性状に

関するデータを提供することで，疫学研究者との学際的な研究に資するべき

である。 

(2) 科学研究における独立性・公平性の確保 

科学研究においては，研究者やその所属する研究機関などが，当該科学技術

に関して利益を得ている企業やその関係団体から研究資金の援助や寄付などの

利益供与を受けている場合，研究結果にバイアスがかかる可能性がある。 

この点に関して，研究者や研究機関が，関係団体からの利益供与の有無や程

度を公開することが世界的な潮流となっているにも関わらず，電磁波に関する

研究に関し，利益供与に関する情報公開を定めた規範はない。 

電磁波に関する公的研究実施に当たっては，関連企業からの利益供与の排除

に極力努めるとともに，関連企業からの利益供与を有する研究者ないし研究機

関が研究に関与する場合には，関連企業からの利益供与の程度について，明ら

かにするべきである。 

６ 電磁波過敏症対策の必要性（「第１ 意見の趣旨」３） 

(1) 電磁波過敏症の定義 

① 電磁波過敏症の定義 

電磁波を浴びると鋭敏に反応し，頭痛，吐き気，疲労，めまい，心臓動悸，

痰が出る，不眠症，記憶低下，皮膚がチクチク，ヒリヒリ，ピリピリし，手

足のしびれ，内臓圧迫感，むくみ，耳鳴り，不定愁訴，不快感，自律神経失

調，筋肉や関節の痛み，不整脈，まぶしい，うつ状態，のどの痛み，頭が重

い等の様々な症状がみられる人がいる。 

これらの症状を一般に「電磁（波）過敏症（ＥＳないしＥＨＳ）」（以下「電

磁波過敏症」という。）と呼んでいる。 
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② ＷＨＯの見解 

ＷＨＯは，２００５年１２月に発行したファクトシートＮｏ．２９６ にお

いて，「電磁波過敏症」は，医学的診断基準はなく，その症状が電磁界曝露と

関連するような科学的根拠はないとしながらも，様々な症状が存在すること

自体を認めている。そして，ＥＨＳの一般的な症状として，皮膚症状（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，疲労感，集中

困難，めまい，吐き気，動悸，消化不良）を挙げ，これらの症状は，既知の

症候群の一部とはいえないとしている。  

(2) 日本における被害者の声 

我が国では，マスメディアによる報道がほとんどなされてこなかったことも

あり，電磁波過敏症の存在すら一般にはほとんど知られていない状況にあるが，

これは我が国で電磁波過敏症の発症例がないことを意味するものではない。 

電磁波過敏症の救済と対策を求める取組を行っているＶＯＣ－電磁波対策研

究会の「電磁波過敏症アンケート２００９」 と題した報告書19によれば，電磁

波過敏症ないしこれに近い症状を訴える人々にアンケートを採ったところ，電

磁波過敏症が発症する原因になったと思う電磁波発生源について携帯電話やＰ

ＨＳの基地局・中継アンテナが全体の３２％と最も多く，また同発生源は，全

体の７０．７％の人によって電磁波過敏症を引き起こす電磁波発生源として挙

げられている。 

また，上記報告書によれば，電磁波過敏症を発症した場合の主な社会生活上

の問題点として，アンケートに答えた多くの人が，電磁波過敏症について理解

のある医師による治療が十分に受けられない，電磁波に反応し体調が悪化する

ため外出を控えていると回答しており，有職者中発症によって仕事に大きな影

響が出たと述べる者は６５％に上っている。症状が悪化すると社会生活に支障

を来したり，就労が困難となるケースも予想されるところである。 

こうした電磁波過敏症発症者からの声を踏まえ，上記報告書は，携帯電話・

ＰＨＳ基地局等の電磁波発生源の設置場所の制限・Ｗｅｂ上での公開，設置計

画の周辺住民への事前公開，携帯電話の使用ルールと使用場所の制限，公共交

通機関等における電波を発生させる機器の使用禁止エリアの設置，電磁波過敏

症に対応できる医療体制の整備・情報公開等が必要であるとしている。 

(3) 電磁波過敏症に対する日本の対策 

                                            
19 カロリンスカ研究所のオーレ・ヨハンソン博士との共同研究として「Pathophysiology Volume 19, Issue 2, 

April 2012」に掲載。 



20 
 

日本においては，電磁波過敏症に関し，行政として何らの対策も執られてい

ない。 

また，一部の熱意のある研究者により電磁波過敏症についての研究がなされ

ているものの，国内で電磁波過敏症についての十分な調査・研究が行われてい

るとまではいえず，我が国における電磁波過敏症の有病率も不明である。 

電磁波過敏症については，特定の素因を有する者だけに生じる症状ではなく，

電磁波曝露の量が増えれば，誰にでも生じうる可能性があるとの指摘や，近年，

電磁波過敏症の有病率が増加しているとの指摘もある。また，現に，電磁波過

敏症を発症し，居住，就業等，日常生活のあらゆる場面で不自由を強いられて

いる人々がいるのであり，これらの者が安心して生活していける環境を確保す

る必要もある。 

そこで，我が国としても，電磁波過敏症に関する実態調査とこれを踏まえた

発症のメカニズムと予防・治療・対策の発見に向けた研究に着手すべきである。 

(4) 人権保障の観点からの対策の必要性 

前記のとおり，ＷＨＯのファクトシートでは，電磁波曝露との因果関係を断

定すること自体は避けているものの電磁波過敏症という症状そのものの存在を

認めており，既知の症候群とはいえないとしている。 

また，国を挙げてユビキタス社会の実現を標榜する我が国では，携帯電話や

無線技術を利用した各種機器が社会の隅々まで広く普及しており，日本全国，

身の回りのどこにでも様々な周波数の電磁波が大量に飛び交っており，こうし

たなかで，前記(2)でもみたとおり，電磁波過敏症を発症し社会生活に支障が生

じてしまった人々が出てきていることも事実である。 

電磁波過敏症を発症した人々は，程度の差こそあれ，電磁波に曝露されるこ

とで体調が悪くなるため，常に身の廻りにある電磁波の発生源を気にしながら

生活している。なかには，特段の規制立法がない現状で次々と設置が進む携帯

基地局から逃げるように，引越しを余儀なくされている人々もいる。 

その結果，電磁波過敏症を抱えた人々は，就業が著しく制約されて経済的に

追い込まれるばかりでなく，外に出ること自体が困難となる結果，一般的文化

的な生活を送ることにすら支障を感じることとなっている。 

また，電磁波過敏症については前述のとおり十分な調査研究が行われていな

いことから，電磁波過敏症発症者は医療機関に出向いても適切な治療を受ける

ことができず，精神的な疾患として片付けられてしまっている場合も存在する

との指摘もある。 
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こうした現状を放置していることは，電磁波過敏症発症者の人として健康で

文化的な生活を営む権利を否定することであり，憲法の定める生存権に照らし

ても許される事態ではない。ここにおいて，電磁波過敏症患者が安心して社会

生活を続けられる環境を検討し整備していくことは，人権保障の観点からも要

請されるところであると認識すべきである。 

この点，スウェーデンでは，行政が電磁波過敏症を訴える人々の団体と定期

的に情報交換をする機会を設け，またこうした団体の活動資金を援助している。

その影響もあってか，我が国と比べて，同国では，例えば，病院内に電磁波オ

フの部屋が設けられていたり，携帯電話での通話にハンズフリーを使用してい

る人々を見かけることが珍しくないなど，電磁波の健康影響に対する国民の関

心は高いように感じられる。また，同国の地方自治体にはさらに進んで，住宅

の改修費用の一部を補助しているところもある。他方，スイスのように，携帯

基地局の設置・運用において周辺住民の健康に配慮した厳しい規制を設け，ま

た，これらに関する情報公開を通じて，無秩序な電磁波曝露から住民を保護し

ようとしている国もある。 

さらに，前述の２０１１年に欧州評議会議員会議において出された電磁場の

潜在的な危険性等に関する決議においても，加盟国に対し，電磁波に過敏な人々

に特別な注意を払うことや無線ネットワークに覆われていない電磁場フリー

（オフ）のエリアを設けること等，電磁波過敏症の人々を守るための特別な対

策を講じることを勧告している。 

いずれも，電磁波過敏症発症の機序ないし広く電磁波による健康影響がいま

だ科学的に完全に解明されるに至っていない現段階においても，十分に採りう

る施策であり，我が国において行政が電磁波過敏症との関係で何ができるのか

を考える上で参考になるものと考えられる。 

我が国も，その発症の機序が科学的に解明されない限り電磁波過敏症は存在

しないとして扱うのではなく，現実に電磁波過敏症と称される症状を訴える患

者が出てきている事実を直視し，その実態調査とこれを踏まえた発症の機序や

予防・治療等の発見に向けた研究に着手すべきであり，あわせて，多くの電磁

波過敏症患者が不安と感じている携帯基地局等の電磁波発生源についての設

置・運用規制やこれらに関する情報公開等を通じて，電磁波過敏症発症者も安

心して暮らせる環境整備をなすべく，対策の検討を始めるべきである。 

以上 
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（別紙）電磁波に関する単位について 

① 周波数・波長 

・周波数：１秒間に繰り返す波の回数 Ｈｚ（ヘルツ） 

 1000Ｈｚ=1ｋＨｚ 1000ｋＨｚ＝1ＭＨｚ 1000ＭＨｚ＝1ＧＨｚ 

・波長：１回の波（振動）で電磁波が進む距離 

 

② 電磁波の強さ 

・低周波 

電界と磁界が独立した関係にあり，別々に測定する。 

      電界：Ｖ／ｍ（ボルト／メートル，１ｍ当たりのボルト値） 

      磁界：Ｔ（テスラ），Ｇ（ガウス） 

         通常はｍＧ（ミリガウス），μＴ（マイクロテスラ）を使うことが

多い。 

         1Ｇ＝0.0001Ｔ，10ｍＧ＝1μＴ 

 

・高周波 

高周波は波長が短く，電界と磁界が一体化しているため，まとめて電力

密度という単位を使うことが多い。 

      電界：Ｖ／ｍ（ボルト／メートル） 

      電力密度：Ｗ／㎡（ワット／平方メートル，1平方メートルを通過する

電気量） 

           μＷ/c ㎡(マイクロワット／平方センチメートル) 

 

・比吸収率（ＳＡＲ値） 

人体が電磁波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のこと。電界，磁界，電力密度が電磁波そのものの

強さを表すのに対して，電磁波のエネルギーがどれくらい人体に吸収され

るかを示す値。 

ＳＡＲ値：Ｗ／㎏（ワット／キログラム，人体の組織 1ｋｇあたりに吸

収される電力の割合。） 

 

 


