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（4） ドルク論文（1997 年） 

ア、 ドルク論文の概要については、甲第 105 号証 272 頁に次のように紹介さ

れている。 

「 イギリスのサットン・コールドフィールドのテレビアンテナと、同国中西部にあ

るＦＭ（周波数変調）ラジオアンテナ周辺に、白血病とリンパ腫の「ガン多発遅

滞」があるという報告書が発表された。ドルクら（1997）は、1974～1986 年にか

けて記録された 12 種類のガンの死亡記録調査に注目した。その死亡記録に

は、アンテナから半径 2 キロメートルの住人を中心に、アンテナから離れて暮

らす住民 10 人や、半径 2 キロメートル以内でランダムに選ばれた住民も含ま

れている。半径 2 キロメートル以内で白血病になるリスクは 1.83 倍（95％信頼

区間 1.22～2.74）で、アンテナから離れるほどリスクは減少した（ρ 値＝

0.001）。この発見は、1974～1980 年間や 1981～1986 年間の記録と一致した

が、それ以前に報告されていたガン多発地帯とはおそらく一致しないだろう。

サットン・コールドフィールドの白血病リスクは以上に高い。皮膚ガンや膀胱ガ

ンのリスク、そして説明のつかない社会的、経済的混乱も、アンテナから離れ

るほど明らかに急減した。なお、この多発地帯の研究からは、電磁波以外の

要因を発見することは出来なかった。」 

イ、 この論文に対し、野島証人は、第 1 にドルクらは 2 つの地区の研究である

が、この 2 つの結果が一致しないこと、第 2 に電波の曝露量との関連が明確

ではないこと、第 3 に交絡因子が排除できていないことの 3 点を誤っている、

と否定している。 

ウ、 しかしこの野島証人の否定の理由が誤っており、ドルクの研究が正しい結

論を示していることをチェリー意見書（甲第 125 号証 107 頁から 109 頁）が明

解に解明しているのである。すなわち、ドルクが報告した 2 例の発ガン率の相

異は、放送タワーからの電磁波の強度パターンに対応しているのであって、

相異があることが逆に正しい結果であることの証明になっているのである。チ

ェリー意見書は、ガンの発生パターンに違いがある事実を指摘した上で「研
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究上のこれらの原則と手法を理解していないと間違った結論を導き出すこと

になります」とのベドルク論文を批判する研究者の方が誤っていることを厳しく

指摘しているのである。さらに重要なことは、チェリー意見書は、このガンの発

生パターンの違いと電磁波強度との関連の証明によって、「病気の発生率が

これらのパターンに従うときには、他の要因は全て排除することができ、全て

の他の交絡因子を取り除くことができます」と明確に指摘していることである。

野島証人はこのチェリー意見書の正当な科学的根拠を示した上で行われた

厳しい批判に正面から答えることすらしない。おそらくこのような論文の存在す

ら調べることなく、丁寧に検討することもなく、一方的に口先だけの批判を（チ

ェリーによってその批判が誤りであることを科学的根拠をもって明らかにされ

ているにもかかわらず）何の反省もなしに行っているのである。野島証人が

「科学者としての良心」に従って意見を述べるのであれば、「自分の見解」（法

廷での証言及び意見書）が正しいと言うためには、このチェリー意見書の見

解が科学的に誤っていることを、根拠をもって示されなければならないのであ

る。しかし、野島証人はこのようなことを考えることすらしないのである。野島証

人のドルク論文否定のしかたがいかに粗雑であり、乱暴であるか、自明である。

まったく同様にこのドルク論文に関するゴールド・スミス論文についても、野島

証人は極めて安易に否定している（野島証人調書 1 回目 109、110 項）。しか

しこの否定はまったく根拠の無いものであることを荻野意見書（甲第 127 号証

23 頁）において厳しく指摘している。 

（5） バチカン放送事件（2000 年） 

ア、 ローマ法王庁が「ローマ法王の神の声」を世界中に放送しているバチカ

ン放送の電磁波により、「小児白血病が 2～6 倍に増加している可能性があ

る」としてイタリア政府の環境大臣がバチカンに対し放送中止及び放送塔の

移転を命令した事件である（甲第 24 号証 14 頁） 

イ、 2002 年にはバチカン放送周辺を調査したミケロッチ論文が発表され、6 キ

ロ以内での小児白血病の増加率は 2.2 倍で統計的に有意になっている。こ



  62/143 

の発病のパターンはチェリー博士が示したＢパターンを示しており、「予測をう

らずけている」とチェリーは評価している（甲第 125 号証 116、117 頁）。 

ウ、 さらに 2005 年、ローマ地裁は、バチカン放送の責任者に対し「電磁波で

環境を汚染した」として有罪判決を下した（甲第 127 号証添付 30）。バチカン

側の「イクニルプの基準値を守っている」という主張を認めなかったのである。 

    このようにたんに人体被害発生ではなく、すでに刑事事件として有罪判決

まで行われているのである。 

（6） キュン・バク論文（2004 韓国） 

     韓国にある 107 ヶ所のＡＭラジオ放送塔の中から選んだ 10 ヶ所について、

その周辺 2ｋｍ以内の発生ガン率を調べた調査である。白血病の死亡率が 0

～14 才で 2.99 倍、15～39 才で 2.44 倍で統計的に有意である、という内容で

ある（甲第 127 号証 22 頁） 

 (7) 大分地裁判決の認定  

携帯電話基地局から放射されるマイクロ波よりも周波数が低く、ホットスポッ

ト効果もあまり問題にはならないとされる、ラジオやテレビの放送タワーから放射

される電波による小児白血病やがんなどの発生率上昇の健康被害について

は、レスター報告（米国、１９８４年）、ヘンダーソン論文（米国、１９８６年）、オリ

アリー論文（米国、１９８９年）、マスカリネック論文（米国、１９９４年）、ホッキング

論文（オーストラリア、１９９５年）、ドルク報告（英国、１９９７年）、ゴールドスミス

論文（英国、１９９７年）、ハメット論文（１９９７年）、ホッキング再論文（オーストラ

リア、２０００年）、ミケロッチ論文（２００２年）などにおいて報告されている。（甲

４）。 

（8） 小括 

   以上に検討したとおり、ラジオ、テレビ放送塔周辺の電磁波によるガンの発

病については、次々と疫学調査の報告が積み重ねられている。被控訴人の

たんなる口先だけの否定ではとうてい否定することにはならない事実が次々と

証明されていることが客観的に明らかなのである。とりわけバチカン放送事件
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は、その放送がローマ法王庁によって行われていること、イクニルプ基準に従

っているという抗弁がなされたこと、それにもかかわらず、放送塔の移転と責任

者の有罪判決という極めて厳しい処分が行われていることに注目すべきであ

る。被控訴人の主張がいかに世界の情勢に目をつぶり、科学的根拠を無視

し一方的に否定した時代錯誤の主張であることが明らかになっているのであ

る。 

   なお、原判決はこの被害について判示を示そうとはしない。もし、携帯電話

基地局と関係ない、と判断しているのであれば、それは誤りである。このテレ

ビ・ラジオ放送塔周辺で発生している被害は、当然に周辺住民の電磁波曝

露期間の長期化に伴って、携帯電話基地局周辺においても発生すると判断

すべきなのである。 

 ８、電磁波に関する自然界の動物の疫学調査    

  （1） 動物の疫学調査 

     携帯電話の中継基地局周辺で自然に生活している動物に、電磁波がど

のような被害を与えているかについて、疫学調査が行われている。その結果

を検討する。 

(2) スペインの白カササギ（コウノトリの仲間）の報告（甲第 139 号証） 

   この研究は、スペインのバラドリッドにある携帯電話基地局周辺に

存する白カササギの巣（200ｍ以内に存する巣と、300ｍ以上離れた巣）

について、ひなの繁殖率を比較したものである。 

   全繁殖率（訳注：ヒナのいないつがいの巣を含む）は、携帯電話基

地局アンテナから 200ｍ以内にある巣の中では 0.86±0.16 であった。

300ｍ以上離れた巣の中では、平均して 1.6±0.14 であり、２倍であ

った。全繁殖率に関しては、明白な差が見いだされた（マン・ホワイ

トニー手法では、Ｕ＝240、Ｐ＝0.001）。     

   アンテナから 200ｍ以内にある 12 個の巣（40％）にはヒナがおら

ず、一方、アンテナから 300ｍより以遠の巣でヒナがいなかった巣は
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僅か一個（3.3％）だった。電場強度は、200ｍ以内の巣では、2.34±。

82Ｖ/ｍ（訳注：1.48±0.18μＷ/㎠に相当する）であり、300ｍ以遠

の巣の 0.53±0.8Ｖ/ｍ（訳注：0.78±0.18μＷ/㎠に相当する）より

も高かった。また、１本または何本かの携帯電話アンテナから 100ｍ

以内に巣を作った白カササギの興味ある行動観察も行われた。これら

の結果は、マイクロ波が白カササギの繁殖に干渉している可能性を示

しており、他の著者らによる実験室での結果をも確認しているようで

ある。実験室における携帯電話・電磁波の照射による鶏卵やショウジ

ョウバエの孵化率低下の報告は、原告もすでに指摘していることであ

る。この研究結果は、自然界においても孵化率の低下などの異常が生

じていることを初めて示した論文である。 

（3） ベルギー、エベラード、家スズメの報告（甲第 229 号証添付資料 7） 

   携帯電話(ＧＳＭ)基地局から放射される低強度・電磁放射線の長期間被

曝によって、繁殖期の間に、家スズメの数に影響しているかどうかの可能性

をベルギーの６ヶ所の住宅区域で調べた。６ヶ所の地城内の、１５０地点で

調べたが、地理上の小さな範囲でオスの家スズメの数を調査し、基地局か

らの電磁放射線の強度も調査した。オスの家スズメの数に関する空間的な

変化は、９００ＭＨｚと１８００ＭＨｚの両方の電界強度や両方を合算した電

界強度に対して減少傾向であり、そのことは明白に関連していた(カイ２乗

テストやＡＩＣ基準では、Ｐ値<０．００１)。鳥の数と放射線レベルの双方で、

６ヶ所の地域間で差があるにもかかわらず、その地域での各々の測定結果

は良く類似していた。このことから、ＧＳＭ基地局からの相対的に強い電界

強度を示している地域では家スズメが少なくなっていることを我々のデータ

は示している。そして更に、我々のデータは、より強い放射線の長期間被

曝は野生の家スズメの数や行動に否定的な影響を及ぼすことをも支持して

いる。 

（4） スペイン、バルモリ、家スズメの報告（甲第 229 号証荻野意見書添付資料
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8） 

    最近の１０年間で、英国や幾つかの西欧諸国において、家スズメが明ら

かに減少してきている。この研究の目的は、家スズメの分布がスペインに

おいても減少しているかどうかを調査することであり、携帯電話アンテナか

らの電磁放射線(マイクロ波)がスズメの分布数の減少と関係しているかど

うかを評価することである。 

２００２年１０月から２００６年５月まで、スペイン・バラドリッドへ４０回の 

調査に出向き３０地点で地点縦断調査を行った。各地点では、スズメの

数の検出を実施し、平均の電界強度(ラジオ周波数とマイクロ波:１ＭＨｚ

から３ＧＨｚ)を測定した。全時間における鳥の密度の平均値に、明白な減

少(Ｐ値=０．００３７)が観測され、鳥の密度の低いところは、明らかに、電界

強度の高い地域であることが観測された。平均した鳥の密度と電界強度

グループ(電界強度は０．１Ｖ／ｍ毎の増加を考慮している)との間の対数

表示では、Ｒ=一０.８７(Ｐ値=０．０００１)であった。 

この研究は、スズメの分布数における減少が電磁信号と関係していると

の仮説を支持している。電磁信号そのものが原因なのか、または他の要

因との組み合わせなのかのどちらかだろうが、最近の西欧の都市における

色々な種が減少しているとの観測結果は電磁汚染が原因であるかもしれ

ないことを我々は結論した。この研究による、鳥の密度と電界強度との間

の明らかに強い依存性を示したことを、よりキッチリと計画された研究でこ

の仮説を調べるために利用されるべきである。 

（5） 小括 

    このように携帯電話基地局周辺に自然に生活している動物にも電磁波の

影響が及んでいる報告例が出始めている事実を直視すべきである。 

９、電磁波による健康被害の臨床試験・動物実験など生物学的影響 

（1） 電磁波による被害の一覧表－原判決の認定 

原判決は荻野証人の証言、意見書により、次のとおりに認定する。 
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『電磁波には様々な健康への障害の危険性があり、超低周波については

別表の黒丸、マイクロ波については白丸の各症状の報告があり、そのうち

でも,循環系の血中ヒスタミン低下、メラトニン低下,セロトニン、ドーパミン

の異常、ADHD は、症状自体であるとともに、他の健康障害の原因ともな

るものである。脳に対する影響として心配されるのは、低周波での閃光現

象、高周波音(パルス的な周波数を受けて耳鳴りがするという現象)、細胞

内のカルシウム流出、脳内の磁石(マグネタイト)への影響、脳内ホルモン

(メラトニン,セロトニン,ドーパミン)への影響、脳一血管関門への影響、脳

から出される電磁波すなわち脳波への影響などである。メラトニンは、がん

抑制の役割が大変高いホルモンであるので、これが低下することでがん

抑制が阻害され、がんが増えることとなる。 

また,弱いパルス状マイクロ波が、脳一血管関門に影響すると、神経細

胞が損傷を受け、海馬にアルブミン等の有害物質が集まる。また,マイクロ

波を照射したとき、細胞の DNA が破損されたり、そのしっぽ部分が長くな

ること、鶏卵の死胚が増加したり、奇形が発生したり、孵化が遅れたりする

ことが研究で明らかになっている。』（原判決 24 頁） 

この添付一覧表では、「眼」「耳」「鼻」「循環系」「腫瘍など」「自律神経

系」「突然変異など」（染色体、生殖異変など）」「内分泌系」「筋肉・皮膚系」

に分類して、全身に及ぶ被害が指摘されているのである。 

  （2） 宮田意見書による論文の整理 

   ア、宮田教授は、意見書（甲第 207 号証）において、健康被害の生物学的

報告例を整理検討している。 

   イ、まず、ハーデルを引用し、次のとおり指摘している。 

    『 ス ウ ェ ー デ ン の Hardell L, Sage C は 、 学 会 誌 Biomed 

Phamacother.2008；62(2)：104-9 で以下のように述べています（参考資料

１）。近年、極低周波、および無線伝達に使用される放送電波、マイクロ

波の健康障害性への公的関心が高まってきている。多くの科学的論文が
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あるに関わらず、非熱作用の影響は公的規制の考慮には含まれていな

い。BioInitiative Report はそれらの問題を国際的な研究と行政の態度

をまとめて国際的に指導性を発揮しようという報告書である。その非熱作

用について述べるところは、小児白血病、脳腫瘍、生殖毒性、神経作用、

神経変性作用、免疫系の統御障害、アレルギー疾患、炎症反応、先天

異常、乳がん、心臓を含めてめ循環器障害などである。小児、妊婦に関

しては、新しい規制値が必要である。BioInitiative Report では、現在の

規制値よりも低くすべきと述べている。米の現在のガイドラインは携帯電

話での脳は 1.6W/Kg、欧州では 2W/Kg である。しかし、携帯電話での 10

年後の脳腫瘍を考えての新しいガイドラインが準備されてきている。このよ

うに、情報伝達用の電磁波の影響は旧来の熱作用とは別の視点が必要

であることは、世界の常識となってきております。』 

   ウ、次に主な障害を次のように整理している。 

   『 私たちも電磁波の体に及ぼす実験を行って参りましたが、熱作用

以外の種々な反応が生体には生じています。電磁波が体に影響する

という論文は世界各地から膨大な報告がありますが、主な作用を以

下に表にまとめてみました。 

周波数別電磁波による主な障害報告 

５０Hz前後 

小児白血病、カタツムリの早死、脳腫瘍、先天奇形、乳がん、

心拍数増加、不整脈、心筋梗塞、細胞からのCa流出 

パソコン漏洩電磁波 

神経伝達物質の変調、白内障、調節障害、角膜ビラン、 

アレルギーの増悪、肥満細胞からのヒスタミン流出 

携帯マイクロ波(電子レンジとほぼ同様の周波数) 

脳腫瘍、脳血液関門の拡大、頭痛、神経細胞の減少、 

脳神経伝達物質の変動、脳血流変動、不定愁訴、 
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鶏卵孵化障害・精子数減少、中継基地周辺で不定愁訴の増加、 

中継基地周辺のガンの増加               』 

  エ、さらに、主要な論文を整理している。この宮田意見書が紹介した論文を一

覧表にしたものが別表である。 

     そこで、その中でも主要な論文や他の証拠でも触れられている論文につ

いて以下で個別に検討する。 

オ、脳への影響－脳血液関門（ＢＢＢ）が開いてしまう。 

   (ア)、サルフォード論文（宮田甲 207 号証参考資料 2、荻野甲 127 号証 30

頁以下） 

  『 915ＭＨｚ電磁波曝露により、ラットの脳血液関門（血液の成分が勝手

に大事な脳に入らないように、血管がガードしている関門です）が穴だ

らけになってしまい、血清アルブミン(分子量約 6 万)やフィブリノーゲン

のような大きな分子が通過するほどに開大してしまう。このことは、同時

に水 も脳 内 に流 入 して、脳 が浮 腫 を起 こすことを意 味 しています。

Salford LG,Brun A,Sturesson ｋ，et al：1994．（参考資料２）』 

(イ)、ＫＵＯ論文（（宮田甲 207 号証参考資料 3） 

     『 脳が浮腫を起こせば、当然頭が重くなってきます。このような事がはっ

きりしてくると、薬の関係者はすぐその利用を考えます。脳に入りにくい

薬を、電磁波を浴びせて、そのまま脳に叩き込もうというわけです。そし

て、生弦波(サインカーブ)や三角波よりも、短形波の方が脳血液関門

を拡大する。そういうところまで、電磁波の脳への影響は研究が進んで

しまっています。Kuo YC, Kuo CY：2007．(参考資料３)』 

    (ウ)、Soederqvist ら（宮田甲 207 号証参考資料 4） 

     『 当然、脳が守られていなければならない、血中の毒物も自由に脳に入

っていきます。ちょっと恐い影響ですが、スウェーデンでは携帯電話の

頻回使用者では、血液検査からヒトでもこの脳血液関門が開いている

ことを証明しています。Soederqvist F, Carlberg M, HardellL：Sci Total 
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Environ 407：798-805、2009（参考資料 4）』 

カ、 酸化的ストレス－電磁波は酸化的ストレスを発生する 

   （ア）、Hashish ら（参考資料 5） 

     『 酸化的ストレスから体の老化や、病気が出てきます。50Ｈｚ曝露でマウ

ス肝臓のグルタチオンＳ転移酵素活性と過酸化脂質の増加、そしてグ

ル タ チ オ ン の 減 少 が 起 き ま す 。 Hashish AH, E1-Missirv 

MA,Abdelkader HI,et al：Ecotoxicol Environ Saf. 2007 Nov 7（参考

資料 5）グルタチオンＳ転移酵素は、グルタチオンを作る酵素です。一

生懸命作っても、グルタチオンが減少してしまい、体は酸化型に進んで

しまいます。そうすると脂肪が酸化型になり悪玉の過酸化脂質が出てき

てしまうのです。』 

    （イ）、Meral ら（参考資料 6） 

     『 携帯電話の 900ＭＨｚ曝露でモルモットの脳の過酸化脂質の増加、グ

ルタチオンとカタラーゼの低下を生じ、脳に酸化的ストレスを生じさせて

います。Meral I,Mert H,Mert N, Deger Y,Yoruk I,Yetkin A，Keskin S．

Brain Res．2007 Sep 12；1169：120－4．（参考資料 6）』 

    （ウ）、Moustafa ら（参考資料 7） 

     『 携帯電話の電磁波でも脂質の過酸化やフリーラディカルスカベンジャ

ーの減少が置きます。Moustafa YM et al：J Pharm Biomed Anal 2001

（参考資料 7）フリーラディカルスカベンジャーとは、活性酸素など何で

も酸化してしまおうという成分を掃除して取り除いてくれる成分です。こ

の減少は、体を酸化してしまいます。』 

   （エ）、Guiler ら（参考資料 8） 

    『 50Hz で血液や臓器のＳＯＤ（活性酸素除去の酵素）や過酸化脂質が

増加します。Guiler G et al:Gen Physiol Biol Biophys 2006（参考資料

8）。』 

（オ）、Yurekli ら（参考資料 9） 
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  『 ラットにＧＳＭ携帯基地局からの発振と同様の 945Ｈｚ、3.67Ｗ／ｃｍ２

曝露で、過酸化脂質(ＭＤＡ値)が増加し、還元型グルタチオンの減少が

認められています。還元型グルタチオンが酸化型グルタチオンとなってし

まうと、ここでも、電磁波が体を酸化型に移行させており、老化や各種疾

患 が引 き起 こさ れる 可 能 性 を 示 し てい ま す。(Yurekli AI,Ozkan M, 

Kalkan T et al:Electromagn Biol Med.25:177-188、2006．（参考資料

9）)』 

   （カ）、Ozguner ら（参考資料 10） 

    『 このような携帯での健康障害問題は、世界はすでに予防と治療の段階

に入ってきています。携帯電話で生じる心臓筋肉の酸化的ストレスに抗

酸化剤カフェイック酸およびフェネチル酸エステルの防御作用があり、勧

められています。Ozguner F, Altinbas A， Ozaydin M, Dogan A, Vura1 

H, Kisioglu AN, Cesur G ToxicolInd Health．2005 Oct；21(9)：223-30．

（参考資料 10）』 

   （キ）、Ozguner ら（参考資料 11） 

    『 900ＭＨｚの携帯電話から生じる酸化的ストレスはメラトニン、カフェイック

酸およびフェネチル酸エステルで防御作用があるとの報告もあります。

Ozguner F, Bardak Y, Comlekci S.（参考資料 11）』 

  キ、 細胞の自然死、老化 

   （ア）、Oral ら（参考資料 12） 

    『 電磁波を浴びると、アポトーシスすなわち細胞の自然死が増加し、老化

が進みます。携帯電話から発生する 900ＭＨｚの電磁波は子宮内膜のア

ポートシスを促進するであろうが、ビタミンＥとＣが予防する可能性があり、

使用者はビタミンＥおよびＣの摂取を勧めています。Oral B, Guney M, 

Ozguner F, et al：Adv Ther23：957-73，2006．（参考資料 12）』 

   （イ）、宮田ら（参考資料 13） 

    『 パソコン漏洩程度の低周波電磁波曝露半年で、マウスの白内障が見
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事に起きています。富岡敏也、松崎広栄、宮田幹夫、宇賀茂三、石川

哲：日本臨床環境医学  ７：80-86、1998（参考資料 13）白内障は水晶

体の老化です。』 

    （ウ）、Santini ら（参考資料 14） 

    『 超低周波波曝露でアポトーシスが起きるとの優れた review（まとめ）が出

されています。その原因は、細胞のカルシュウム代謝に異常が起きるため

であろうと述べられています。Santini, MT， Ferrante, A, Rainaldi G, et 

al：Extremelylow frequency(ELF) magnetic fields and apoptosis：a review．

Int J Radiat Biolo 81：1-11，2005（参考資料 14）』 

  ク、 神経への影響 

   （ア）、Komazaki ら（参考資料 15） 

    『 神経への影響についても多くの論文があります。電磁波曝露で、急性

期と慢性期では異なった反応も出ます。いずれにしろ、以下の文献で、脳

が容易に電磁波の影響を受け易いことを理解して頂きたいと思います。

50Ｈｚ電磁波は細胞内遊離カルシューム量を増加させ、神経の働きに変

調を引き起こします。神経細胞と神経細胞との連携は、神経伝達物質に

よりますが、細胞内での情報伝達には、カルシュウムが非常に大事なので

す。Ｊ Komazaki S, Takano K：Exp Zool Part A Ecol Genet Physiol.2007 

Mar 1；307(３)：156-62 (参考資料 15)』 

  （イ）、Manikonda ら（参考資料 16） 

    『 300Hz で海馬細胞内カルシュウム濃度を上げます。そしてＮＭＤＡ受容

器の活動に影響します。海馬とは記憶と情緒の中枢です。ＮＭＤＡ受容

器とは、グルタメイトという神経伝達物質を受け止める細胞の受容器です。

これが乱れれば脳の神経は円滑に働きません。Manikonda PK，Rajendra 

P, Devendranath D,et al：Neurosci Lett.200714：145-9．（参考資料 16）』 

    （ウ）、Kabuto ら（参考資料 17） 

    『 60Ｈｚ、10Ｇとやや強い磁場ですが、脳ＤＯＰＡアミンへ影響します。ＤＯ
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ＰＡアミンは神経伝達物質の一つです。Kabuto H, et al：2000 (参考資

料 17)』 

   （エ）、Ｈａｎａｊｉｍａら（参考資料 18） 

    『 磁場刺激で、大脳皮質のＧＡＢＡ（神経伝達物質の一つ）で働く神経に

影響します。Ｈａｎａｊｉｍａ Ｒ， ｅｔ ａｌ：2003（参考資料 18）』 

（オ）、Testylier ら（参考資料 19） 

 『 脳の海馬でアセチルコリンの減少が 32Ｈｚ変調の 80ＭＨｚ負荷で認めら

れています。アセチルコリンとは神経伝達物質の一つです。生物の発生初

期からこのアセチルコリンは働いており、基本的な神経伝達物質なのです。

Testylier G, Tonduli L, Malabiau R, Debouzy JC: Bioelectromagnetics. 

2002May;23(4)：249-55．（参考資料 19）』 

   (カ)、升田ら（参考資料 20） 

    『 パソコン画面からの漏洩電磁波で脳の海馬や視床下部のセロトニンが

増加します。セロトニンも脳の神経伝達物質です。 升田 豊 北里医学 

1993（参考資料 20）』 

   (キ)、Hirai ら（参考資料 21） 

    『 変動磁場でない影響がすくないと言われている静磁場でさえ、培養海

馬細胞のＮＭＤＡ受容器（神経伝達物質グルタメイト関連受容器）のサブ

ユニット発現に修飾を加えて、細胞機能に影響を生じています。Hirai T, 

Yoneda Y, JNeurosci Res.75： ：230-40．2004（参考資料 21）』 

   (ク)、Cobb ら（参考資料 22） 

     『 ultra-wideband と呼ばれる電磁波の使用が最近勧められていますが、

この電磁波のラット母体曝露が新生児の神経、行動異常を示すことが証

明されています。Cobb BL, Jauchem JR，Mason PA, Dooley MP，Miller 

SA, Ziriax JM, MurphyMR.Bioelectromagnetics ． 2000 Oct:21(7) ：

524-37（参考資料 22）』 

 ケ、免疫系への影響 
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   （ア）、Rajkovic ら（参考資料 23） 

    『 免疫系への影響は非常に明瞭に出ます。私もモルモットのスギ花粉症

の実験を行いましたが、通常のパソコンからの漏洩電磁波曝露でも、花粉

症が非常に悪化するのです。免疫系への影響は、次に述べる腫瘍発生

とも関連してきます。50Ｈｚで皮膚や甲状腺のマスト細胞が増加します。マ

スト細胞とは白血球の一種で、ヒスタミンを出して、アレルギーに関係して

いる細胞です。RajkovicV, et al：Int J Radiat Biol 2005（参考資料 23）』 

   （イ）、Belyaev ら（参考資料 24） 

    『 50Ｈｚでも、915Ｈｚでもリンパ球の核の濃縮が起きます。核の濃縮とは、

そ の 細 胞 が 変 性 し 、 死 亡 し て い く こ と で す 。 Belyaev IY, et al ：

Bioelectromagnetics2005（参考資料 24）』 

    （ウ）、Canseven ら（参考資料 25） 

    『 50Ｈｚ，2mT 曝露でＮＫ（ナチュラルキラー）細胞の活性が低下します。

悪い細胞を食い殺せなくなり、悪性腫瘍へと向かいます。Canseven AG, 

et al：Electromagn Biol Med 2006（参考資料 25）』 

   （エ）、Bonhomme-Faivre ら（参考資料 26） 

    『 0.2～6.6microT の条件で毎日８時間、５年間勤務で、ＣＤ４（免疫細

胞）、ＮＫ細胞の減少が認められています。Bonhomme-Faivre L，et al：

Arch Env Health 2003（参考資料 26）』 

  コ、 内分泌系への影響    

   （ア）、Rajkovic ら（参考資料 27） 

    『 内分泌への影響は昔から言われておりましたが、実験的にも非常に明

瞭に証明されてきております。ラットに 50Ｈｚ、500～50μＴ、30Ｖ／ｍ曝露

で甲状腺の細胞配列異常とＴ３、Ｔ４（どちらも甲状腺ホルモンです）の低

下が認められます。Rajkovic V, et al：Med Pregl 2001（参考資料 27）』 

   （イ）、Koyu ら（参考資料 28） 

    『 900Ｈｚ曝露でラット血清Ｔ３、Ｔ４、TSH（脳から分泌される甲状腺を刺
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激するホルモン）の低下が認められます。Koyu A, et al：Toxicol Lott 

2005（参考資料 28）』 

    （ウ）、Clark ら（参考資料 29） 

      『 閉経後の女性ではラジオ、ＴＶ、中継基地、60Ｈｚ曝露でエストロジェン

尿中代謝産物が増加しています。Clark KL, et al： J Occup Environ 

Med 2007（参考資料 29）女性ホルモンに影響しているのです。』 

   （エ）、Al-Akhras ら（参考資料 30） 

    『 50Ｈｚで、大体 25 マイクロＴ曝露 18 週でメスラットの卵巣重量の減少、

卵胞ホルモン、黄体ホルモンとも減少します。曝露終了後、一部元へ戻り

ま す が 、 妊 娠 能 力 に 影 響 し ま す 。 Al-Akhras MA Electromagn Biol 

Med:27：155-163，2008．（参考資料 30）』 

（オ）、Xu ら（参考資料 31） 

  『 1 年間以上の 25～30ＭＨｚ高周波女性作業者では、生理不順、月経

過多の多発が認められています。Xu YQ, Li BH, Cheng HM: Zhonghua 

Lao Dong Wei Sheng Zhi YeBingZa Zhi 26：332-335，2008．（参考資

料 31）』 

   （カ）、Ozguner ら（参考資料 32） 

    『 900MHｚ、一日 30 分曝露で、ラット睾丸細胞配列異常と精液のテストス

テロン減少します。Ozguner M,et al：Saudi Ned J 2005（参考資料 32）男

性ホルモンにも影響します。』 

  サ、 周産期、生殖、遺伝子毒性 

   （ア）、Savitz ら（参考資料 33） 

    『 周産期、生殖、遺伝子毒性と電磁波の影響は、先に述べた内分泌へ

の障害とも重複してきます。すでに電磁波曝露で流産の危険性が増加す

るという研究発表が最近２報出ています。そのために、この研究では、妊

婦に日常の 7 日間の電磁波曝露測定と身体の活動との関連を調べてい

ます。その関係は 16ｍＧ以上では特に著明に関連していたとのことで。
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Savitz DA, Herring AH, Mezei G, Evenson KR, TerryJwJr, Kavet R 

Epidemiology．2006 Mar;17(2)：222-5．（参考資料 33）』 

   （イ）、Li ら（参考資料 34） 

    『 これと類似の報告ですが、平均した電磁波曝露量では流産の増加との

相関は認められなかったが、16ｍＧの閾値付近以上では、電磁波曝露が

多いほど流産が増加していました。Li DK，Odouli R, Wi S, Janevic T, 

Golditch I, Bracken TD，Senior R, Rankin R,Iriye R, Epidemiology. 2002 

Jan;13(1)：9-20．（参考資料 34）』 

    （ウ）、Blaasaas ら（参考資料 35） 

    『 ノルウェイでの疫学的研究で、職業的 50Ｈｚ、約 0.1 マイクロＴ以上の曝

露では、曝露時間と出生児異常との相関が認められています。両親とも

の曝露歴では相関が認められなかったが、母親の曝露時間歴と脊椎分

離症と内反足に相関が、父親曝露では無脳が相関していましたが、比較

対象の問題も含まれており、なお注意して扱うべき問題も残しています。

Blaasaas KG, Tynes T, Iraens A, Lie RT, Occup Environ Med. 2002 

Feb;59(2)：92-7（参考資料 35）』 

   （エ）、Lahijani ら（参考資料 36） 

    『 50Hz で 8.007-10.143ｍT を鶏の孵化卵初期に 24 時間曝露して、対照

群と曝露全群とは比較して差が認められなかったが、曝露強度群間の比

較 では先 天異 常 に差 が認 められています。Lahijani MS, Ghafoori M 

Indian J Exp Biol.2000 Jul;38(7)：692-9.電磁波曝露は少ないほど安全な

のです。（参考資料 36）』 

（オ）、Moretti ら（参考資料 37） 

 『 50ＨｚｌｍＴｌ 時間曝露とベンゼン化合物の協同曝露で細胞レベルでの

遺伝子毒性を発揮しています。Moretti M, et al：Toxicol Lett 2005（参

考資料 37）現在の生活環境は、科学的環境と物理的環境の複合汚染で

す。少ないほど安全です。』 
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   （カ）、Haves ら（参考資料 38） 

    『 電磁波対応により、①ＡＤ／ＡＤＨＧ(注意欠陥多動症)児童の症状改

善 ②喘息症状の軽減 ③多発性硬化症の震え、バランスの好転 ③行

動の活性化 ④糖尿病のタイプ１（子どもの時期からの糖尿病）ではイン

シュリン使用量減量が計れます。タイプ２糖尿病（成人型の糖尿病）では

血糖値の低下が認められています。HavesM: カナダのトレント大学から 

2006 年に発表、その後論文化 Haves M：Electromagn Biol Med 25：

259-268，2006（参考資料 38）』 

   （キ）、Mjoen ら（参考資料 39） 

    『 父親の職業的電磁波曝露で、満期前（早産）の出産児が多いそうです。

Mjoen G, Saetre DO, Lie RT, Tynes T, Blaasaas KG, Hannevik M, 

Irgens LM. Eur J Epidemiol.2006；21(7)：529-35（参考資料 39）』 

   （ク）、Blaasaas ら（参考資料 40） 

    『 住宅の 50Ｈｚ電磁波曝露量に応じて、出生児の食道欠陥の危険性が

増加しているが、心臓血管系と呼吸器欠陥の危険性は減少を示している

という、妙な結果も出ていますが、体に何か影響していることは間違いな

いと思います。Blaasaas KG, TynesT, Lie RT .Epidemiology. 2003 Jan;14 

(1)：95-8（参考資料 40）』 

   （ケ）、Agarwal ら（参考資料 41） 

    『 携帯使用時間 1 日 4 時間以上使用すると活動性のある精子数が激減

し、男性不妊になってしまいます。Ashok Agarwal 2006 年米国生殖医療

学会発表，その後論文化 Agarwal A, Deepinder F, Sharma RK etal：

Fertil Steril 89：124-128，2008．（参考資料 41）これでは男性のほとんど

が不妊症になってしまいます。昔は１億／ｍ１と言われていたのですが。こ

のように、電磁波は細胞分裂の盛んなところほど、強い影響が出ると言わ

れています。小児に影響が強く出ることが心配されていますが、精子、卵

子、胎児に影響が出やすいのは、当然とも言えます。』 
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  シ、 小括 

     宮田教授は以上の論文を検討した結果次のように結論している。 

     『 体に吸収されたエネルギーは何もしなくて消えることはありません。エ

ネルギー不滅の法則です。何らかの影響を発揮しているはずです。ごく

ごく常識的な考えを示したに過ぎません。上に列挙した論文は、電磁

波が生体や細胞に影響するという論文のほんの一部です。しかも、従

来から言われている熱作用とはまったく異なる作用なのです。予防原

則を適用すれば、疑わしきは避けなければなりません。現在は、電話回

線や送電線を通しても充分な情報は授受されています。もし無線塔が

建設されれば、その周辺は電磁波が極めて強い環境となります。遠隔

地の電磁波は距離の二乗に反比例して、電磁波は弱くなります。発信

源近くでは、電磁波は直進せず、渦巻いて住民に襲いかかります。電

磁波塔周辺住民にのみ犠牲を強いるべきではないと思います。有線で

情報を取り出せば、そこからは発生する電磁波による健康障害は受益

負担となります。私は決して現在の電気による社会生活の利便性を否

定する者ではありません。これ以上環境の電磁波汚染を増やさないよう

にすべきと考えているに過ぎません。スカパー巨大アンテナ建設は近

隣住民の健康を脅かすものであることを、ご認識頂きたいと思います。』 

  （3）荻野意見書による整理 

  ア、脳への影響 

  （ア）アクセン論文（甲 127 号証 25 頁ないし 27 頁） 

アクセン論文（２００４年）もその一つで、ラットに携帯電話の電磁波を照射

し続けると、ラットの血液中の微量元素である亜鉛やマンガンの濃度が低下

するというのである。人間の体内でもこのような微量元素が影響を受けている

可能性があるが、そのような研究はまだされていない。携帯電話のような電

磁波は、自然界には全くなく、生物がそのような電磁波に耐えれる保証はな

い。第三世代のデジタル型携帯電話を使用している人々は、まさに「人体実
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験中である」といえる。（甲第 127 号証 25 頁ないし 27 頁） 

  （イ）サルフォード論文（甲 127 添付資料 49） 

BBB 障害    ・・・・    サルフォード論文 

    携帯電話の様な高周波・電磁波が脳の機能に悪影響を及ぼす可能性は、

以前から指摘されており、私も証言したし、私の著作（甲第７６号証）やチェリ

ー博士の「意見書」（「甲第１２５号証」）にも書かれている。脳は全身への司

令塔の役割をはたしており、また人間の組織の中でも最も活発に活動して

いる組織であるため、多量の栄養補給と冷却を必要とする。その為に、脳へ

送られる血液にだけ、関所が設けられていて成分のチェックをしている。その

関所のことを「血液脳関門（BBB)」と呼んでいて、その機能が高周波・電磁

波で崩れる可能性をまず最初に指摘したのは、スウェーデンのサルフォード

博士だった。このあたりの経過に関しては、私が監修した「携帯電話：その電

磁波は安全か」（カーロ他著、集英社）に記載されているので、「添付資料

No.４９」として添付した。この本の著者であるカーロ博士は、米国・携帯電話

会社の作った無線技術研究所（ＷＴＲ）のいわば「やとわれ所長」で、安全

宣伝をするのが役目だったようだが、サルフォードの研究などの「危険性を

示す結果」に驚き、携帯電話が「安全研究を全くされないままで市場に出て

販売されている」ことにも驚いて、ついに「携帯電話は危険だ」と思うようにな

ってこの本を執筆したのである。米国では大変に話題になった本である。 

    サルフォード博士の発見した「BBB 機能の崩れ」問題は、脳への重大な危

険性につながることから、その後も論争が続いている。特に巨大な分子であ

り、正常であれば BBB を透過できないはずのアルブミンが問題になった。日

本でも郵政省（当時）から、「BBB の透過異常は起こらない」との発表が１９９

８年にあったが、報告書を読んでもしっかりした研究とは思えない内容だった。

欧米では、フリッツ論文（１９９７年）、トーレ論文（２００１年）などでも確認され

てはいたのだが、否定する研究もあり論争が続いていた。２００３年になって、

再びサルフォード論文が発表された。一般に広く使用されている携帯電話・
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電磁波を若いラット（人間で言えば１０代に相当）に短時間の照射をした所

が、アルブミンの透過が増え、長期的な影響として神経細胞の障害が発生

することなどを明らかにしたのである。また明らかな量ー反応関係も見いださ

れていて、この論文は米国・国立健康科学研究所から出版されている研究

雑誌に掲載された。いわばこの問題に決着を付けたといって良い論文であ

る。この論文の重大な意味を、「科学（岩波書店」（２００３年１２月号）の解説

記事（甲第７９号証）が詳しく紹介しているので参考にしてほしい。この解説

記事を読んだ後だったので、野島証人の証言を聞き（「野島証言①」１２～１

３ページ）、「乙第２９号」２０～２１ページを読むと、その落差の大きさに愕然

としてしまうのである。そして、野島証人は「サルフォード論文の指摘」や「ＢＢ

Ｂ問題の重要性」に無関心でおれるのは「何故なのだろうか」と考え込んでし

まう。 

    野島証人は、「総務省」が１９９８年９月に発表した「携帯電話の短期ばく露

では脳（血液ー脳関門）に障害を与えず」の報告を、一方的に信じているよ

うだが、新しい「サルフォード論文」は２００３年に発表されているのである。し

かも、そのサルフォード論文には、日本の総務省などの研究論文は引用さ

れていないので、総務省から発表された日本の研究は、５年後になってもま

だ正式な論文とはなっていないように思われる。 

    「サルフォード論文」は、厳しい査読で有名な「米国・国立環境健康研究

所」の出版している「Environ. Health Perspect(環境健康予測）」という研究

雑誌に掲載されているので、日本で行われていたその研究論文がまだ投稿

されていないのであれば、ぜひ、サルフォード論文の掲載されたのと同じ雑

誌に投稿して欲しいものである。総務省の研究が、厳しい査読に耐えられる

かどうかが判明するからである。そして同時に、その総務省報告のみを重視

して、「サルフォード論文」を無視しようとする野島証言が本当に信用できる

かどうかも明らかになるからである。 

さらに今回サルフォードの新しい論文が、2009 年 4 月 1 日公表された（甲
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第 222 号証の 1）。48 匹のラットに携帯電話の電磁波を２時間あびせたとこ

ろ、BBB 機関に異常をもたらす事実が証明された。相当の回復期間の後、

ニセの対照群と比べると、被曝したラットに強く損傷が証明された。この結果

は、サルフォードの前回の研究と一致している。 

この最新報告のとおり、野島証人のケチつけ意見などにもかかわらず、

次々と研究成果が積み重ねられることによって、サルフォードの指摘が正し

いことが証明されていくのである。 

 「乙第２９号証」２０ページには、「総務省の報道資料より」として、それまで

に発表された、「ＢＢＢへの影響に関する研究」が表に示されている。１９７９

年から１９９７年までの５件の論文がリストされていて、「影響の有無」には、５

件中３件が「無」であり、今度の「総務省の研究」が４件目の「無」であることを

宣伝しているように見える。しかし、この表に新たに加わった正式な研究論

文は、２００３年及び今回新たに提出した 2009 年のの「サルフォード論文」の

みなのであるから、「有無」に関していえば、「４対３」になったことになる。しか

し、「無」の３件はいずれも古い論文であり、更に「２４５０ＭＨｚ、２８００ＭＨｚ、

２４５０ＭＨｚ」という電子レンジ領域の高い周波数での実験であり、実際に携

帯電話に使用されているような「変調電磁波での実験」ではない。ところが、

「影響の有無」が「有」となるような「サルフォード論文」を含めた４件の論文は、

いずれも新しい研究であり、携帯電話領域の電磁波を実際に使用した研究

なのであるから、どちらの研究の方が信頼性が高いかは、いわなくても明ら

かである。この事実から考えても、野島証言が信用できないことが明らかだと

考える。総務省の研究がもはや「時代おくれ」であることもまた自明である。 

  （ウ）チェリー意見書（甲 125）  

     カルシウムイオンの漏れ 

     「個体発生は系統発生を繰り返す」という発生学の有名なテーゼがある。

生物の進化過程を説明しているわけだが、自然界にある微弱なシューマン

共振電磁波（強度は約 0.000001μＷ／㎠程度）は進化や脳機能などとに



  81/143 

深く関係していると私は考えている。 

    電磁波影響におけるシューマン共振・電磁波の重要性を丁寧に説明して

いるのが、チェリー博士の著作になる「甲第 125 号証」であり、その 5～12 ペ

ージにそのことが詳しく書かれている。脳細胞から、カルシウム・イオンが漏

洩するという現象は、1975 年に米国のエイディ博士らによって発見されたの

だが、変調・高周波の 16 サイクルで顕著に現れていて、電磁波影響には

「窓効果がある」との最初の発見例だった。カルシウム・イオンの漏洩は 50 や

60 サイクルでも起きるが、55 や 65 サイクルでは少ない。また、10、56V/ｍの

電場で起きるけれども、1,5,100 V/ｍでは少ないという報告もある。弱い変

調・高周波でも起きるわけで、長い進化過程と関連している可能性がある。 

     カルシウム・イオンは神経や卵子・精子にとって、極めて重要なイオンで

ある。私たちの骨はカルシウムの貯蔵庫であり、体内カルシウム濃度を常に

一定に保持する為の役割を果たしている。体内のカルシウム濃度が低下す

ると、無条件で骨を溶かしてカルシウムを補充するようになっているので、

「骨粗しょう症」になってしまうわけである。 

    ガン・成人病・アルツハイマー病・ストレスなどとカルシウムの関係も重視さ

れている。勿論、神経信号伝達や生殖機能にも関連している。ヒヨコの刷込

み機能の低下（グリゴリフ論文 1997）、ラットの学習能力低下（ライ論文）など

もあり、915MHz、SAR 値 0.05W/㎏のマイクロ波で人の神経細胞に異常が

生じたというダッタ論文（米 1984）もある。 

     カルシウム・イオンの漏洩に関しては、「甲第 125 号証」83～84 ページを

参照すると、ダッタ論文を始めとして、数多くの研究論文があることに驚くの

である。 

  （エ）チェリー意見書（甲 125 131 頁）  

メラトニン減少 

松果体（脳の奥にある）のホルモンであるメラトニンや、それの前躯体であ

るセロトニンやドーパミンなどが電磁波曝露に敏感だと考えられている。特に
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メラトニン（生体リズムのホルモンで夜間に多く分泌）が話題になっている。こ

のような微量ホルモンの重要性は、最近になって明らかになってきたことであ

り、ドーパミンはノイローゼに関連し、セロトニンは頭痛や自殺に、メラトニンは

睡眠などと深い関係がある。 

電磁波被曝でメラトニンが減少するという研究は 1973 年に発表されてい

て、0.1μＷ／㎠でラットのメラトニン分泌が抑制される（1983 年の発表）とか、

1mG の低周波・被曝でラットのメラトニン分泌湯が低下するとの北大の研究

が 1993 年に発表されている。勿論、「影響なし」の報告もある。 

メラトニンは、時差ボケ薬、サーカディアンコントロール（生物の体内時計）

やエストロゲンと関連（乳ガンの原因？）もあって、「奇跡のホルモン」として

1995 年頃から米国でブームになった。ガン抑制・若返り効果・エイズ抑制・

酸化抑制、ストレス解消などの効果が期待されると考えられているからである。

低周波曝露による論文「メラトニン低下によるガン抑制効果の阻害」の報道

（朝日新聞 2001.10.28）もあった。「夜勤勤務女性に乳ガンが多いのは、メラ

トニンが減少するからだ」との論文も報道されている（朝日新聞 2001.1.11）。

また、「不登校児童にメラトニン投与で改善」との熊本大学の研究も報道さ

れている（朝日新聞 2001.12）。アルツハイマー病の治療にメラトニンが効果

があるとも報道されている（朝日新聞 2003.7.19）。電力会社従業員調査で

も日に 25 分以上の携帯利用でメラトニンの低下の報告もある（米 2002）。 

低周波であれ、高周波であれ、電磁波・被曝によってメラトニンが漏洩さ

せられる可能性が高いのである。 

     なお、大分地裁判決は、この点に関し、次のとおり認定している。 

     『チェリー博士の意見書 

      a チェリー博士は、2002 年 10 月に作成した意見書において、シューマ

ン共振信号と呼ばれる自然の電磁放射線信号が、脳内ホルモンであ

るメラトニンの現象というメカニズムを通して、がん、心臓病、生殖器系

疾患、神経系疾患、死亡率上昇などの健康影響を与えることを示した
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ところ、これは十分に確立されたメカニズムにあって、無線波やマイク

ロ波にも共通するとした（甲 6）。 

      b もっとも、チェリー博士自身も、携帯電話基地局の近くに住むことと

神経系疾患や心臓病との関係については、明らかにされてきている

段階にあるとしており、また、携帯電話から放射される電磁波を含む

全ての電磁波が遺伝子毒性をもつ発がん性物質であるとする考えを

「仮説」としている（甲 6 の 131 頁）。」 

  イ、生殖異常 

  （ア）斎藤論文 鶏卵（甲 75、甲 127 添付資料 46） 

    「電磁波被曝・職業人の精子異常」「被曝男性の不妊」「被曝職業人には

女児出産が多い」などの研究が知られている。最近でも「男性の不妊」のこと

が報道されている（甲第８０号証）。しかし、そのような研究があっても、電磁

波被曝が原因であるという完全な結論を得ることはとても難しいのである。 

    鶏卵に弱い高周波を照射した所が、「約半数の卵が孵化しなかった」との

斉藤論文（甲第７５号証）は、１９９６年に発表された。その原論文は、１９９１

年に英文で発表されているので、その英文全文とアブストラクトのみの翻訳と

を「添付資料 No.４６」として添付した。その後、実際の携帯電話の電磁波を

被曝させて調べた研究が、フランスなどで２件発表されている（「甲第４３号

証」及び「甲第７７号証」）。これらの研究に対する批判を、なぜか野島証人

は「避けている」ように思われる。「乙第２９号証」２７ページに「斉藤論文」がリ

ストアップされているにもかかわらず、一言もその引用文献のことに言及され

ていないからである。「これらの論文のことに触れるのは良くない」との判断が

あって、本文中の批判が削られたのかも知れない。ところが斉藤論文のこと

をリストから消し忘れたのではないか。参考文献にリストすることは、本文にそ

の論文と関係するような文章がなければリストすることはあり得ないからである。

いずれにしろ、このような研究は、ＮＴＴドコモのような大会社であれば容易

だと思うので、ぜひ追実験をして欲しいのであるが、やろうとはしない。その
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一方で、実験に対する批判のみを展開するのである。 

      鶏卵に熱上昇の現れないような弱いマイクロ波を照射すると、「孵化率が

半減し、奇形まで発生していた」との最初の論文は 1996 年に発表された斎

藤論文（日本）だった。その後、携帯電話の電磁波を使用して鶏卵の孵化

を調べるシモ論文（仏 1998 年）とバスチデ論文（仏 2001 年）とが発表された。

いずれも斎藤論文と同じく孵化率が約半減していた。 

    原判決は、この斎藤論文について、全く触れようとしない。次のパナゴプウ

ロス論文については認定しているのと比較していかにも異常である。被控訴

人が反論していないからだと考えられる。 

  （イ）パナゴプウロス論文 ショウジョウバエ 

２００４年になって、鶏卵以外で初めての研究がギリシャのパナゴプウロス

らによって発表された。それの一部を和訳したのが「甲第７８号証」である。シ

ョウジョウバエのサナギの数を調べたという研究であり、携帯電話電磁波被

曝でサナギの数が大幅に減少した。それも、変調した電磁波に被曝した場

合がもっとも影響を受けていることを報告している。勿論、鶏卵の実験もサナ

ギの実験も、熱効果が起きるはずのない弱い電磁波を照射している。生き残

った鶏卵やサナギから孵ったのがオスなのかメスなのかが知りたいと思うのだ

が、残念な事にそのような研究はまだ発表されていない。 

なお、原判決は本論文を次のとおり認定している。 

『パナゴプウロスら（平成 16 年）によれば、搬送波 900MHz の GSM 携帯

電話から放射されるパルス化 RF 放射線が、人間の音声によって変調さ

れていると、昆虫の産卵能力を 50～60％低下させる。一方、非変調電磁

場に対応する場合は、産卵能力 15～20％低下させる。昆虫は携帯電話

アンテナの近接場で親昆虫が共存している最初の 2～5 日間、一日に 6

分間照射された。GSM 電磁場は、雌・雄双方に影響していることが見い

だされる（甲 78 の 1）。 

 なお、GSM とは、世界 200 か国以上で採用されているデジタル携帯電
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話の世界標準で、800MHz の周波数を使用するものであるとか、欧州の

携帯電話で採用されている電波の 1 方式であるとされる（甲 68、132 の 1、

証人野島）が、日本のデジタル式携帯電話における電波方式（PDC、甲

6）等との方式の異同は証拠上明らかではない。』 

     もちろん、この「方式の異同」及びそれによる影響の違いは被控訴人が

立証すべきであることは自明である。その反証がなければ同一と推認すべき

なのである。 

  ウ、染色体、遺伝子への影響 

  （ア）リー、マルコバ論文（甲 127 号証添付資料 53、54） 

リー論文 

     『最近になるほど、細胞・遺伝子レベルでの研究が進んできているのです

が、その中で最新の研究を２件紹介することにします。１件は２００５年８月

末に発表されたシカゴ大学の「リー論文」です。「添付資料 No.５３」に示し

ますが「２．４５ＧＨｚのラジオ周波数・電磁場は培養した人細胞における

遺伝子発現を変える」との題目です。我々は、親から受け継いだ遺伝子と、

環境要因などで変化する遺伝子とを持っています。それらの遺伝子が蛋

白質などの色々な機能を持つ物質を合成したりするのですが、そのような

機能をはたすことを「遺伝子発現」といっています。その「遺伝子発現」が

電磁波被曝で変化しているという最初の論文の一つです。このような「遺

伝子レベル」での研究も登場してきているのですから、その内にメカニズム

も明らかになるのではないでしょうか。 

   マルコバ論文 

   もう一つの論文は、２００５年９月始めに発表されたスウェーデン・ストック

ホルム大学などの「マルコバ論文」です。「添付資料 No.５４」に示しました

が、「ＧＳＭ携帯電話・マイクロ波は、過敏症や健康な人のリンパ球にある

５３ＢＰ１やガンマＨ２ＡＸ病巣に影響を与える」という表題です。携帯電話

の電磁波が、リンパ球の中にある染色質構造に影響を与えて、腫瘍抑制
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タンパク質などに影響を与えていることを、「世界でも最初に」発見したと

いう論文です。世界で最初の発見に対しては、野島証人であれば「他で

確認されていないから信用できない」ということになるかも知れませんが、こ

のような研究が最近になるほど増加していることが重要なのです。決して、

「影響がない」ような研究ばかりが、細胞や遺伝子レベルの研究で報告さ

れているのではありません。それどころか、最近になるほど、高度なテクニ

ックを使用した研究が増えてきていて、ここで紹介した２件の研究のように、

今までに報告されていなかったような現象が発見されてきているのです。

野島証人は、古い遅れた研究ばかりを取り上げて、「影響はありません」と

証言しているように私には思われてなりません。』 

    原判決はこの論文について次のとおり認定している。 

     『シカゴ大学のリーら（平成 17 年）によれば、2.45GHz のラジオ周波数・

電磁場は、非熱メカニズムを通して、培養したヒト細胞における遺伝子発

現を変化させるとされている（甲 127 資料 53）。 

      さらに、ストックホルム大学のマルコバら（平成 17 年）によれば、GSM 携

帯電話のマイクロ波が染色体構造に影響し、熱衝撃に類似する腫瘍抑

制 p53－結合タンパク質１（53BP１）とリン酸ヒストン H２AX（ガンマ H２AX）

病巣に影響することを発見し、ヒトリンパ球に対する携帯電話マイクロ波の

影響は搬送波の周波数に依存している、平均すると過敏な人も健康な人

も、同じような反応がヒトリンパ球で観測された、とされている（甲 127 資料

54）。』 

  （イ）ポメライ論文 

『最近になって最も注目されている「熱衝撃タンパク質(HSP)」などの異常

について紹介します。 

      ２０００年５月、英国のＩＥＧＭＰから報告書が発表されました（「甲第８７

号証」、「甲第４５号証」を参照のこと）。英国政府が依頼した調査委員会

で、病院長でもある著名なスチュワート卿（現・ＮＲＰＢ委員長）が委員長
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でしたが、「子供の携帯電話の多用に警告」を発した最初の報告書として

話題になりました。このスチュワート報告で、重要な問題として取り上げら

れたのが、デ・ポメライ論文でした。弱い携帯電話・電磁波の照射で、熱

に感じやすいタンパク質（熱衝撃タンパク質：ＨＳＰ）に影響を与えたので

す。その後、否定する論文も予想通り登場しましたが、多くの研究は「熱タ

ンパク質への影響」を支持しているのです。ＨＳＰへの影響は、低周波電

磁波に関しては、すでにリン論文（１９９７年）ブランク論文（１９９７年）にも

指摘されていたのですが、携帯電話のような高周波電磁波でも起きるとの

デ・ポメライ論文が「ネイチャー」という著名な雑誌に掲載されたことで、こ

の分野の研究が進むことにもなりました。２００５年にも、カラグリア論文（２

００５年）などが影響を認めています。私の調べた範囲では、高周波被曝

でＨＳＰへの影響を調べた研究は１９８８年以降で１８件あるのですが、「影

響なし」の論文は５件のみです。』 

  （ウ）レフレックス報告（甲 102 号証） 

    『 ２００４年１２月、「EU-REFLEX：レフレックス」報告と呼ばれる報告書（甲

第１０２号証）が発表されて話題になりました。EU 諸国７ケ国１０研究機関

が行っていた研究なのですが、携帯電話の電磁波被曝で DNA に損傷が

見られたことを公表したからです。同じようなＤＮＡ損傷が、低周波の磁場

でも発生するという最近の研究もありますので、「添付資料 No.５２」として

示しておきます。低周波は高周波よりもエネルギーが極めて弱いのです

から、電磁波全体がＤＮＡに損傷を与える可能性が高いのです。チェリー

博士の主張（「甲第１２５号証」）が裏付けられてきているように思います。 

      このように、熱衝撃タンパク質以外にも、新しい技術を使用しての「真性

核細胞への影響」、「DNA 鎖の切断影響」「DNA の崩壊現象」などが、相

次いで報告されています。勿論、「変化が見られない」との報告もあります

が、細胞・遺伝子レベルでの危険性を示す研究結果は、２００２年頃から

加速しているのです。』 
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       なお、このレフレックス報告についてはさらに次項で論じる。 

  エ、小括 

    以上のとおり、荻野意見書を整理したが、次項以下でさらに示すとおり、こ

の荻野意見書の見解を裏付けする論文がさらに次々と発表されているので

ある。特に２００９年に入って、バイオイニシエティブ報告やインターフォン計

画に参加した論文が発表されている。とりあえず、２００９年分について、甲

第 216 号証ないし甲第 223 号証として提出しておく。 

  （4）レフレックス報告 

  ア、レフレックス報告の到達点 

     レフレックス報告は、電磁波の生体影響についてヨーロッパ各国が同一

手法で行った共同研究であり、現時点で極めて重要な報告である。以下の

ことが明らかになっている。 

  イ、DNA・染色体を損傷すること 

ICNIRP や電波防護基準などの基準を遙かに下回るマイクロ波電磁波によ

って、DNA が損傷することが実験において認められた。さらには DNA が損

傷するだけでなく、光学顕微鏡でも観察できるような染色体損傷というレベ

ル（本堂第 17 回証言 50～58 項）、生体が元来持っている修復機能の限界

を超えた染色体損傷（同証言 86 項）までが、その実験において認められた。 

しかも、この実験はポジティブ・コントロールを同時に実験する等の公正な

実験であり（同証言 62、63 項）、再現性をもって確認されたのである（同証言

30、31 項）。 

レフレックスの論文は査読を受けて学術誌に掲載されており、「科学的妥

当性」が認められている。 

  ウ、 補強証拠の存在 

しかも、次に述べるようなレフレックス報告の結論を補強する研究結果も

合わせて明らかとなっているし、レフレックス報告は世界的な知見とも合致す

るという点からも、補強されるものである。 
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すなわち、レフレックス研究では、その電磁波による生体影響は、電離放

射線の電離能とは違う、放射線被曝におけるバイスタンダー効果と同様のメ

カニズムが働いていることまで分かってきている（同証言 75～77 項）。また、

スカベンジャー（活性酸素を消去する物質）の効果が確認されたことから、電

磁波による活性酸素の生成というメカニズムが想定できることまで実験によっ

て確認されているのである（同証言 68～74 項）。 

さらに、この電磁波による DNA 損傷という事態は、生体は機械の全く影響

を受けないような微少なレベルの刺激でさえ信号として検知して動くという、

生物分子モーターの研究で世界を引っ張る柳田氏の知見にも合致している

（同証言 110 項以下参照）。 

  エ、 レフレックス報告の直接の結論 

以上のようなレフレックスにおける実験の公正さ、その再現性、科学的妥

当性があること、また、メカニズムの解明、生体についての世界的知見にも

合致していることからは、ICNIRP や電波防護基準などの基準を遙かに下回

る電磁波によって、損傷される DNA、損傷される染色体がある、そのことがヨ

ーロッパの共同の実験によって確認されたのである。 

  オ、 レフレックス報告のもたらす意味 

ICNIRP や電波防護基準などの基準を遙かに下回る電磁波によって、損

傷される DNA がある、損傷される染色体があるという実験結果からは、従来、

巷でいわれた発癌性を有するのはエネルギーの高い電離放射線だけだとい

う考えは誤りであり、エネルギーが弱くても、ICNIRP や電波防護基準などの

基準を遙かに下回る電磁波によっても、周波数、波形、変調の有無、間欠

性の有無等によって、DNA や染色体の損傷が影響を受けるということが、改

めて確認されるわけである。エネルギーの強弱と生体反応を直結させる古い

思考は完全に粉砕された。 

このような知見は、電磁波過敏症の専門家である坂部教授の知見にも合

致している（甲１９６、坂部証言 247 項参照）。 
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ということは、電離放射線での発癌性といわれているものと、携帯電話電

磁波での発癌性の議論を同列で論じてはいけないことを意味するのである。 

また、周波数、波形、変調の有無、間欠性の有無等によって、DNA や染

色体の損傷が影響を受けるということからは、テレビ塔や家庭内の電気器具

の電磁波と携帯電話電磁波とを同列に論じようとすることにも慎重でなけれ

ばいけないことを意味する。  

  カ、大分地裁判決が示す問題点 

    大分地裁判決は、 

    『同研究の結果（２００４年）によると、携帯電話の電磁波が、EMF

曝露制限のためのガイドラインより低い被曝レベルでヒトや動物

の培養細胞内の DNA 及び染色体に損傷を与えることが統計的に有

意に認められたとした』 

   と判示しながら、さらに次のように指摘した。 

    『もっとも、レフレックス研究に対しては、細胞レベルの実験結果が

生体にどのような影響を及ぼすのか一層の研究が必要であるとい

う指摘が存するし（甲１０の５頁）、同研究の研究責任者も、携帯

電話の電磁波が人間の DNA を損傷するのかどうか、そしてそれが

疾患につながるのかどうかについては、さらに広範囲な研究が必要

であると述べている（甲２１の２頁）』 

    さらに、被控訴人も準備書面 11 において、同報告は「全く信用することが

できない」とする主張をしている。 

     しかし、この大分地裁判決の指摘、被控訴人の主張は問題点を認識す

るための正しい態度ではなく誤っているのである。 

  キ、大分地裁の指摘、被控訴人主張の立場の誤り 

    すでに繰り返し指摘してきたとおり、自然現象を研究対象とする場合、一

つ一つの研究例、報告例に不充分さ、不明な部分、残された課題が存する

ことは不可避の事実である。いかにすぐれた研究であろうと、一定の制約の
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下で行われる以上、一定の限界が存することは当然なのであって、100％の

証明を一つの研究でなしうることなどあり得ないのである。例えば、ノーベル

賞を受賞した論文においてすら未解決の問題を残し、疑問点も存している

事実が明らかである。すなわち、甲 182 号証の 1、2、利根川進論文、甲第

183 号証の 1、2 朝永振一郎論文、甲第 184 号証湯川秀樹論文がそうであ

る。 

    大分地裁本堂証人の証言においても、その点が一つの論点となった。被

控訴人主張のとおりであれば、これらのノーベル賞受賞者研究も、発表当

初において、「全く信用できない」と評価され、否定されるべきであった論文、

ということになる。 

    このような被控訴人主張が（論文の評価の仕方）が誤りであることは自明で

ある。そうではなく、一つ一つの論文が明らかにした事実、その重み、将来そ

の研究の未解決部分がさらに解決される方向に進むのかどうか、その判決

こそが必要なのである。もちろん、その判断は一つ一つの研究に限定して行

われるのではなく、その問題に関する他の研究成果が互いに補強しあって

正しい結論を指し示しているといことを総合判断すべきなのである。 

    しかるに、大分地裁判決は、研究成果をそのまま認定しながら、「も

っとも」と付言して、ことさらに未解決部分が存する事実をとりあげ、

研究成果自体が否定されるべきもののように判断している。明らかに

誤った判断なのである。 

   大分地裁判決が指摘した『もっとも、レフレックス研究に対しては、

細胞レベルの実験結果が生体にどのような影響を及ぼすのか一層の

研究が必要であるという指摘が存するし（甲１０の５頁）、同研究の

研究責任者も、携帯電話の電磁波が人間の DNA を損傷するのかどう

か、そしてそれが疾患につながるのかどうかについては、さらに広範

囲な研究が必要であると述べている（甲２１の２頁）』という認定部

分は、「さらに広範囲な研究が進めば、電磁波が人間の DNA を損傷す
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ることが明らかになる蓋然性が存する」という意味であることは自明

である。そうではなく、被控訴人が主張するように「信用できないこ

と」が明らかであれば、今後「いっそうの研究が必要」などあり得な

い、間違った結論を示していることが明らかなら、誰も今後「いっそ

う研究を進める必要がある」とは考えない。 

   被控訴人、大分地裁判決は条理に反した誤った立場にたった判断を

行っているのである。 

ましてやレフレックス研究者の一部に関して、一部の「ゴシップ」

的指摘を行い、研究全体の成果まで「信用できない」と主張する被控

訴人主張は、とうてい「レフレックス報告」の全体の意味（多くの研

究者がいくつもの研究を行ったその全体の総合である）を正しく理解

してはいない、誤ったものであることが自明である。 

  （5）バイオイニシェティブ報告について 

  ア、本報告についてはすでに大分地裁の認定について批判した指摘を行っ

ているが、現時点で極めて重要な最高の到達点と評価できるので、再度検

討を加えておく。 

  イ、フランスベルサイユ控訴院判決 

  （ア）2009 年 2 月 4 日ベルサイユ控訴院は本件訴訟においても重大な意味を

持つ、携帯電話基地局の撤去を命じる判決を下した。 

     その詳細についてはさらに立証責任の項において検討するが、ここでは

同判決におけるこのバイオイニシェティブ報告に関する判断を大分地

裁判決の判断と比較するためまず指摘しておく。 

  （イ）すなわち、次のとおり判示している。 

     『  INTERPHONE 事業により国際規模で開始された研究は、まだ着手

されたばかりであることを考慮し、 

２００７年８月３１日に BIO-INITIATIVE と題された最新の報告書が提

出されたこと、提出者についてはその大学称号と過去の業績が真面目
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さを証明しており、ブイグテレコム社が国内機関または国際機関からの

委任がないこと、および電気施設と携帯電話を区別しないという意図を

理由として行った批判を退けることができること、 

BIO-INITIATIVE 報告書（欧州会議はこの報告書を読んで問題意

識を喚起されたと述べている）はこの点について最終的な回答をもたら

さないものの、特に国際非電離放射線保護委員会が設定した極超長

波（ELF）への曝露の制限値は人間の保護には不適切であり、また電

磁場の健康への影響はまだよく知られていないものの、リスク管理措置

を講じるためには現在の科学的知見で十分であると結論づけているこ

と、 

医師による一部の研究が研究または測定における厳密さの欠如の

ために批判されまたは除外されうるものの、控訴のためにブイグテレコム

社が提出したものを含む刊行物は全体として、知見が断片的であるこ

とを理由として、曝露の有害性についての研究を続行すべきであるとい

う必要性を表明していること、またこの曝露はアンテナや中継局から発

される電磁波の場合では連続的で一方的に押しつけられる性格のもの

であることもまた考慮し、 

極超長波（ELF）の電磁波や電磁場への人間の曝露の公衆衛生へ

の影響を断定的に除外する要素は存在しないこと、』 

この認定された事実の「考慮」にさらに他の事実判断を「考慮して、総合

判断により携帯電話基地局の撤去と、撤去までの期間の損害賠償を命じ

たのである。 

  （ウ）このベルサイユ控訴院判決の事実認定とその判断の仕方と、原判決ある

いは大分地裁判決などの事実認定とその判断の仕方が、まったく逆になっ

ていることに注目すべきである。まさにこのベルサイユ判決の判断こそ控

訴人らが求めているものであり、研究論文に対する正しい評価の仕方なの

である。そしてそれは、まさしく日本とフランスの法律の違いなどで
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はなく、まさに「条理」、すなわち、ものごとの道理に従ったかどう

かの違いなのである。 

     この判決については立証責任の項においてさらに論じる。 

  ウ、報告書の目的（甲 159 の 2） 

同報告は目的について次のとおり指摘している。 

『 この報告書は１４人の科学者、公衆衛生と公衆政策の専門家によって、

電磁場の科学的証拠を立証するために書かれた。１２人の外部の評者が

調べ、報告書を精緻なものにした。 

この報告書の目的は、現在の公衆被曝限度値以下の電磁波の健康

影響に関する科学的証拠を評価し、将来の公衆衛生リスクの潜在的な可

能性を減らすために、現在の基準でどのような変更が正当だと認められる

のか、その数値を求めることだ。 

 この問題については、まだ全てが明らかになっていない。しかし、世界の

ほとんど全ての国で、電磁波レベルを制限する現在の公衆安全基準が

数千倍緩いのは明らかで、変更が必要だ。 

 新しいアプローチは、被曝の発生源について一般の人々と政策決定者

を啓蒙するために、そして同レベルの潜在的な健康リスクがない選択を見

つけるために必要とされる。』（4 頁） 

 『弱い電磁場の影響を確認する重要な科学的研究と批評を引証した計

１１章は、バイオイニシェイティブ・ワーキング・グループのメンバーによって

書かれた。セクション１６とセクション１７は、公衆衛生と政策専門家によっ

て用意された。これらのセクションは、どんな証拠が公衆衛生計画に用い

られるべきか、慎重な公衆衛生政策の場面で科学的情報がどのように評

価されるべきか、利用できる知識に応じた予防的行動と用心のための行

動を採用する根拠を確認するための証拠の基準を議論する。新しい公衆

安全制限の勧告につながる ELF の科学的証拠も評価した（予防的行動

や用心のための行動ではなく、必要性を実証するために）。 
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その他の科学的評価団体や学会は、新しい公衆安全制限につながる

かもしれないあらゆる結果を除外するほど、不合理性が高い証拠の基準

を採用することで、私たちと異なった結果に達していた。いくつかの団体

は、現在の（そして不適切な）基準を緩めるよう、実際に勧告している。な

ぜ、こんなことが起きたのか。理由の一つは、ELF と RF の被曝制限が、伝

統的に勧告を作ってきた専門機関に属する科学者と技術者の団体によ

って作られ、政府機関がそれらの勧告を採用してきたことだ。基準設定の

プロセスは少なく、たとえあったとしても、利害関係がある外部の専門的技

術者や商業上の関心と密接に結びついた利害関係者から提供される。

公衆衛生の専門家が定めたものを受け入れるというよりは、許容できるリ

スクと有害さの証拠に関する企業見解の影響力が最も大きい。』（5 頁） 

 『    過去数十年間、加熱作用（または誘導電流）が全く発生しないはるか

に弱いレベルの RF と ELF 被曝で、生物影響や何らかの有害な健康影

響が起きるという論理的な疑いを考えずに、限度値は設定されてきた。

いくつかの影響は、加熱作用が不可能な現在の公衆安全限度値の数

十万分の一で発生することが示された。』（7 頁） 

 『 専門家による最近の見解は、現在の被曝基準の不完全性を立証し

てきた。熱制限は時代遅れで生物学に基づいた被曝基準が必要だ、と

いう議論が広く普及している。』（8 頁） 

そして、次のとおり結論している。 

『 私たちに影響を与えない被曝の下限は無いかもしれない。生物影

響と健康に有害な影響が発生しない下限があるか分かるまで、ELF と

RF 被曝、とくに不本意な被曝を増やす技術を開発する「いつもどおり

のビジネス」を続けることは、公衆衛生の全体像から言って愚かであ

る。』（9 頁） 

  エ、がんの科学的証拠 

  （ア）小児がん 
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     『ELF への被曝が小児白血病を引き起こすという小さな疑いがある』（9

頁）『その他の小児がんについて確立性が否定していることを「大丈夫だ」

という合図だと受け取るべきではない。むしろそれは研究が否定している

ことを示す』（9 頁）『いつくかの最近の研究は ELF が小児白血病と後生の

がんのリスク要因であるというさらに強い科学的証拠を示した』（10 頁） 

  （イ）脳腫瘍と聴神経種 

    『 携帯電話とコードレス電話からの無線周波数電磁波は、脳腫瘍や聴神

経腫（脳の中の聴覚神経の腫瘍）のリスク増加に関する、１ダース以上の

研究につながった。 

      携帯電話を１０年以上使っている人は、悪性脳腫瘍や聴神経腫の発症

率が高い。携帯電話を、主に頭の同じ側で使っているといっそう悪い。』

（10 頁） 

  『１０年以上コードレス電話を使ってきた人は、悪性脳腫瘍や聴神経腫に

なる率が高い。主に頭の同じ側で、コードレス電話を使っているとさらに悪

い。』（11 頁） 

  『携帯電話とコードレス電話の照射への被曝に関する現在の基準は、長

期間の脳腫瘍と聴神経腫のリスクを報告する研究を慎重に検討していな

い。』（11 頁） 

  （ウ）乳がん 

 『 乳がんになる生涯のリスクが非常に高いこと、そして予防の決定的な重

要性を考えると、ELF 被曝は、高い ELF 環境で長期間過ごす全ての人々

のために減らすべきだ。』（13 頁） 

 『 人間の乳がん細胞の研究といくつかの動物実験は、ELF が乳がんのリ

スク要因であるかもしれないことを示す。人間の乳がん研究と同様、細胞

研究や動物実験から、乳がんと ELF 被曝の関連性を裏付ける証拠があ

る。』（14 頁） 

  オ、神経系と脳機能における変化 
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    『 アルツハイマー病は、神経系の疾患だ。長期間の ELF 被曝がアルツハ

イマー病のリスク要因だ、という強い証拠がある。』（15 頁） 

    『 携帯電話と携帯電話使用によって発生した電磁場が、脳の電気的活

性に影響を与えう、という小さな疑念が存在する。』（15 頁） 

    『 弱い無線アンテナ電磁波に慢性的に被曝する人々は、睡眠障害（不

眠）、疲労、頭痛、めまい、ふらつき、集中困難、記憶障害、耳の中で音

が鳴っている様な感覚（耳鳴り）、バランスと方向の障害、マルチ・タスキン

グ（訳注：同時または交互に複数の作業を行うこと）の困難さ、といった症

状を訴える。子どもの場合、携帯電話電磁波への被曝は、記憶作業をし

ている間ずっと、脳の振幅活性が変化することにつながる。科学的な研究

は今のところ、原因と影響の関連性を裏付けることができないが、これらの

病訴は、無線技術がかなり発達し広く行き渡った国々（スウェーデン、デ

ンマーク、ドイツ、イタリア、スイス、オーストリア、ギリシャ、イスラエル）では

一般的で、一般の人々の大きな懸念を引き起こしている。例えば、新しい

第三世代携帯電話（そしてオランダの地域広域アンテナ RF 照射に関わ

る電話）の開始は、ほとんど同時に、一般の人々の病気の訴えを発生さ

せた（５）。』（16 頁） 

      『 携帯電話タワーやアンテナからの RF 送信機への全身被曝、そして携

帯電話やその他の個人用機器からの被曝を含む、無線技術に長期間被

曝した影響は、まだ確実にわかっていないだけだ。しかし、すでにある証

拠の主要な部分は、生体影響と健康影響が、申し分無く低いレベルでも

発生し、発生させることが可能だ、と示唆している。影響が起きるレベルは、

公衆安全限度値の数千分の一以下だ。』（16 頁） 

     『 疫学研究は、被曝の数１０年後だけで健康への有害性を報告し、「平

均的」な人口の中で大きな影響をとらえることができる。そのため、有害

な可能性があるという疫学研究の早期警告は、今、政策決定者に真剣

に受け止められるべきだ。』（17 頁） 




