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５Gが子どもに与える影響

環境ジャーナリスト

いのち環境ネットワーク代表

加藤やすこ

無断転載禁止
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通信システムの
進化

• 80年代に登場したが、通
信システムは10年ごとに
更新。

• 第１世代移動通信システ
ム（１Ｇ）は通話、２Ｇ
ではメールが、４Ｇでは
高精細動画の送受信も可
能に。

• 最大通信速度は、この30
年間で約10万倍。 出典：総務省「第5世代移動通信システムについて」（2018）
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第5世代移動通信システム(5G)の特徴

特徴 用途

超高速・大容量通信 2時間の映画を3秒でダウンロードで
きる。

多数機同時接続 モノのインターネット（ IoT)や、監
視カメラなど、多くの通信機器と同
時に接続できる。

ほぼリアルタイムで操作 遠方にある工事車両などを無線で操
作できる。
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電磁波の種類と規制値
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電磁波とは

•電場と磁場を交互に
作りながら空間を進
む波

•周波数が高くなるほ
ど、波長が短くなり
、エネルギーも強く
なる。

出典：環境省ホームページ「放射線の基礎知識」

発生源から離れるほど弱くなる

5

用語の説明

用語：単位 概要

周波数：Hz 1秒間に振動する回数。
50Hz=１秒に50回振動、2GHz=20億回振動

波長：m 1回振動した時の波の長さ。
50Hzの場合、波の長さは6000km
2GHzの場合、15cm

電力密度:μW/㎠ 単位面積（１㎠,１㎡）を通過するエネルギーの量
SAR(非吸収率）：W/kg 組織（1g,10g)に吸収されるエネルギーの量
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身の回りの電磁波

超低周波 無線周波数電磁波
3Hz~3kHz 30MHz~300GHz

電離放射線非電離放射線

Martin Blank” Over-Powered”
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国際がん研究機関(IARC)の発がん性分類

グループ 分類 物質などなど

グループ1 発がん性がある アスベスト、プルトニウム、エッ
クス線、ガンマ線など

グループ2A おそらく発がん性がある DDT、スチレン、概日リズムを乱
すシフト勤務など

グループ2B 発がん性の可能性があるか
もしれない

アセトアルデヒド、超低周波磁場、
無線周波数電磁場

グループ3 発がん性があると分類され
れない

静電場、静磁場、エチレン、水銀
など

グループ4 おそらく発がん性がない カプロラクタム

8
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無線周波数電磁波規制の比較

周波数1800MHzについて比較
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2015年変更

一般の場所はICNIRPの70％、学
校・病院300m以内は60％
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総務省電波防護指針と ICNIRPの妥当性

• 総務省やICNIRPなどの古い指針では、強い電磁波に短時間被
曝して、温度が上昇する「熱効果」に基づいて指針値を策定。

• しかし、その後の研究で、熱が発生しない「非熱効果」とい
われる有害な生体影響が明らかになる。非熱効果とは：DNA
損傷、酸化ストレス、神経系・内分泌系の異常など。

• 現代社会では、大人から胎児まで全員が、熱効果を起こさな
いレベルの弱い無線周波数電磁波へ24時間被曝している。最
新のデータと、慢性被曝している現状に即した指針値の策定
を、欧州評議会（ ＣｏＥ）も勧告。
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ロシアの規制

• 1953年、ロシア医療科学アカデミー・労働衛生研究所に電磁波放射研
究室設置。ICNIRPの前身となる組織の設立より24年も早い。

• 基地局周辺の住宅の被曝量は１０μW/㎠以下。携帯電話ユーザーはリス
クを承知で購入・利用しているが、周辺住民は自分の意思と無関係に
設置されるので厳しく規制している。

• 基地局を設置する際は、自治体の建築許可と、衛生疫学許可証が必要。
衛生疫学許可証とは：各地の衛生疫学センターが電磁波被曝レベルの
計算など、試験結果に基づき発行する。

• ロシア非電離放射線防護委員会の委員長ユーリ・グリゴリエフ博士は、
「西欧の基準は、一般の人々の電磁波防護に相応しくない」と批判。
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オーストリア医師会ガイドライン(2012)

評価 無線周波数電磁波
電力密度（μW/㎠）

超低周波
磁場（mG)

正常よりはるかに高い ≧0.1 ≧4

正常より高い 0.01〜0.1 1〜4

正常よりやや高い 0.0001〜0.01 0.2〜1

正常範囲 ≦0.0001 ≦0.2

患者の電磁波被曝状況を把握し、専門家による測定を実施。測定結果を
医師と患者が共有し、治療の最初の手順として、あらゆる電磁波発生源
を取り除くか減らすよう求めている。

12
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電磁波と健康影響
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自動運転を支援する
ダイナミックマップ

• ⑴動的情報：周辺車両、歩
行者、周辺の信号

• ⑵準動的情報：事故、渋滞、
交通規制、道路工事、狭域気
象情報

• ⑶準静的情報：交通規制予
定、道路工事予定情報、広域
気象予報

• ⑷静的情報（高精度3次元地
図情報）：路面、車線、構造
物

＋車載センサー情報
出典：総務省「自動運転の実現に向けた総務省の取り組み」（2018）

政府は信号機に5G基
地局を設置する計画。
安全に歩けるか？
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関西電力、パナソ
ニック、トヨタの

実証実験

• 79GHzのミリ波レー
ダーが方向者や自転
車を検知

•路側機から700MHzの
電磁波で車に情報を
送信

•車と人、車と路側機、
車と車が情報通信を
行う

関西電力,パナソニック,ゼロ・サム,トヨタIT開発センター報道資料
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米軍アクティブ・ディナイアル・
システム(ADS)

• 米軍は対人制圧兵器ア
クティブ・ディナイア
ル・システム（ADＳ）
を開発。

• 95GHzのミリ波を照射
し、皮膚に熱刺激を与
えて無力化する。有効
距離は1km。アフガンに
短期間配備されたが、
実戦では使われなかっ
た。

• 写真は、メディア向け
体験会の様子。

出典：AFP  https://www.afpbb.com/articles/-/2865201?pid=8629641
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通信ネットワークのイメージ

出典：情報通信審議会新世代モバイル通信システム委員会報告

マクロセル：
4G/LTEと6GHz以
下(3.7、4.5GHz)

スモールセル：5G

電波の到達範囲が
狭くなるので、20
〜150メートルご
とに設置
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5Gアンテナとビームフォーミング

ビームフォーミング

アンテナ素子の角度と、電波を照射するタイミングを調整
することで、集中的に電波をユーザーに届ける
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ミリ波の影響

•イタリアのキアラ博士は、「被曝の影響は表在性組織に限定
されるが、皮膚血管や周囲組織への照射が起きるので、全身
的な影響を除外することはできない」

•オーストラリアとニュージーランドの研究チームによると、
ミリ波の研究（全68件）のうち、78％が生物学的影響を示し、
影響なしは19％だった。

•アメリカのコストフ博士は、「4Gも5Gも現実の被曝状況で
安全性をテストされたことはない」
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汗腺管がアンテナとして作用

• ヘブル大学コクネワ博士らは、汗腺管の螺旋構造が、
短波や超短波の送受信に使われるヘリカルアンテナの
構造と似ていることに注目。

• ミリ波やサブミリ波などの非常に周波数が高い電磁波
に対して、汗腺管がアンテナのように作用することを
実験で確認。

• 「皮膚が明確な反応を示しているので、5G開始前に
さらなる研究が必要」と述べている

20
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オランダ保健審議会はミリ波禁止

•健康リスクを推定できるよう、導入前・導入
中・導入後に被曝量をモニターすること

•健康リスクがわかるまで、5Gミリ波を使用し
ないこと

• 5G電磁波への被曝とがんの発生や男性不妊、
先天異常についてさらに調査すること

•慎重なアプローチをとり、被曝をできるだけ
抑えること

21

5Gのリスク

•今までより高い周波数帯（ミリ波を含む）と新しい通信方
式をつかうが、その安全性は立証されていない。総務省の
電波防護指針は1990年に制定され、最新の研究結果を反映
していない。

•ワシントン州立大学名誉教授のマーティン・L・ポール博士
は、5Gで自閉症や不妊の増加、失明の増加、植物の乾燥に
よる森林火災の増加などを警告、5Gは人間だけでなく、微
生物、昆虫、動植物にも影響を与える可能性があると指摘。
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今までより高い周波数帯を利用

無線周波数電磁波（3 MHz〜
300GHz)の区分

用途

マイクロ波（3〜30GHz） 携帯電話、スマホ、Wi-Fi、衛星通信
*準ミリ波（20〜30GHz) 5G
ミリ波（30〜300GHz） 短距離無線通信、車載レーダー、電

波望遠鏡、対人制圧兵器

テラヘルツ波（300GHz~3THz) 6G

波長：マイクロ波1〜10cm、ミリ波1-10mm、テラヘルツ波100μm〜1mm
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シナプスと神経伝達物質

出典：馬場元穀「絵で見る脳と神経 しくみと障害のメカニズム」医学

24
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細胞のイオン
チャネルは電位

依存性

• イオンチャネルは、
細胞の内部と外部で
イオン（電解質）濃
度を調整。

• マイクロ波は細胞内
と周囲のイオンを振
動させて、イオン
チャネルのセンサー
に電気刺激を起こす。

出典：https://www.otsukakj.jp/healthcare/iv/knowledge/

Harvard Extention
School ” Action 
Potential in Neuron”
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細胞レベルでの影響

•カルシウムイオンは、神経伝達物質の放出、筋肉の収縮、
遺伝子の発現、免疫細胞の活性化など、ほとんどすべての
生命現象に関わるが、マイクロ波に被曝するとカルシウム
イオンチャネルが活性化され、細胞内にカルシウムイオン
が過剰に発生。そのため、神経系や内分泌系などに多様な
影響が起きる。

•電磁波への被曝は酸化ストレスも起こし、DNA損傷、突然
変異を増加。

•男性と女性の生殖能力を低下させ、精子のDNAを傷つけ、
自然流産を増やす。

26

そもそも、子どもの脳は電磁波を吸収しやすい

• 10歳の子どもは大人より53%多く電磁波を吸収。頭蓋骨髄
の吸収は大人の10倍。子どもの脳神経細胞は活発に成長
中。頭蓋骨も薄くて小さい。免疫系の発達も不十分

27

SAR値の比較

国・指針 SAR値

アメリカ 頭部1.6W/kg、四肢4W/kg、全身平均0.08W/kg

日本 頭部2W/kg、四肢4W/kg、全身平均0.08W/kg

ICNIRP 頭部2W/kg、四肢4W/kg、全身平均0.08W/kg

アメリカのオム・Ｐ・ガンディー博士は、頭部と四肢について、ア
メリカは組織1gあたり、日本とICNIRPは組織10gあたりなので、ア
メリカのほうが吸収量は2.5〜3倍高くなる、と指摘。

28



2021/3/7

8

フランス国家周
波数庁（ANFR）
のSAR測定

• 携帯電話450機種のSARを、距
離０mmと5mm、メーカー推奨
距離で測定。

• メーカーの推奨距離（5〜
25mm）なら指針値2W/kg以下
になるが、０mmだと7W/kgを
超える製品も。

• 検査方法を改め、実際に耳に
当てる０mmで、指針をクリア
する必要性がある。

• 子どもと女性は耳介と頭蓋骨
が薄いので、被曝量が増える。
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5G電磁波の入射電力密度

周波数 部位 入射電力密
度

6〜30GHz 体表面

*両手を除く
4㎠あたり
2mW/㎠

30〜
300GHz

体表面

*両手を除く
1㎠あたり
2mW㎠

出典：総務省「電波利用ホームページ」より

6GHz以下 6GHz以上
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アメリカ国家毒性プログラム(NTP)

•アメリカ国立環境衛生科学研究所(NIH)による世界最大規
模の動物実験（研究期間10年、予算3000万ドル）

• 2G、3Gの携帯電話電磁波にマウスとラットを全身被曝さ
せた。

•雄のラットの心臓で悪性腫瘍が有意に増加、脳と副腎で
も腫瘍が発生。

•電磁波被曝とDNA損傷にも有意な関連性あり。
•「これらの結果はIARCの結果を支持するようだ」

31

精子の奇形の増加

• 基地局から1mの場所にケー
ジを置いてマウスを6か月被
曝させた。

• 39〜46％のマウスで精子の
異常が発生。対照群の異常
は２%のみ

• Otitoloju et al/Bull Environ Contam
Toxocp;(2010）

先進国ではヒトの精子数が50％低下。運動能力低下や、奇形も増えている

32
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基地局周辺でホルモン分泌が変化

• ドイツのブッフナー博士らは、
携帯電話基地局がたった村で半
年ごとに住民60人の尿を検査。

• 外的ストレスに対抗するアドレ
ナリン、ノルアドレナリンは一
時的に上昇した後、減少に転じ
た。前駆物質のドーパミンは大
幅に減少。これらの過剰なホル
モン産生を調整するフェニルエ
チルアミンは減少し続けた。 フェニルエチルアミン・レベルの変化

出典：Buchner & Eger(2011)Umwelt Medizin Gesellshaft
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電磁波過敏症患者の脳

• アメリカ、UCLA大学のヘウザー博士
らは、電磁波過敏症患者10人を対象に、
機能的磁気共鳴画像検査（fMRI)を実
施。同様の異常が確認されたと報告。

• 「かつて癲癇患者は悪魔に取り憑かれ
た状態と考えられていたが、脳波図に
よって身体的病気だとわかった。電磁
波過敏症にとってfMRIが、脳波図の役
割を果たすことを望む」

Heuser G.& Heuser S.A. Re. Environ. Health 2017

34

日本での調査：電磁波過敏症の主な症状

加藤＆ヨハンソン、臨床環境医学（2012)
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主な発生源

加藤＆ヨハンソン、臨床環境医学（2012)
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交通機関で乗客の携帯電話で体調不良を起こした

加藤＆ヨハンソン、臨床環境医学（2012)

65
20

12 3

ある ない 利用不能 その他

主な症状：
頭痛（49％）
どうき（24.4％）
めまい（20.4％）

37

交通機関で体調を崩す人がとっている対策

• 「外出をできるだけ控える」46.7%

• 「交通機関を利用せず、できるだけ
徒歩や自転車を利用」37.3％

• 「できるだけ自家用車を利用」34.7％

• 「できるだけラッシュ時を避ける」
30.7％

• 交通機関では近距離で被曝
する。

• 乗車中、近くで携帯電話を使
われて嘔吐し、電車が止まっ
たケースもある。

• さまざまな人が利用する交通
機関の対策は重要。

加藤＆ヨハンソン、臨床環境医学（2012)

交通機関では
電源オフに
ご協力を！

38

太宰府市立小学校の測定結果
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症状と対策

症状 オッズ比

頭が痛い 20.71
口内炎 12.34
いらいら 5.47
体がだるい 3.36
喉の痛み、
咳

2.27

記憶力低下 1.96

40



2021/3/7

11

基地局周辺で鼻血が多発

「週刊金曜日」2014年9月19日号

41

疫学調査と条例制定

•九州大学を中心とした研究チームが、九州の保育園・幼稚
園7園で園児の保護者349人を対象に疫学調査を実施。

•自宅が基地局から300m以内にある園児は、「ふらふらす
る」「胸が苦しいという」が有意に多い。「肩などを痛が
る」は6.2倍、「夜中に目を覚ます」3.0倍だった。

•宮崎県小林市は基地局規制条例を制定し、周辺住民に周知
することなどを求めた。

42

小林市の携帯電話基地局規制条理

•保護者らが「電磁波問題を考える小林市民の会」を
結成し、基地局を設置する前に住民説明会を開催す
ることなどを定めた条例を制定するよう陳情

•陳情は、圧倒的賛成多数で可決され2015年4月施行
•着工60日前までに市に届けを提出し、工事概要を知
らせる看板を予定地に設置

•住民から求めがあれば説明会を開催する

43

鎌倉市の規制条例

• 2008年、市民団体「基地局の電磁波を考える鎌倉の会」が、
基地局の規制を求めて市議会へ陳情。

• 2010年「鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条
例」施行

•守る会は、「電波の届く範囲の住民」への周知を求めたが、
高さ×2倍の範囲の住民と、地権者、自治会の代表者に設置計
画を通知することに

•位置情報の公開も求めていたが、条例には反映されず
•自治会の代表者が説明会不要と判断し、設置されるケースも

44
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江別市は事業者に「お願い」

• 北海道江別市は、各携帯電話事業者に「広範な説
明」をお願い

• 自治会の回覧などを通じて、より広い範囲の住民
に計画を周知し、求めがあれば説明するよう求め
た

• 電磁波過敏症発症者が、計画を事前に知って、近
隣への設置を阻止できたこともある

45

東京都多摩市、5G条例趣旨採択

• 12月14日、５Ｇ基地局の規制
を求める陳情を、全会一致で
趣旨採択。

•科学的な不確かさがあること
は認めた上で、困っている人
に寄り添う必要性がある、と
いう点で一致した。

•情報公開と住民への周知を含
む内容になる予定。

•陳情の概要
•①情報公開；事前に事業計画を
周知し、設置後は標識を

•②住民への説明会
•③環境因子に敏感な人々の保
護：子供や高齢者、電磁波過敏
症の人を守るため、住宅地や子
どもの通う施設、福祉施設、病
院周辺への設置を禁止

46

日本弁護士会「電磁波問題に関する意見書」

•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オ
フエリアを作る等の対策を検討するべきである。

•センシティブエリアでは規制を厳しくする。
•基地局設置の際の手続き規制と情報公開が必要。
•基地局や高圧送電線周辺での実態調査の実施。

47

小型化する5G基地局

• 三菱電機が開発した28GHz対
応の基地局。大きさは約
120×240×28mm

• NECは3.7,4.5,28GHz対応

• KDDIとNTTドコモはマン
ホール方基地局やガラスアン
テナも開発

• 遠くからではわからず、気が
つかない内に設置いされる可
能性がある

写真：報道資料,各社ホームページなど

48
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個人でできる対策と
社会的に必要な取り組み

49

住宅の電磁波対策

取材協力：住環境測定協会

50

ヨーロッパ環境医学アカデミーの
無線周波数電磁波対策

• 携帯電話、スマホ、コードレス電話の通話時間を短く
する。スピーカーフォンかハンズフリーを使う。でき
るだけ機内モードにするか、設定を変更し、Wi-Fi、
ブルートゥースなどを無効にする。

• 携帯電話を体に近づけるのを避ける。
• 全てのWi-Fiルーターをの電源を切る。プロバイダー
に連絡し、WI-Fi停止を依頼する。通常、有線での操
作も可能になる。

• 省エネ照明からの電磁波被曝を避ける。

※拙著『新 電磁波・化学物質過敏症対策』（緑風出版）164-169ページで詳述

51

フランス周波数庁 (ANFR)の情報公開

イギリス、フランス、ドイツ、イスラエルなども位置情報を公開

52



2021/3/7

14

ブリュッセル首都圏地域は5Gを拒否

・ベルギーでは2009年に行政区が独自の電磁
波規制値を設けることが認められた。

・ブリュッセル首都圏地域は、1800MHzで
19.2μW/㎠。

・業界団体は規制緩和を求めたが、2019年、
同地域のセリーヌ・フレモール環境相は「ブ
リュッセル市民は、私が売り払うことができ
るモルモットではない」と拒否。

・2020年春から30の自治体で5Gが始まった
が、ブリュッセルは含まれていないブリュッセルタイムス2019年4月1日付け

53

世界各地で反対運動

イタリアでは約500自治体、アイルランドでは６郡議会が5G中止を
決議。スイスも5Gを導入するための規制緩和を拒否。スロベニアは
安全性が利生されていないとして導入を禁止

54

アメリカの条例

・健康不安を理由にした基地局条例は禁止

・ただし、景観保護の規制は禁止されていない

・そこで、ゾーンニング規制で条例を制定

・2018年以降、スモールセル規制条例または
5G一時停止決議を45自治体・州が制定
・住宅地での設置禁止や学校等から約500m離
すことなどを定めたものが多い。

55

環境への影響

56
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植物への影響

出典：CorneriaWaldmann-Selsam博士がダルムシュタット市長宛に出した公開書簡 (2019)

57

無線通信は有
線の10倍電力
を消費する

出典：Baliga et al. IEEE Communications Magazine , 2011

光ファイバーは信頼性が
高く、健康影響がなく、
環境負荷が少ない

58

人工的な無線周
波数電磁波への
被曝量が急増

Bandara & Carpenter, The lancet Planetary Health (2018) 

・アメリカのバンダーラ博士
とカーペンター博士は、人工
的な電磁波に被曝が20世紀半
ばから急増し、自然なレベル
の百京倍に達する、と指摘。
「5Gは私たちの周りに数百万
台の無線周波数送信機を加え
ることになり、被曝レベルは
再び激増するだろう」

・最近の研究（試験管内、生
体内、動植物の実験、疫学）
2268件のうち、68％が有害影
響を示した

59

2030年から始まる６G

• 総務省「Beyond 5G推進戦略懇談会提言」によると、2030年頃にテラ
ヘルツ波を利用する6G（周波数300GHz~3THz）を導入する見込み。

• 5G通信やIoT高度化と普及・拡大を進める

• 地上、海、空、宇宙を繋ぐ技術開発と整備を同時に進める
• サイバー（仮想）空間とフィジカル（現実）空間の一体化
• 「誰もが活躍できる社会（Inclusive)」「持続的に成長する社会

(Sustainable)」「安心して活動できる社会(Dependable)」を目指す

電磁波被曝量の増加は、インクルーシブでもサスティナブルでもない

60
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低軌道に5万機の通信用人工衛星を打ち上げ

写真：Steve Jurveston
スペースX社は、通信人工衛星約4
万8000機を打ち上げる「スターリ
ンク計画」を推進

国際天文学連合は、電波天文台の観測に支
障が出て、天文インフラの重大な脅威にな
る可能性を指摘

61

スターリンク社
のネットワーク

•高度350〜５５０kmの
低軌道に人工衛星を打
ち上げ、周波数
24.25GHzのミリ波で通
信ネットワークを構築
する。

図出典：Starlink revision(2018)

62

アメリカ海洋大気庁(NOAA)と
アメリカ航空宇宙局（NASA）が反対

• NOAAとNASAが共同運用する気象観測衛星群JPSSは23.6〜24GHzで
気象情報を収集。5G通信衛星は24.25GHzを利用するので、電波干渉
を起こす可能性がある。

• 2019年5月、NOAAのニール・ジェイコブズ局長代理は、連邦議会
下院の科学委員会で証言。「電波干渉によって測定データの77％が
失われ、天気予報の精度が30％低下し、1980年代の予報レベルに戻
る」と警告。

• 80年代の予報レベル=現在よりも台風の予報が2〜3日遅れる。

• 気象データを基に世界各地で行動するアメリカ海軍も、5G通信衛星
に反対

63

シューマン共振への影響

シータ波4-8Hz、アルファ波8-14Hz、ベータ波11-38Hz
出典：N Cherry (2001)

図：wikipediaより

↑ ↑ ↑
Θ波 α波 β波と重なる
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通信衛星のセキュ
リティは脆弱

• 過去の事例：衛星回線を
傍受してIPアドレスを盗
み、衛星をマルウェアに
感染させ、サーバーの
データを衛星回線経由で
抜取った

• サイバー攻撃をしかけて
衛星放送を停止させた上、
軌道を変更させた

• NASAの観測衛星がハッ
カー集団に攻撃され、制
御不能になった

65

大規模な事故につながる可能性

•オックスフォード大学のパヴォー博士らは「3万円程度の
機器で通信衛星を攻撃できる」と指摘

•総務省の「宇宙×ICT懇談会」も、車の自動運転や無人航
空システムは、衛星の測位情報システムを利用している
ので、情報が改竄されると大規模な事故につながる可能
性がある

•今後10年で8万機の通信衛星が打ち上げられ、通信や軍事、
産業ネットワークに組み込まれるが、大丈夫なのか？

66

GIGAスクール構想と電磁波

67

GIGAスクール
構想

•Wi-Fiが整備されて
いない学校では、既
存のLTE通信網や、
自治体などが自前の
通信網を構築する
「ローカル５Ｇ」を
利用

出典：文部科学省「GIGAスクール構想の実現 標準仕様書」（2020年）
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政府が掲げる次世代教育のイメージ

5Gの特性 5Gを活かした次世代教育
超低遅延 個別最適教育

習熟度別、複式学級、外国語学習などのグループ学習
通信による社会・職業体験

超高速 専門教育
理科、音楽、美術、技術、体育など、自校にいない専門教員
から授業を受ける

多数機同時
接続

健康管理
各種センサーを通じて児童生徒のバイタルデータを得て、心
のケアや集中度合いに応じた生活指導を実施

出典：「GIGAスクール構想の実現パッケージ」（2019年）

69

自閉症スペクトラムと電磁波

• アメリカ、ハーバード大学のマーサ・ヘルベルト博士らは、
電磁波被曝が自閉症スペクトラム障害に影響を与えている可
能性を指摘。

• 自閉症スペクトラムとは：コミュニケーションの異常や反復
行動などを特徴とする発達障害群。

• 妊娠中の母親が電磁波に被曝すると、生理学的な機能不全が
発生し、発達に関わる障害のリスクが増える可能性がある。

• 記憶や学習、注意、行動について神経学的な問題のある子供
には、有線の学習・生活・睡眠環境を提供することを推奨し
た。

70

教師にも健康被害が発生

• 小学校教員（東京都）：持病が原因で退職し学習アドバイザーをして
いた。化学物質過敏症と電磁波過敏症を発症後、無線LANでめまい、
頭痛、吐き気などが起きる

• 中学校教員（兵庫県）：化学物質過敏症と電磁波過敏症を発症。職員
室の無線LANに反応して鼻水などの症状が出る。アクセスポイントか
ら離れた場所に机を移して症状が改善。

• 小学校教員（関西）：化学物質過敏症と電磁波過敏症を発症。学校無
線LANが入ってから頭痛、思考力低下。教室中でタブレットを使うと
めまいと吐き気

71

OECDの調査：PC導入率が高い国ほど成績が低下

OECD”Studens, 
Computers and 
Learning”(2015)

※拙著『シックスクール問題と対策』（緑風出版）80-83ページで詳述
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無線LANへの対策

•静岡県下田市：中学校の
無線LANを有線に交換

•北海道札幌市：各教室に
PoE給電機を設置し、電
波のオン・オフが簡単に
できる

•東京都新宿区：学習用タ
ブレットに、ブルーライ
トカットシートをスク
リーンに貼る

札幌市教育委員会仕様書

73

アメリカ、メリーランド州

• 新しい教室を作る場合は有線LAN
• 無線LANルーターは、使わない時は電源を切る

• できるだけ子供から離れた場所にルーターを設置する
• 使わない時に無線LANを切るよう、こどもたちに教え
る

• 膝の上などにパソコンを置くのではなく、机の上に置
いて被曝量を減らす

74

インクルーシブ教育と障害者差別解消法

• 文部科学省は、障害のある子もない子も共に学ぶ「イ
ンクルーシブ教育」の実現を目指している（その目的
は共生社会をつくるため）

• 内閣府は障害者差別解消法を制定。障害のある人が、
社会的バリアの解消を求めた場合、合理的な配慮をし
なくてはいけない。

75

まとめ

•日本ではほとんど知られていないが、無線周波数電磁波から
人々を守るために、規制を厳しくし、5G導入を拒否する国や自
治体も増えている。

•総務省の電波防護指針は国際的に見ても非常に高く、最新の研
究結果を反映していない。

• 5Gや次世代の6Gによって被曝量はますます増え、人間だけでな
く生態系全体に深刻な影響を与える可能性が指摘されている。

•人々の暮らしに最も近い自治体レベルで、規制を行うことはで
きないか。
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資料紹介

• 書籍：『5Gクライシス』『新 電磁波・化学
物質過敏症対策』「シックスクール問題と対
策』（緑風出版）

• いのち環境ネットワークホームページ
• https://www.ehs-mcs-jp.com

• 会報アース通信
• 5Gリーフレット/GIGAスクールのリーフレット
• メールマガジン
• https://foomii.com/00226/2021020300000076223
• Facebook  

https://www.facebook.com/yasuko.kato.50
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