


は じめ に

この小冊子は、『建築ジャーナル』2006年8月 号特集 「非電化住宅のすすめ」を、

抜き刷 り印刷 したものです。

昨年 「できてますか ? 電磁波対策」(2005年6月 号特集)を 発行後、大変な反響を呼び、

多くの方々から再び特集を組んでほしいと要望がありました。

以前まで、「電磁波問題Jの 危険はごく一部しか知られていませんでしたが、

ここ近年で、一般市民の間で電磁波に対する関心が急速に高まっています。

欧米諸国では健康被害の実状を踏まえて、電磁波に対する規制強化を進めていますが、

日本では携帯電話、IH調理器など、高性能な製品が次々と開発され、

電磁波汚染はますます深刻化しています。

電磁波は自分の健康だけでなく、地球の生態系、未来の子孫に大きく影響を与えます。

電化製品や携帯電話の使用を控えても、便利と快適は十分得 られます。

電磁波を減らした生活をできるところから始めてみませんか。
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―一まず 「非電化製品Jを 発明するに

至った経緯からお願いします。

藤村 20世 紀は 「電気文明の世紀」で

した。それまで人力や蒸気などを主な

エネルギー源としていたのが、電気を

利用することで、人々の生活は格段に

快適・便利になりました。

しかし、電化製品の普及は電気消費

量の増大を必然化させ、1966年 7月 、

日本原子力発電の東海発電所が営業運

転を開始以降、原発の新設が相次ぎ、

2003年には計画を含めて全国で63基、

電力需要の 3分 の 1を 供給 していま

ピス トンの 中 に活性 炭 を敷 い た卓 上 7iI水器 「SELF

GUARDJを 使って浄水する藤llさん,こ れ も藤llさんの

発明品。カー トリッジのような交換品は何 もなく、時々熱

湯で殺菌 再71すれば半永久的に使用可

新しい暮らしを実現する

快適で1愉しい非電化生活

藤 本寸立青之 さん 1工 学博士 ・非電化工房主宰に聞く

神奈川県 ・葉山の御用邸を見下ろす丘の上に、発明家 ・藤村靖之さんが主宰する 「非電

化工房」がある。工房の庭には藤村さんの発明による風力発電、太陽光電池、非電イヒ冷

蔵庫が並び、室内にも除湿機、珈fJl煎培器など電気や化学物質を使わない 「非電化製品」

がずらりと置かれている。果たして非電化とは何なのか、藤村さんに取材した。

す。フランスを除くヨーロッパでは、

1986年のチェルノブイリ原発事故以

降、原発の縮小・廃棄を進めているの

に対 し、日本では電化製品の大型化、

待機電力の増大、最近では、オール電

化の急速な普及によって、電力需要は

増加する一方です。

私は自然共生型の国々をよく訪れて

いますが、ほとんどの国が電化製品に

憧れ、電気を使った生活を目標にして

いることに疑問を抱いていました。も

ちろん電気によって快適・便利は得 ら

れますが、その反面、失った代償 も大

きく、社会がそれを認識したときはも

はや手遅れなのです。

6年 ほど前、モンゴルの遊牧民から、

「主食の羊肉が夏場になると腐 り、食

料に困って余分に羊を殺 してしまう。

何かいい方法はないだろうか」と要請

を受けましたcモ ンゴルでも物質文明

化が進み、遊牧民にとってもテレビや

照明などの電化製品は憧れの対象です

が、食料を確保する冷蔵庫は切実な問

題であったのですc

そこで、遊牧民が実際に購入でき、

電気を使わない移動可能な冷蔵庫を発

明しました。当初は、非電化製品は自

然共生型の国を対象にしていました

が、日本やアメリカのような工業国こ

そ必要だという励ましもあり、冷蔵庫、

掃除機などを発明してきました。

しかし、誤解 してほしくないのは、

非電化 とは貧しい昔に戻るものでも、

電気を否定するものでもありません。

新しい豊かさを実現する選択肢の一つ

としてとらえほしいのです。

圧力鍋と星空の冷蔵庫

一―「非電化Jという選択肢が増えた

わけですが、電気に依存 していた生活

を切 り替えるには、なかなか抵抗があ

るのではないでしょうかc

藤村 非電化製品は電化製品 と違っ

て、当然ハイテクではあ りませんから、

時間やプロセスがかか ります。しかし、

一度非電化製品を試す と、ほとんどの

人がそのプロセスを楽 しみ、快適であ

ると答えています。

例えばご飯を炊 く選択肢はさまざま

あ りますが、電気炊飯器が大半です。

そこで工房に 6人 の女性に集まってい

ただきました。皆さん電気炊飯器を使

っていましたか ら、その理由について

尋ねてみると、「これ しかないからJと

一同に答えます。そこで、最新の電気

炊飯器 と圧力鍋 (ガスコンロ)で ご飯

を炊 き、手間と味の 2点 を比較 しまし

た。するとおいしさは全員が圧力鍋に

手を挙げ、手間については全員が両者

ともに同じと答えました。

普通の鍋や炊飯器で煮炊 きした場

合、鍋の内部は 1気 圧、水は100℃で沸

騰 します。 ^方 、圧力鍋は蓋 と本体を

密閉して蒸気を中に閉じ込め、内部の

圧力 を上昇 させて沸点 を高め ますか

ら、おお よそ内圧が 2気 圧、沸点 は

120℃ にな ります。そのため、圧力鍋

でご飯を炊 くと、普通の鍋 よりも早 く

米のでんぷんが糊状 にな りますか ら、

5分 で炊 き上が ります.火 を消 した後

も、約10分 は100℃以上の温度が保た

れますか ら、蒸 らしができます。ガス

を使った普通の鍋に比べると、エネル

ギー使用量は 4分 の 1に 、電気炊飯器

と比べると約30分の 1以 下に節約され

ます。 日本中の電気炊飯器がガスの圧

力鍋に変われば、原発 3基 分の電力を

減 らすことができます。

次に、フローリングに珈琲の粉をこ

ぼして、電気掃除機 と等 (十塵取 り)に

よる掃除について も実験 してみ まし



た。すると全員が等のほうが楽チンで

愉 しいと答えたのです。

そもそも電気掃除機は、カーペ ット

にたまった土埃 を取 り除 くために、

1899年にアメリカで発明されました。

仕組みは電気送風機 を高速で回転 さ

せ、内部の空気を大気 より低い圧力に

してごみを吸引するものです。もっと

簡単に言えば、手のひらの上に小 さな

紙切れを置き、息を吹 きかけると紙切

れは簡単に移動 しますが、逆に息を吸

って動かすことはできません。しかし、

電気掃除機は後者の吸引式ですか ら、

小 さなゴミを移動させるために、大量

なエネルギーを消費するのです。

日本では1931年に国産第一号が発売

されましたが、「土足 とカーペットJの

生活環境ではなかったため、まった く

売れませんでした。 しか し、高度経済

成長期の頃か ら、住宅が欧米化 され、

豊かさの象徴 としてカーペットが一般

家庭に敷かれると、電気掃除機は一気

に普及 したのです。それが1990年代に

入ると、カーペ ットがダニやカビの温

床 となり、子 どものアレルギー疾患が

社会問題に発展しました。ようやく日

本人が高温多湿の日本にカーペットが

相応しくないことに気づき、今度はフ

ローリングが流行 りました。フローリ

ングであれば、等と塵取 りで事足 りま

すが、掃除は電気掃除機でするものと

いう固定観念が離れず、等と塵取 りに

よる掃除が復権しません。

しかし、年間電気掃除機に使われる

電力量は約50億kw。 原発に換算すれ

ば、16基分に相当します。これらを笑

い話で済ませるのではなく、電気に頼

らない選択肢を持ち合わせてほしいの

です。
―一先ほどモンゴルの遊牧民のために

非電化冷蔵庫を発明されたとお話しさ

れましたが、工房の庭

にも、非電化冷蔵庫が

3基 置かれています。

一体どんな仕組みなの

でしょうか。

藤村 家庭用電気冷蔵

庫は1960年ごろから出

始め、現在の普及率は

約110%(家 庭の数の 1

害J増し)。近年、冷蔵庫

の大型化 も進み、冷蔵

庫の電力は年間350億

kwに 上ります。

電気冷蔵庫は庫内の

空気を冷やし、空気を

媒介にして貯蔵物を冷

やすものですが、空気

は最 も熱効率が低い。

冷蔵庫の冷却効率は、吸熱する空気

(庫内)温 度と放熱する空気 (冷蔵庫背

面)温 度の差にほぼ比例 します。です

から冷蔵庫背面温度は低い方が好都合

なのですが、電気冷蔵庫の多 くが壁面

のくぼみにはめ込まれているため、放

熱された熱がこもり、背面が高温度に

なってしまい電気冷蔵庫の効率が上が

らず、エネルギー負荷がかかるのです.

一方非電化冷蔵庫は、できる限り冷

蔵後の貯蔵物の熱を外に逃がし、外部

からの熱を遮断して効率よく冷やす仕

組みです。そのため、冷蔵庫の貯蔵室

は熱伝導率の高い金属でつ くり、その

周 りには水をたっぷり充填し、夜間の

輻射によって冷却 します。一日中、日

の当たらない北側に設置して星の見え

る夜が3日に一度程度あれば、真夏で

も、10度以下の温度を維持できます。

モンゴルの非電化冷蔵庫も仕組みは

同じですが、廃品となったペットボ ト

ルや羊のフェル トを利用しました。ま

ず、熱の吸収と放射がしやすいように、

上左 1非電化冷蔵庫。予約注文台数に達すれば、販売 も可能。 卜右 :非電化冷蔵

庫の構造 と仕組み.中 :星空の冷蔵庫の仕組み。下左 :星空の冷蔵庫の蓋を開け

たところ.下 右 :冷蔵庫の傍でモ ンゴルの遊牧民の子 どもたちと藤村 さん

黒の墨汁を入れたペットボ トルを箱に

詰めて地中に埋め、鉄製の放射板 と断

熱用のフェル トで 2層 の蓋をつ くりま

す。夜中に冷蔵庫の蓋を開けておけば、

夜空に向かって熱が大量に放射され、

冷蔵庫内の温度が下が り、日の出とと

もに蓋を閉め、太陽熱を遮断して低温

を保ちます。モンゴルの夜空は5等星

がきらめ くほど空が澄んでいるため、

熱を十分放射できます。昼間の気温が

30度に上昇 しても、冷蔵庫内は4度 以

下を保っています。冷蔵庫が完成した

とき、遊牧民たちは大変喜び、「星空の

冷蔵庫Jと命名しました。

藁を使った非電化野菜貯蔵庫

―一非電化は電化製品だけでなく、建

築にも応用できそうですね。

藤村 九州の某修道院から非電化によ

る野菜貯蔵室の依頼がありました。こ

の修道院は、山の中腹の森に囲まれ、

敷地も広大です。建物の配置・構造を

泡ヽスチロール
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工夫して、自然エネルギーをうまく生

かせば、エアコンなしでも快適な生活

は十分できますが、残念ながら修道院

の建築設計にこれらの配慮が欠けてい

たため、夏になると修道院の中は蒸 し

風呂状態になりました。ここでは電気

の使用も最小限に抑えているため、夜

になるとあまりの暑さに木の床に直接

寝ざるを得ない。しかし、もっとシス

ターたちを悩ませていたのは、野莱の

貯蔵でした。修道院では、無農薬・有

機肥料による野菜を栽培 し、ほぼ自給

自足に近い生活を送っています。それ

が暑さによって野莱が傷み、貯蔵でき

なければ、食生活に支障が出るのです。

シスターから、約 8畳 の広さで、ほ

どほどに低温 (夏の昼でも20℃以下)、

乾燥 した非電化による貯蔵室の依頼を

受けました。私は 「ス トローベイルハ

ウス (藁の家)」と名づけて非電化野菜

貯蔵庫プロジェクトを開始しました。

構造の仕組みは以下のとおりです.

①涼しい敷地 夏も緑に囲まれ、涼し

い風の通 り道ができる場所。

②ス トローベイル壁 厚さ50～70cmの

ススキを使ったス トローベイル (藁の

ブロック芯)に 、外側15cm、室内側に

10cm厚の土を塗る。

③断熱屋根 断熱塗料十トタン十板

(5 cm厚)十藁 (30cm厚)十板」を組み合

わせて、太陽光と外気温度を遮断。

④放射冷却 屋根に5 niの二重ガラス

窓をつくり、ガラスタト側には断熱開閉

扉を設置し、夜間晴天時のみ開放。室

内南側には水を充填した保冷用ペット

ボトルを500本設置。

⑤高床式 床面高さ55cmにし、床下通

気を良くして地面からの湿気を排除。

⑥非電化換気装置 傾斜天丼部にエジ

ェクター煙突をつけて、室内空気を吸

引。

2004年9月に開始したこのプロジェ

ク トは、ススキ刈 りからブロックづ く

りまで、すべての建設作業をボランテ

イアによるワークショップ形式で行い

ました。ボランティアは全国から延ベ

365人にのぼり、2005年6月に完成。性

能はもちろん、ス トローベイルハウス

の無垢の美 しさに、「野菜貯蔵庫では

もったいない。瞑想室にしようか」と

シスターたちが言うほど、素晴しい非

電化貯蔵庫が出来ました。

一一藤村さんの元には世界から非電化

プロジェク トの依頼があるそうです

ね。

藤村 カナダのデータバ ンクによれ

ば、世界では一週間に3,000件もの新た

な化学物質が登録されていると言われ

ています。また、アジア全域が高度成

長を遂げはじめ、中国では38基の原子

力発電が建設されています。

自然 と一休になって暮 らす人たち

が、先進工業国に追従 してエネルギー

多消費型、化学物質依存型になっては

上左 :ス トローベイルハウス完成。上中 :ス トローベイル

ハ ウスの内壁に保冷用ペ ットボ トルを並べる。上右 :非電

化除湿器.塩 化カルシウムを含浸 したろ紙に湿気 を吸若さ

せる。2日で 1～ 15ι ほど吸着 し、ろ紙の色がブルーか ら

ピンクに変わる。 日光にさらせば回復で きるので、半永久

的に使えるす ぐれ もの。予約500台で15,750円。下左 :ス ト

ローベイルハウス構造。 F右 1土の中塗でヮークショッブ

地球の未来はありません。その現状に

世界各国が気づき始めているのでしょ

う。現在、28カ国から非電化プロジェ

クトのオファーがきています。

では日本はどうでしょうか.快 適・

便利な生活となりましたが、子どもの

半数以上がアレルギー疾患を抱えてい

ます。さらに、室温の変化によって体

温が変化する子 どもが出始めていま

す。人間は恒温動物なはずなのに、エ

アコンや高気密・高断熱の生活によっ

て、身体の免疫抵抗力が低下している

現状を、幸せといえるでしょうか。

私は発明家を自認して約30年になり

ます。これまでに発明 した数は1,000

点を超えましたが、一貫 して 「人の幸

せや環境」をテーマに置いてきました。

非電化製品は、電化製品に比べれば、

快適・便利・スピー ドは劣 ります。しか

し、シンプルな構造なので消費者でも

つ くりやす く、壊れても直 しやすい。

そして環境に負荷をかけず、健康と温

もりのある人間環境を築 くことができ

るのです。ほどほどに快適・便利な非

電化生活をしてみませんか。

ふ じむら やすゆき 11944年生まれ。大阪大学大学院基礎

工学研究Tl物理系専攻博十課程修了 (工学博士)。コマツ

熱■学研究室長、カンキ ョー代表取締役 を経て、現在、非

電化工房、発明工房、発明起業塾 を主宰。お もな著書に

Fさあ、発明家の出番です |』 (風媒社)『
/「・業家は未来に

「点」を打つJ(エ イチアン ドアイ)な ど
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私は断じてオール電化を勧めない。
古 川 保 |す

ま咆 割 ‖設計室

太 陽光発 電 と拉致 間題

「環境 に配慮 した住宅会社Jと い

うアンケー トをとったら、結果は

○○ハイムが一番であるという。

太陽光発電を屋根に付けて、オー

ル電化にすれば、快適生活のレベ

ルを落とさずに、環境に配慮 した

生活ができるからとのこと。

原子力発電は、炭酸ガスの発生

が少なく、C02削 減には欠かせない

電力供給源で、あと12基設置 しな

ければならないと日本政府は言う

(欧州諸国では環境負荷がありすぎ

ると閉鎖の方向)。日本の人口は減

少 しているというのに不思議だ。

建設時と処分時に膨大なC02を 発

生 し、冷却水により海水温度を直

接上昇させていることには言及 し

ない。炭酸ガスの減少は地球温暖

化の防止が目的だが、京都議定書

はC02削 減なので、海水温度上昇は

問題にしない。地球温暖化には原

子力発電は最悪であるが、停電は1

秒でもさせたらいけないと、最大

使用時間帯に合わせての原子力発

電所増設である。そうすると電気

は夜余る。原子力発電は発電調整

ができないので夜10時からの電気

代を1/3に 安売 りする。温水だけ

は貯金が出来るので、温水器だけ

薦めれば良いものを、電力会社は

エネルギー源を一人占めしようと、

オール電化を薦め、使えば使 うほ

ど料金が安 くなるシステムをとる。

夜型の生活を推奨する 「電化deナ

イ トJと いう料金形態 もある。 日

本から夜がなくなる勢いだ。

どんどん電気を使 うため、夏の

昼の電力は原子力発電でも足 らな

くなった。渡 りに船が、家庭の太

陽光発電だ。太陽光発電の効率が

上がるのは夏の昼である。一般人

は売電が出来るという、広告に乗

せ られてしまう。売電の仕組みで、

環境に配慮 した気分にな り300万

円もする太陽光発電 を設置す る

(生産時に家庭の 5年 分の電気代

を使 うのだが)。夏の昼の最大需

要者は銀行 とパチンコ屋だ。電力

会社はその売電された電気をパチ

ンコ屋に売る。パチンコ屋の利益

金は北朝鮮に流れる。位致問題の

解決はさらに遠のく。

茄 で蛙

茄で蛙現象 というのがある。蛙を

熱湯を入れた鍋に入れると、熱 く

てす ぐ鍋か ら飛び出る。 しか し、

水の状態で鍋に蛙を入れて、加熱

して序々に鍋の中の温度を上げる

と、鍋から出ることもな く、茄で

蛙になって死んでしまう。

IHヒ ーターは炎が出ないので

安全だという。主婦は台所の壁の

汚れを気にする。ガスより台所が

汚れないというのは嘘である。今

時ガスコンロから煤は出ない。汚

れの原因はガスの燃焼煙ではな

く、食用油や食材の燃焼煙である。

だか ら、汚れの原因の総量は、ガ

スもIHヒ ーターも同じである。

しかし、ガスの場合はガスの燃

焼熱で上昇気流が発生 し、汚れが

上部のフー ドに捕獲される仕組み

なので、フー ド周 りや壁が特に汚

れる。IHヒーターでは上昇気流が

発生 しないので、汚れは四方八方

に分散 し家全体が汚れる。さらに、

Ⅲ ヒーターの台所には防炎たれ壁

が基準法上不要なので、汚れた煙

はリビングヘ と流れる。徐々に壁

が汚れるので気付かない。最近珪

藻土など吸湿性の建材が多 くなっ

たので、壁の吸着性 は高まった。

来客者は家の臭いに気付 くがお宅

の家は臭いとは教えて くれない。

徐々に臭 くなった家に住人は気付

かない。 これを 「茄で蛙現象」と

いう。IHヒーターに珪藻土内装の

お家の奥さん、同じ仕様のよその

家の壁の臭いを嗅いでみては。

このことに気がついたメーカー

はIH専用の換気扇を薦めている。

要は強力換気扇である。気密住宅

に強力換気扇を付けると、家の中

に負圧がかか り、床下の防蟻剤 ま

で吸引してしまう現象が起 きる。

lHヒーターは安全 か ?

IHヒ ーターは安全 というが、電線

の向こうの発電源に危険にさらさ

れている人がいることは無視する。

では、使 う人は安全かというと

そ うで もない。IHヒ ーターの底

面は160度の部分と400度になる部

分がある。400度の部分に油があ

ると発火点360度の油は発火する。

料理の鉄人の料理みたいな現象が

起こる。家庭のガスの場合はまん

べんな く300度 なので発火するこ

とはない。IHヒ ーターは温度む

らがあるので、料理がうまく出来

ない。電力会社の料理教室では有

名料理人がIHヒ ーターを料理 し

てみせる。料理がうまく出来ない

のは、IHヒ ーターではなく、自分

の腕の悪さと主婦は錯覚する。

高齢者には特に良いという。鉄

鍋は高齢者には重い。そんな場合

は、アル ミも使えるオールメタル

対応 もあるという。電気代を 3割

高に消費することは言わない。ま

た、底が平 らで、アル ミ鍋は軽 く

すぎて横スリップを起こす。

賢い欧米人は危険なIHヒ ー タ

ーは使わない (シーズヒーターは

使う)。

ふるかわ たもつ 11947年佐賀県生まれ。1992

年すまい塾古川設計室設立.熊 本市在tf



キッチンは汚れて当たり前

鷺デザギナ…侍鑢菫 大 谷 ゆ み こ さん 1暮 らしの探検家 食デザイナ に聞く

鰊剋

―一IH調 理器を使った料理本が発行

されるなど、IHが電子 レ.ンジ同様に市

民権を得つつあ ります。 しか し、大谷

さんの提唱する 「未来食」では、火の

大切 さを説かれ、電子 レンジ、IH調理

器は使用を禁止 していますね。

大谷 太陽のことを 「オヒサマJと敬

称をつけて呼ぶように、日は生命の源

の光を表す言葉であり、火と灯は日の

分身と考えられてきました.私 たちの

体が 「オヒサマJの光を浴びて骨の形

成が進むように、穀物は十分な日照の

強さと日数があって実るのです。Hの

チカラを吸収 して育った穀物は、火の

チカラが加わって、芳醇なご飯が出来

あが り、食べることによって体と心が

養われるのです。調理は電気よりはガ

ス、ガスよりは薪や炭の火が適してい

るのです。

ところが、電子レンジは食べ物の微

火を使って料理しよう

分子を 1秒 問で25億回も振動させて発

熱させて無理や り分子構造を破壊 して

引き離 します.私 は電子 レンジを長 く

使っていませんが、電子 レンジが出来

始めた頃、お餅を焼いたところ、ぷ く

っと膨れますが、冷めると蝋のように

カチカチになって、再び焼いても食べ

られない。しかし、火で焼いたお餅は

冷めても、もう一度火で焼いたらやわ

らか くなって食べ られます。「アメリ

カ小児科学ジャーナルJ(1992年4月 )

では、スタンフォー ド大学での研究で、

電子レンジで温めた後の母乳は、免疫

血球素―Aの 98%、バクテリアの増殖

を押さえる活動力の96%が 破壊される

という報告が掲載されています。

加えて、電磁 レンジが発する電磁波

による被爆も′亡、配です―
Ⅲ。現代の生活

は、電化製品をはじめ携帯電話が急速

に普及し、かつてない電磁波環境に置

「安全・クリーン・経済的」をキャッチフレーズにIH調理器の使用が急速に伸び

ている。しかし、本来料理は汚れるものであり、火の見えない調理器の安全性

も気にかかる。1986年に「未来食アトリエ・風」を開設して以降、雑穀を主体に

した未来食を提唱する大谷さんに、火を使った食の生命力について話を聞いた。

かれています。電子レンジでは、比較

的メリットと同時にデメリットについ

ても語 られてきましたが、IH炊飯器、

IH調理器、エアコン、冷蔵庫、蛍光灯に

はインバーター搭載など、「インバータ

ー・"J「IH‐"Jと いう名のついた電化製

品の広告に、消費者は惑わされていま

す。言葉の持つ本来の意味を理解しな

いまま、優れた付加価値なのだろうと、

疑問を持たずに購入してしまうのです。

電気よりも薪やガスで炊いたごはん

がおいしいのは、鍋や釜の周囲を高温

度で一気に加熱するので、お米のグル

タミン酸が閉じ込められ、ふっくらし

たごはんが炊 き上がるのです.一 方、

電気は熱効率が悪 く、沸点に達するま

でに時問がかかります。そこで、IH炊

飯器は電線を渦巻き状にしたコイルに

よって磁場を高 くし、内釜に熱を循環

させることによって高温度にするので

す。IH調理器も同じ原理で、熱伝導率

は高 くなりましたが、金属製以外の鍋

は使うことができませんし、調理をす

るたびに強力な電磁波が発生します。

電磁波の強さは距離の 2～ 3乗 に反

比例するため、発生源から離れればそ

の影響は弱まります.炊 飯器、電子レ

ンジも危険ですが、IH調理器の場合、

発生源から離れることができません。

さらに、調理器が子宮の位置にあたり

ますから、妊婦・胎児へのリスクはと

ても大きく、早 く廃止すべきです。

実際に調理をしてみても、炎を見な

がら火加減を調整していたものが、数

値化して機械に合わせなければいませ

んから、とても不便で、ス トレスにな

ります。また、火の用心 としてお年寄

を対象にIH調理器の販促活動が盛ん

ですが、複雑な操作になじむことがで

きるでしょうか。点火も消火も目で確

認できないため、かえって危険です。

調理 のル ール
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炭 火 料 理 がお い しい 理 由

大谷 陰陽五行説に 『木火土金水』が

ありますが、この中で木だけがDNAを

もった生命体です。木は 「光合成Jに

よって成長 し、酸素を私たちに供給す

るほか、雨水を貯める貯水池の役割を

果たします。木を伐採すれば、建築材

や燃料材になり、灰にすればアルカリ

性の肥料にな ります。環境を汚 さず、

すべてが役に立つ生命体は他にあ りま

せんよ。

炭火を使った料理がおいしいのは、

炭のもつ遠赤外線の働 きによるもので

す。ガスは水分を含むのに対 し、炭火

は水分を含みませんから、食べ物の旨

み成分を蒸発させずに食べ物の中に封

じ込み、炭火の香ばしさとともにおい

しさを引き出してくれるからです。ま

た、木のミネラル成分が、炭化によっ

て凝縮 して残 りますから、水差 しに炭

を入れれば、水のカルキ臭 も取 り除き、

おい しいアルカリイオ ン水 にな りま

す。さらに、マイナスイオンを発生さ

せて心身をリラックスさせる鎮静効呆

もあるといわれています。

つまり人間や地球にとって木を燃や

した火が一番自然なんです。地球温暖

化の間題 もあって、火を燃ゃ してはな

らないと言われていますが、工業社会、

車社会がもたらした弊害であって、人

間が煮炊 きに使 う火を規制すべ きでは

あ りません。 しかも、国はオール電化

を推進 していますが、地震などで電気

が断線すれば、通信 もできず、料理 も

できず大パニックになることは容易に

想定できます。チェルノブイリしか り

原子力発電は事故が起 きれば、放射能

が大量に放出されます.人 間をはじめ

あらゆる生命体が破壊 ・損傷 される危

険物をどうして推進するのでしょか。

使いこんだ大谷さん宅のキッチ ン.大 谷さんの子 どもたちが手際よく■TIIする

―一大谷さんは雑穀を主休に風土食を

提唱され、食べ物を栄養学に代わって

古代自然観の陰陽に分類 しています。

皮をむかず、アクもとらない、肩の凝

らない料理ですね。

大谷 「火」と「塩Jは 陽性調理、「水」

と「油Jが 陰性調理の主役です。火を

使って調理することで陰性な植物の血

液のクロロフィル (緑)を 陽性な人間

の血液のヘモグロビン (赤)に 変えま

す。そこに 「気」と 「愛Jを こめて、

「手Jを かけて食べ物の生命力を高め

るのです。つまり、食べることは命を

運営することであり、料理は生命を創

造する技術です。

しかし、今日世界中のあらゆる食材

が市場に並び、料理が 「もてなしJや

「ごちそう」ととらえられています。料

理本も身近にはない食材や器具を多用

した外食のような料理が多い.さ まざ

まな調味料を「少々」入れた料理は、食
べる楽しみよりも調理が苦痛になって

しまう。材料 も余らせてしまい、最終

的には買ったほうが安いからと言い訳

しながら、料理から離れてしまいます。

本来料理とは生活に密着したシンプ

ルなものです。私の料理はリアリズム

ですから、きゅうり1本を切って、塩を

入れて揉む。庭や畑でとれたにんじん

を丸ごと使うなど、料理をつ くる人の

ための料理に徹 しています。手をかけ

ることも趣味的なものではなく、素材

と触って遊ぶといった手当てのような

感覚で十分なんです。野菜も皮を景1か

ずに調理すれば、早 く煮て、味も引き

出されるので、あっという間に完成し

ます。料理教室を開くと皆さん皮を剥

き始めますから、「皮を剥かない」「ア

クを抜かない」と言いながら、料理に

対する頭の転換をしてもらいます。

未来食では砂糖を使いませんし、料

理がシンプルになればなるほど、素材

の旨みが引き立ち、調理も楽しくなり

ます。食は一番身近な環境問題ですか

ら、食文化に意識が高まれば、目常生

活もシンプルになり、性格も前向きで

温厚になります。

キッチンからライフスペースヘ

ーー食文化同様にキッチンも西洋化 して

います。最近では、生活観を感じさせない

モダンなキッチンが多 くなりました。

大谷 明治以来の 口本の食の歴 史は

「命を生かす食べ物 ・食生活」か ら 「命

を破壊する食べ物・食生活Jへ と変遷 し

ています。食生活が西洋化・人工化 し、

自然のルールに反 した食生活が続いて

います。食文化を復権するには食生活

はもちろんですが、西洋化 された台所

の在 り方も見直す必要があ りますc

まずガス台の位置が高す ぎますね。

わが家はサバイバルセミナーを開いて

いることもあって来客が多 く、一度に

40人ほどが訪れることもあ ります。子

どもたちは幼児期から料理をしていま

すか ら、火の熱さや加減を目や肌で感

じなが ら火を使いこなし、同時に危険

を察知 します。わが家ではガステーブ

ルの高 さを約50セ ンチに下げました。



睫鱚饉飩 
食デザイナーの織賞

ガス台が低いと4歳 の子どもでも鍋の

中を覗くこともできますし、大人も鍋を

かきまぜやすく、持ち運びも簡単です。

雑誌などで写真映えのする無機質な

システムキッチンや台所を拝見します

が、デザイナーや設計者は料理をした

経験があるのでしょうか.生 活観のな

いキッチンは、汚れを気にして揚げ物

や炒め物を制限したり、料理をしなく

なってしまいます.ま た、必要以 Lに

キッチンをきれいにしていては、まる

で他人の家にいるようで生理的にも苦

しくなります。

キッチンの配置をみても、壁側にあ

るのは私には耐えられないですね。中

国の台所のように、みんなが美味しい

食材を持ち寄って、おしゃべ りしなが

ら料理をつ くり、あちこちで歓談の輪

が広がるような空間が理想です。今は

狭小住宅が多くなっていますから、玄

関を開くと、食事・団乗を兼ねた台所が

見えてもいいのではないでしょうか。

都会の人工化が加速し、家は唯一生

身の人間が寛げら

れる場です。人間の

体でいえば家は子宮や羊水になり

ますから、ハイテクな設備やデザイン

主義を優先した家では、人間は元気に

なりませんよ。とくに料理は食と命を

つなぐ場ですから、キッチンというよ

り「ライフ (命)スペース」と呼ぶほう

がふさわしいですね。

料理は汚れて当たり前です。料理の

汚れを家の風格 ととらえ、ガス台が冬

は暖房器具を兼ねるような、生命体を

感じさせる台所をつくってほしいです

ね。座 り心地の良い椅子と大きなテー

ブルを置き、わいわいがやがや皆がお

しゃべ りしながら、料理を楽しむ家づ

くりをしてください。

おおたに ゆみこ 11952年 栃木県生まれ.山 形県飯豊 麓を

幕らしの拠点に、体 と地球の元気を同時に取 り戻す 「未来食J

を提唱する。日本の伝統食である雑穀を 「つぶつぶJと 名付

け、数千 点におよぶ 「つぶつぶベジタリアンJレ シピを創作。

FつぶつふカフェJオ ーナー、「いる
'、

あJ代 表。「国際雑穀

食フォーラムJ代 表.著 書に 「未来食J(メ タ ブレーン)

「雑穀つぶつぶ食で体を変えるJ(講 談社)な ど多数,

鑢鶴纏オススメの太篠爆ん鶴畿

F未来食 環境汚染時代 をおい しく生き抜 く』

食汚染の原因 と未来食の提案が図解 をふんだんに使って、

わか りやす く解説.こ れを読めば、食と生命休のつなが り

が  1瞭 然でわかる.メ タ ブレー ン発行.1952円 (税抜)

雑穀料理 と暮 らしの専門誌 『つぶつぶ』

最新号07の特集は天然甘味料 「‖酒J.表 紙のアイスクリ

ームは、砂糖 も生クリームも使わない甘酒ベースの甘酒豆

腐アイスクリーム 1900円 6嗜抜)

『つぶつぶ雑穀スーブ』

ヒエ、アワ、キビなどの雑穀 と野菜をつ くる簡単なスープ

が満載。見た ‖、味、栄養良 しの 3拍 子.学 陽書房発行.

1.500円 (税抜)

「つぶつぶカフ・J 2006年から 「つぶつぶカフェ世界の街角

計画J推 進中.現 在東京 と長野で・4F営。写真は 4月 にオー

プンしたばか りの長野駅前店。店内は自然住宅にこだわる

地元工務店とコラボレイ トして、自然素材を多用 している。



躙屁隋 その2

日常生活から火を絶やしてはならない
武 山 肇 1躙

武山建築設計事務所

ス蘇]蝸 、し鷲T
ピヵピヵ、スィッチピッのIHヒ ー

ターは、確かに
・
お似合いで、掃除

も楽で、安全そうに見える。電磁

調理器は 「火を使わないから安心J

「クリーンJが うたぃ文句である。

しかし、素直には信 じられない。

日々 、小 さな危 険と向き合 う

人類は、日常的に火を管理する術

を身につけることにより、他の哺

乳類 と進化の道を分け、文明を築

いた。闇夜に獣から身を守るため

に火を熾 し、絶えないように管理

し、そ して、火の周 りに集い、煮

炊 きをし、一緒に食事をすること

か ら人類 らしい文化 を生み出 し

た。

直火がほんの少 し危険だからと

言って、生活の中から火を管理す

る能力を失っていって良いのだろ

うか。 日常で使 う火を管理するこ

とすらできなくなって良いのだろ

うか。三島由紀夫が何かの文章で

「火を焚いて料理 しないと食事を

した気が しない」と書いている。

人間が失ってはいけない大事な何

かを言い当てている気がする。

「火を使わないから安心」は、本

当にそうだろうか。突然発火の事

故など技術的な問題は多々指摘 さ

れている。 しかしそれと同じよう

に問題なのは、人が生活 してゆ く

中で、当た り前に持っているべ き

小さな危険を日々管理 してゆく能

力を、いとも簡単に、知らない内に

失って行 くことである。

火のことに限らず、日常は小 さ

な危険の連続である。小さな危険

を自分の能力で気を付けながら暮

らすのと、小 さな危険す らないも

のと錯覚 して暮 らすのでは、どち

らが本当に危険なのかは明らかな

はずだ。

高齢者介護の問題で、老人は寝

たきりになるのではなく、寝たき

り老人にさせ られるのだ、と言う

話がある。つまり、まだまだ歩い

た り、日常生活をする能力を持っ

ているのに、歩 き回った り、日常

生活を自分でしない方が、事故に

も遭わず安全だからと、ほんの少

しの介助の手間を惜 しむために、

寝たきりにさせ られてしまうと言

う話である。 日常の中で、普通に

使 っていれば、衰えない能力 を、

ちよっと危なそうだからと、使わ

なくなることで、加速度的にその

能力は失われていく。そして二度

と使えなくなる。火を管理する能

力 も同じではないだろうか。

「クリーン」の出所を考えよう

「クリー ンJと 言 うのも疑問であ

る。電気エネルギーは、自然界か

ら直接取 り出すことができず (落

雷などから直接取 り出せれば別だ

が)、人為的に他のエネルギーか

ら作 り出さなくてはならない。

エネルギーはその様態を変化さ

せるたびにロスを起こしてい く。

石油、天然ガス、石炭などの化石燃

料を、火力発電所で燃焼させて (熱

エネルギーに変換)、タービンを回

し (動的エネルギーに変換)、電気
(電気エネルギーに変換)を 取 り出

している。そして送電ロスを加え

て、各家庭に送 り、Ⅲ ヒーターで電

気エネルギーを磁気 (磁気エネル

ギーに変換)に して、鍋底に渦電流
(電気エネルギーに変換)を 発生さ

せ、鍋の電気抵抗により、熱エネル

ギーに変換している。

単純に化石燃料から熱エネルギ

ーを取 り出すよりも、何倍 もの変

換 ロス、送電ロスを加えて、電気
エネルギーから熱エネルギーを取

り出していることになる。これが

はたして、地球環境に配慮 したエ

コロジカルな、エネルギーの取 り

出し方、使い方なのだろうか。

電気にしかできないことは、電

気でやれば良い。 しか し、簡単に

火を焚いて熱を取 り出すようなこ

とを、さまざまなロスを加 えて、

電気を使 う必要がどこにあるのだ

ろうか。

また、現在発電のかなりの部分

を原子力発電に頼っている。核エ

ネルギーでつ くり出した電気は、

はたして本当にクリーンなエネル

ギーと言えるのだろうか。末端の

IHヒ ーターでco2を排出しないか

ら 「クリー ン」だと言 うのであれ

ば、あまりに浅はかな議論である。

人類 の大 切 な能 力だから

さまざまなエネルギーを、適材適

所に効率よく使い分けて暮 らすの

が、地球環境になるべ く負荷 を掛

けない暮 らし方ではないだろう

か。簡単な目先の便利さ (ツルッ

ルピカピカで掃除がラクだとか)、

安易な安全性 (ただ単純に直火を

使わないとか)に 流 されてオール

電化にする必要はない。物は使え

ば古び汚れるのであ り、安全は自

分の目と手で確かめるべ きだ。

火を付けたら、火を付けたこと

を忘れないこと、火を消 し忘れな

いこと。当た り前のことは、当た

り前にできた方が良い。 日常生活

の中で火を管理して暮らすことは、

人類が長い年月を掛けて、培った

大切な能力の一つなのだから。

たけやま は じめ 11958年北海道生 まれ。1985

年東京理Tl大学大学院修士課程修了。山下設計

を経て、1996年辰野武山建築設計事務所設立
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・食・住は私たちの生活での基

本であることはいうまでもあり

ません。その中でも、住宅は、費用が

かかることのみならず、家族のやすら

ぎの場としても重要です。その住宅に、

「オール電化」の建築ラッシユが続い

ていて、特に九州や中国地方などのガ

ス配管の整備されていない市町村など

で急増しているようです。

企業向け電気料金の低減化による

「企業活力の回復Jを 目標として、通産

省 (当時)の 音頭下で発電の自由化が

進み、製鉄業などの巨大企業や中小企

業までが自家発電に参入 しています。

電力が大幅に余 り始めたことで、電力

会社は電力販売に邁進することとな

り、その結果が一般消費者向けの 「オ

ール電化Jの推進につながっていると

いえるでしょう。

建設業への電力会社からのバックペ

イやガス配管設備の撤去による建設費

の低下など、建設業界・工務店・設計事

務所の利益上昇も背景にあり、電力業

界・建設業界・メーカが強力に 「オール

電化」を推し進めています.学 校など

の公的機関に補助金を出してまで、通

産省などは 「IHクッキング・ヒータ (電

磁調理器)」の推進を進めてきたのでし

た。その受け皿として、「オール電化J

を積極的に勧誘してきたのが建築業界

であり、「消費者の安全性を重視しない」

という意味では、耐震偽装問題と良く

似ているように思います。以前から、

「電磁調理器ほど電磁波の強い電化製

品はない」と言っていた私ですが、今

では電磁調理器を中心とする 「オール

電化」路線に危機感を感じています。

電磁 波 後 進 国 の 日本

それでもオール電化にしますか

世界の疫学研究からみた電磁波

荻里予5已tL I電磁波環境研究所所長・理学博士
の危険

北欧や欧州諸国は「電磁波被曝の低減」を実施し始めているのに対して、日

本はその逆の路線をひた走り、オール電化を推奨する。オール電化の目玉

である「電磁調理器」と「床暖房」の測定値と世界の疫学研究を見比べてほ

しい。荻野氏以 世界の動きを交えながらオール電化の危険を解説する。

|
||

も米国です。電気料金 も安 く、全館冷

暖房が常識 になっている米国ですか

ら、1990年代になってか ら 「電磁波の

危険性Jが 広 く知られるようになった

ことで、多 くの人々がショックを受け

たのでした。特に米国では、床はもち

ろんのこと壁までもヒーターで温めて

いる家があり、そのような家から住み

替える人たちが多 くなり、借 り手も激

減したほどです。変電所に隣接する宅

地の担保価値を「銀行が認めなかった」

ことも話題になりました。

1993年のことですが、電気毛布にく

るまっている親子のカラー写真が新聞

の表紙になっていて、その横に 「電磁

波が私たちを殺すだろうか ?」との大

きな見出しが掲載されているのを見て

驚いたこともありました。読者数が実

に3,350万人もいる、米国最大の日曜新

聞の表紙で、1月 3日 の新春号が電磁

波問題・特集だったのです。欧米では、

1990年代になって 「電磁波」のことが

「第 2の アスベス トか」といわれるほ

どでしたし、スウェーデンは1993年か

ら送電線や家電製品からの電磁波被曝

を低減することを国をあげて実施して

います。

そして1996年から、北欧・欧州諸国

が中心となった世界保健機関 (WHO)

の基準値見直 し作業が開始されまし

た。遅れて日本もそれに参加したので

すが、その頃から、この日本では欧米

に逆行する 「オール電化路線」の推進

が始まりました。通産省 (当時)・電力

会社・メーカーなどによる、「厳 しい規

制値になることに反対する状況をつ く

り出す」といっても良いような大宣伝

が始まりました。北欧や欧州諸国は

「電磁波被曝の低減Jを 実施 し始めて

いるというのに、日本は全 く逆の路線

を選択したわけです。原発推進とオー

ル電化路線 とは深 く関連 しています。

1次 エネルギーで考えた場合の熱効率

はオール電化の方が悪 く、地球温暖化

対策にはならないにもかかわらず、原

発推進のためもあってオール電化に邁

進しているのが日本の現状です。原発

から撤退始めている北欧・ドイツなど

が再生可能な自然エネルギーを重視す

るとともに、電磁波問題に厳しい立場

を取っているのと、この日本の方向と

は大きく食い違っています。

WHOの 基準値は参加国の全員一致

が必要ですから、日本は 「電磁調理器」

の使用が継続できるような 「極めて緩

い基準値Jを 要求 していることでしょ

う。先進国でも珍しいほど、民家の上

を送電線が通っているのが日本の現状

ですから、厳 しい基準値になれば膨大

な社会的負担が必要です。その状況に

直面する電力会社 を救 うためには、

「オール電化Jで 国民への電磁波被曝

を増やそうとしているようにすら私に

は思えるのです。

流 産 と認 知 症 の リスク

「オール電化Jで は、「電磁調理器Jと

「床暖房」が目玉です。1996年のことで

すが、ある女性週刊誌は 「電磁調理器

はマジックハンドを使って調理する」

漫画を掲載したほどです。調理器から

30cm離れた場所で、50/60Hzで50～100

mG(ミ リガウス:10mG=lμ T)も の

強い磁場 (界)が観測されますし、20k

Hz～30kHzで も数10mGに もなります。

高調波という整数倍の電磁波も強 く、

5倍 の高調波では100 k Hzを超えてし

まいます。1998年に 「ガイ ドラインJ

を発表した国際非電離放射線防護委員

会 (ICNIRP)の 緩い制限値です ら、

30kHzで 625mGで すから、30cmの位置「オール電化」の先進国は、何といって



【表1】低周波磁場・被曝と流産リスク
(米国:リー論文 2002年 )

女性の被曝 (16mG以 上) リスク比 * 95%信 頼 区間

全流産

初期流産+

感受性のある女性の流産#

定期的な被曝による流産

全体

感受性のある女性 #

初期流産 +

12^-27

12^-40

13^‐77

16^-53

14^-115

21^-157

*最 大被曝磁場が16mG以 上と16mG以 下の場合の比

+初 期流産とは、妊娠10週間以内の流産

#以 前に何度も流産 しているか低受胎率の女性の場合

であればなんとかOKで すが、より接

近すればオーバーしてしまいます。

また、199o年からスウェーデンが規

市1を開始したVDT(ビ デオ・ディスプ

レー端末)で は、全面から50cmの位置

で、50/60Hzでは25mG以 下、2 kHz

～400 k Hz領域ではo25mG以 下なの

ですから、大変な相違です。日本のメ

ーカは、VDTに 関してはスウェーデン

の規制値を守るような自主規制をして

いながら、電磁調理器に関しては高い

数値の製品であることは無視するので

す.電 磁波問題が話題になっていない

日本だからこそできることでしょう。

それにしても電磁調理器の電磁波はあ

まりにも強すぎます。

私が電磁調理器でまず一番心配する

のは、女性とお年寄りです。女性では

「流産」が、お年寄 りでは 「認知症」が

心配になるからです。米国 ・カリフオ

ルニア州衛生局の委託による 「低周波

磁場・被曝と流産リスク」に関する疫

学研究が発表されたのは2002年でし

た。その結果を「表 lJに 示しますが、

16mG以 上の被曝で 「流産したり低受

胎率である女性では、初期流産が57倍」

にもなっていることを示 しています。

表中の 「95%信 頼区間」というのは、

95%の統計的確率で考えた場合の誤差

の幅を意味していて、「平均すると57

倍」だが、95%の 信頼度でいえる幅は、

「下が21倍で、上が157倍」ということ

を示しています。しかも、その被曝条

件は、「常時被曝」ではなく、「定期的

な時々の被曝Jの 場合です。つまり、

定期的に料理をしたり、電車で通勤し

たりするような場合の流産の増加率で

す。最近、日本では子供の数が急減し

ていますが、ヒョットしたらこのよう

な電磁波被曝が原因で流産しやすくな

っているのかもしれません。 また、

【表2】低周波磁場・被曝とAD病 (ァルツハイマー病と痴呆症)
(CN RP:アールボム論支 2001年)

【表3】低周波電場・被曝と小児自血病
(英国 :コギール論文 1996年)

>20(V/m)  13人

10～ 19    14人

5～ 9   12人

く 5    17人

全体の結果   56人

469倍    117～ 2778

240倍    079-809

146倍    047～ 510

10倍

286倍    116～ 800

5cm Lで loov/m、 10cm Lで 60V/m、 20

cm上でも20V/mで した。その値を見た

ときに、20V/m以 上の電場被曝で、小

児白血病が有意に増加するという論文

のあったことを思い出しました。その

論文を「表 3」に示しましたが、このよ

うな電場被曝とガンの関係を調べた疫

学研究はとても少ないのが実情です。

私たちが調査・測定した床暖房・設備

は大手メーカー製だったのですが、コ

ー ドが 2本 でしたから、ヒーターにア

ース線がなく、それが電場の高い理由

でもあります。欧米の電線は3本足で、

その 1本 はアース線なのですが、日本

は2本足が一般的ですから、アースが

不完全です。日本の産官学が一体とな

って、コストと便利さを優先 したばか

りに、欧米と異なる路線を取ってきた

ことが、電磁波問題に対 してもっとも

脆弱な国になってしまったわけです。

今のところでは、「電場 よりも磁場の

方が危険性が高い」といわれているの

ですが、電場の研究が少ないからであ

り、これからは電場 も大問題になる可

能性が高いのです.

「オール電化J路線は、原発優先・政

策のあらわれであり、エネルギーの多

様化に逆行しています。エコキュー ト

を除けばエネルギー効率も悪 く、地球

温暖化問題に対処するための再生可能

エネルギー・自然エネルギー導入にも

敵対 しています。電磁波問題にとどま

らず、地球環境問題の観点からも「オ

ール電化J路線の見直しが必要です。

お ぎの こうや 11940年富山県生 まれ。原子核物理、原子

核工学、放射線計測学などを専門とする 方で、原子力、

核問題、環境問題などにも物理学者 としてかかゎってぃる。

2003年 3月 京都大学工学部講師を退官後、電磁波環境研究

所を設立 し、所長を7_2めている。著書に 『ガンと電磁波』け支

術 と人間)、『あなたを脅かす電磁波』(法政出版)など多数

集団研究 幸晨告 研究数 相対危険度  95%信 頼区FHb 被曝電場 強度 忠者数 対照数 相対危険度 95%信 頼区間

184普

22

31

29

40

57

研究全体での結果

臨床 (病院)研 究

人r¬調杏 研究

人

人

人

人

人

９

８

１３

３０

５６

倍

倍

倍

15^-17

19-54

07^-23

「親のガスレンジ使用が′さ配だJと ば

かりに、電磁調理器をプレゼントする

孝行息子が多いのだそうです。ところ

が、低周波磁場・被曝で「アルッハイマ

ー病や認知症Jが増加するという717究

がいくつもあることをその孝行息子さ

んは知らないようです (「表2」参照)。

床暖房 に寝るのは厳禁

関西の 「オール電化」住宅にも、床暖

房が設置されることが多くなってきた

のは最近のことです。10年程前から

「オール電化」住宅の見学会へ何度か

行ったことがあるのですが、床暖房の

設置がなされておらず、測定 したこと

もなかったのですが、今回、この原稿

を書 くにあたって始めて測定してみま

した。床暖房のパンフレットも取 り寄

せて読んでみました。寝ころんでいる

子どもの写真などが紹介されているの

を見て、「電磁波は低いのではないかJ

と当初は想像 していたのですが、測定

してビックリしました。

関西電磁波連絡会の世話人をしてお

られる泉泰通さん (奈良市)と ご一緒

に測定したのですが、床に置 くとなん

と「170mG」 もの高い値を示したから

です。測定器を床から1～ 2 cm程度離

しますと、持参 した 3種類の測定器と

も50～70mGで したから、床暖房用の

ヒーターが表面近くに敷設されている

と思われます。磁場強度は床から5 cm

上でlomG、 20cm上でも5mGは あ り

ますから、床暖房の上に布団を敷いて

寝るのは大問題です。

WHOで すら、2001年に 「3～ 4mG

以上の被曝で小児白血病が 2倍 に増

加」と指摘 しているからです。また、

電場界の強いのにも驚きました。床に

密着状態では19ov/mもの電場があり、
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州の場合、エアコン暖房やコタ

ツ、ポータブルス|トーブを使っ

ている家庭も多 く、最近は床暖房を設

置する家庭 も増えてきている。一方、

寒さが厳 しい北海道では、外気温マイ

ナス20℃にもなるため、建物の構造も

高断熱高気密住宅が一般的であり、真

冬でも、室内温度は25度前後に保たれ

ている。冬でも肌着一枚で、外の雪景

色を見ながら、お風呂上 りに冷たいビ

ールを飲んだり、アイスクリームを食

べるのが北海道のステイタスだ。

床 暖房 のメリットとデメリット

足元が暖かいので、冷え性や自律神経

失調症に効呆があるという意見も多い

床暖房だが、その反面、空気が生暖か

くなって、逆に不快という意見もある。

また、足元が暖かいと、神経が緩んで

ウトウト眠くなってしまうので、仕事

や勉強中は床暖房をしないほうが頭が

すっきりしていいだろう。床暖房の上

に布団を敷いて寝た場合、ぐったり疲

れてしまうのは、熱帯夜と原理は同じ。

体が脱水気味にもなる。 したがって、

その上に直接寝るのは考えものだ.

特に電気式床暖房の場合、長時間床

に直接座ることが多い幼児や妊婦は、

採用に関して、安全の面から慎重に判

断する必要がある。市販の電気毛布に

も、幼児と妊婦の使用に関して注意が

呼びかけられているが、電気式の床暖

房もこれと同様に考える必要がある。

もっとも、電磁波の発生を少なくした

改良型の電気式床暖房も出始めてきて

いることや、人が不在のときに部屋や

布団を暖めて、暖まったらOFFに する

使い方もあるので、電気式を安全に使

用したい場合は、使用する側に使い方

の工夫や注意が求められる。これらの

家の中は快適でポカポカ

要素を踏まえて、設置場所 と用途は十

分検討したい。

電気 ・灯油 ・ガスの間題点

最近では、工事費が安 くて済むオール

電化住宅も増えてきている。火を使わ

ないから年寄 りには安全という理由も

ある。しかし、電磁波による健康被害

の問題や、ランニングコス トの高さな

ど、問題点も多い。電気の床暖房の場

合、低温やけどの問題もある。WH0

(世界保健機関)に よると、4mGの 電

磁波で、発がん性リスクが 2倍 になる

という意見から、暖房設備を検討する

際には、単純に工事費の比較以夕れこも、

健康面での安全性や体感的な快適性の

検討も必要だ。サーモスタットやアー

スなどの電気特有の問題に関して安全

は図られてきてはいるが、コス トをは

じめ、さまざまな理由から、最初、電

気の床暖房にしたものの、後から灯油

やガスの設備に切 り替える人や、エア

コンタイプの温水循環式にする人も多

υヽ。

マンションなどでは、外部の排気臭

の問題があるので、ガスの温風ス トー

ブが多い。北海道は土地も広 く、雪の

問題もあるため、家と家との間に距離

があるのであまり問題にならないのだ

が、都心やマンションとなると住居が

密集しているため、灯油の排気臭はや

っかいな問題となる。その点ガスは、

コス ト的には灯油より多少UPす る

が、灯油に比べて断然大気汚染が少な

υヽ。

灯油使用のデメリットは、水蒸気に

よる結露が発生 しやすいこともあげら

れる。気密性の高いコンクリー ト住宅

では、室内の水蒸気が寒い部分に移動

して、北側の窓の周辺が結露を起 こし

やす くなる。 とはいえ、ガスの場合、

冬季は乾燥しすぎて困るという理由か

ら、あえて加湿器を使っている家庭も

多く、人為的に結露が起こっている場

合もある。ランニングコス トは灯油が

一香かからないため、寒冷地での採用

は多い。

暖房 設 備 とシックハ ウス症候群

化学物質過敏症や電磁波過敏症の人の

場合、臭いや電磁波の心配がない温水

パネルの暖房が一番無難のようだ。新

品ス トーブの場合、耐熱塗料のニオイ

がス トーブの熱で焼ききれて臭いがお

さまるまで、空焚 きすることが必要。

分解掃除でパッキンなどを交換 した場

合も同様である。業者にあらかじめ空

焚 きしてもらってか ら使用するとよ

υヽ。

ス トーブの排気漏れが原因で化学物

質過敏症になってしまった人も多いこ

とから、設置やメンテナンスには十分

注意したい。床暖房など、フローリン

グを下から暖める場合、「F☆ ☆☆☆」

の表示にかかわらず、微量のVOCに

反応しないかどうか、サンプルのフロ

ーリングを暖めてみて、臭いをかいで

みるなどの確認をした上で工事を行っ

たほうが無難である。

ゼロエネルギ…住宅

付加断熱のススメ

近年、各地で異常気象や災害が多い。

これからの住まいは灯油・ガス・電気な

どのライフラインが万一供給をス トッ

プした場合でも、真夏の暑 さや真冬の

寒さから住む人を守る住宅が理想的と

言える。その場合、夏は涼 しく、冬は

暖かい住宅 ということになるのだが、

床暖がなくても

呂 里予I:圭 | タカノ環境設計室代表

本州ではエアコンとセットになった温水タイプや電気による床暖房の利用が

多い。しかし電気式の床暖房は、工事費の初期投資が少ないベ ランニング

コスト増幅と電磁波暴露による健康面の心配も指摘されている。北海道在

住の高野さんべ 化学物質、電磁波を出さない安全な暖の取り方を伝授する。
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フロー リング埋め込み式 ll●大間タイブとも呼ばれ、フローリングやタタミの下などに

設置で きるタイプで、新築時にオススメのタイプ.見 た日もすっきりしている.電 気

温水 どちらでも可能で、エアコンか ら温水を循14するタイプは電磁波の問題がないので

安′由ヽだ。ただし、循環液が接続部分か らllれた りして故障 したときなどは、床 ごとはが

さなければならない。部屋 ごとに循環ルー トを分けて施工すると、ライフスタイルに応

じて部屋 ごとに室温を訓整でき、万一の トラブルの際にも被害が少な くてすむ.床 llと
パイプが一休のタイプの方が温度の立ち上が りが早い。

床置型 ソフ トパネル式 ソフ トパネル式の最大の利点は、床の工事がい らないことだ。
一番初期投資が少なくて済む。床17.専用のス トーブにホースを接続 して、クッション性
のマ ッ トの中に温水が流れる仕llみになっている.シ ー ズンオフは、取 り外 して収納.

普通のカーペ ットのように丸めた り、たたんで‖又Tllできる。ただ し、段差ができるのが

難点 ということと、ホースにつ まづいた り、人や猫にホースやマ ットを食いちぎられる

トラブルの可能性があるため、ペ ットがいる家庭では要注意だ.床 置き型 タイブのフロ
ーリング仕様 もある.

次世代省エネルギー基準に基づいて、

GW圧 縮版を付加断熱した通気工法で

建築 したところ、好評を得ている。

外壁には遮熱性の高いガルバリウム

鋼板 (ウレタン付 き)の サイディング

を採用。ペアガラスのLOW― E高 断

熱サッシも採用 した。建設地は神戸で、

真夏のタト気温が37度のときでも室内は

クーラーなしで30度。冬季はほとんど

暖房を使わずに過ごすことができ、非

常に快適でランニングコス トがかから

ない住宅となった。

この住宅で採用 したGW圧 縮版の利

点は、FP板 とは違い、表面が撥水かつ

空気や水蒸気を通 し、板状であるため

通常の GWの ようにたわむことがな

い。構造的にはタト壁側の通気層を通っ

て棟換気に熱気や水蒸気が上昇 して逃

げるため、建物壁内部に熱や湿気がこ

もらない仕組みとなっている。

床材は高級品で希少価値の高いサク

ラカバの無垢 フローリングを敷いた。

素材 自体にぬ くもりがあ り、床暖房を

設置 しなくても足元のひんや り感が少

なく、快適に過ごせる。家全体を断熱

材で魔法瓶のように覆った結果、各部

屋の温度差 も少ない。天丼の仕上材は

ロックウール吸音板。熱損失も少なく、

夏冬ともに快適な室内空間となった。

当然ホルムアルデヒ ドなどのVOC

は一切含んでいないので、24時間換気

がス トップしても、室内のVOC濃 度

が上昇することもない。ポリフィルム

の気密層で、室内空間と構造体や断熱

材が遮断されていることもあ り、化学

物質過敏症やシックハウス症候群の人

には理想的な住まいであると思う。

たかの ひとみ |タカノ建築設計室代表、花参道コーポレ

ーション中取締役.シ ックハウス 電磁波劇策 ヒーリン

グに関する要素を建物に収 り入れて、安全で安心な住 まい

を提供 している

金属パネル露出埋め込み式 金属パネル露出埋め込み式の場合、銅管使 llで金属のパネルが

むき出しのため、温度の立ち Lが りが非常に早い.ラ ンニングコス ト的に一番効率がよいタ

イプ。冬は毛足の長いカーペ ット、夏はiiやIFなどの季節に適 したアクセントラグなどでパ

ネルを年中隠しての使用となるが、バネルが高温 となるため、カーペ ット敷きでもダニの問

題は解消される。子 どもやペ ットがいて、敷物を汚す場合、夏場はタイルカーペ ット、冬季
は洗濯しやすいコットンラグなどのカバーを使っている家庭 も多いようだ.

床
暖
房
以
外
の
暖
房
器
具
類

FF式 ス トーブの特徴 火J油やガスのFF式 暖房機は、移動できるポータブルス トーブ

とは違い、給jll気筒を外壁に設置 し、屋外から給気 し、llt気も屋外に排出する固定方式な
ので、室内の空気,t染が開放型ス トーブに上ヒベて圧倒的に少ない。灯油式の場合、屋外に

灯油タンクを設置すると、カー トリッジ式 タンクのように、誤って灯油を室内にこぼす′亡、

配もなく、ス トーブの種類 もいろいろバラエテイーに富んでいる。

簡易セン トラル方式 セ ミセ ントラル方式 とも呼ばれるが、ツインバーナー式のFFス

トーブは、居FFUに1台 設置するだけで、暖房川ボイラーを別に設置 しな くても、他の部

屋に数個所、床暖パネルや温水セン トラルパネルを設置することが口]能だ.本 格的にセ

ントラル全室暖房を導入 した場合、ボイラーとパネルでざっとloo万円前後はかかると

ころが、費用はその半分程度で抑えること力'できる.

アンティーク・ス トーブ アンティーク スタイルでセラミックの薪が入っているこのス ト
ーブは、オーブン機能もあ り、30分で焼 きいもができた り、バ ンやお菓子づ くりも楽 しめ

る優れものだ.鍋 をかけてじっくリスープをつ くることも出来るため、主婦には大変人気

がある。地震による転倒防止金物や対震 自動消化装置機能が付いている.海 外では、暖炉

があるかないかで、家の評価額が変わるように、インテリアとしての効果 も高い.ま た、

ス トーブのrlNえる炎によるや癒 しの効果や、遠赤外線効果 も期待できる.暖 房器具は単な

る熱源から、インテリアや楽しみへ と移行 してきているようだ。

ベ レッ トス トーブ ここ数年で、ベ レッ トを利用 したス トーブも普及 し始めてきた.こ

のペ レッ トとは、木製品加工時に発生する、おが屑 などを成型 したリサ イクルの国形♯

料である。環境にや さしく、薪ス トーブのようなメンテナ ンスのわず らわ しさや、煙の

臭いの心配 もない。灯油よりも燃利費が安 く、メラメラ燃えるス トーブの炎 を楽 しめる

ことか ら、ロハスな人々の問では、今ひそかなブームとなっている。

セン トラル全室暖房 クリーンな空気 と、全室暖房に最適なのは、なんといってもセン ト

ラルパネルによる温水暖房だ.FFス トーブとセントラルl「●房を併‖lしている家庭 も多い.
セントラル湿水暖房の場合、 度切ってしまうとi.度の立ち上が りに時PFUがかかるため、

常時イ寸けっぱなし状態になり、ス トーブよリランニングコス トがかかるが、ス トーブとll

用すれば、短時間で部屋を暖めたい場合や、万一 どちらかが故障の時にも、家の中の暖房

機能が全てス トップしてしまうのを防 ぐことができる。少々贅沢な暖房設備だ.給 湯ボイ

ラー併用タイプなら、ボイラー設置は 1個所で済ますこともIT能.



蝙鰤

―一精神科医である栗原さんが、著書

などで電磁波に対 して警告を発 してい

るのは、ご自身が電磁波による健康被

害を受けたのがきっかけのようですね。

栗原 私の還暦を祝って、子 どもたち

から蛍光灯のスタンドをプレゼントさ

れました.枕 元に置いて読書を楽 しん

でいましたが、しばらくして、体調に

異変が起こり始めました。

まず歯ぎりしが始まり、側で寝てい

る妻が起きるほどひどくなったのです。

次に、これまでまったく風邪とは無縁

であったのが、冬に2、 3度風邪を引く

ようになり、喉が痛んだり、セキがとま

らないようになりました。また、夜中

に2、 3度 トイレに行 くほど頻尿にな

り、ひどいときは失禁もしました。軽

い射精障害も起こったため、前立腺肥

大ではないかと泌尿器科医に診てもら

いました。「前立腺肥大ではないが、肥

大と同じ老化現象」と診断され、処方薬

を飲み、症状は一時改善しましたが、す

ぐに元に戻ってしまいました。さらに

睡眠障害も出て熟睡できない日々が続

きました。

当初は、年をとって免疫力が低下し

たのだろうと納得 していましたが、荻

野晃也さんが書かれた『ガンと電磁波』

を読み、電磁波による健康障害を知 り、

背筋が凍る思いがしました。その後、

電磁波に関連する書籍を読み、私の健

康障害は、電気スタンドの電磁波が原

因ではないかと思い至 りました。スタ

ンドのスイッチを消しても、スタンド

の周囲がうっすらと光っている。これ

はすぐに点灯できるようにプレヒー ト

状態になっており、電源を切っても少

量ながら電気が通っているのです。そ

こで、蛍光灯をやめて、自熱灯のスタ

ンドに変えたとたん、健康障害のほと

んどがすぐに解消されたのです。

電磁波による

健康被害は誰もが起こりうる

饉導鸞藩時ド雹畿彰か聰 栗原雅直さん1財務省カウンセラに聞く

か し、この点について対談をしている

とき、ふ と私の健康障害を思い出 し、

彼の自殺は電磁波が引 き金になったの

ではないかと閃きました。

彼はもともと食が細 く、冷え性でし

た。また、昼 と夜が逆転するほどひど

い不眠症 も抱えていましたか ら、電気

毛布 を 「す ぐれもの」といって愛用 し

ていました。不眠症が続けば、誰 もが

自殺 した くなるものですが、不眠症を

悪化させた原因は、電気毛布ではない

かと思います。

なぜ、睡眠が大切 なのか というと、

暗闇が眼に認知 されると、脳の松呆体

か らメラ トニンが分泌 され、睡眠サイ

クルや生体 リズムの調節作用をするか

らです。 また、脳下垂体か ら成長ホル

モンが分泌 され、電磁波によって乱れ

たDNAの 配列が睡眠中に修復 されま

す。一般的に電磁波の効果は距離の自

乗に反比例 しますが、電気毛布の照射

は距離がゼロに近 く、強い電力ではな

くても、人体への悪影響は大 きい.

私の蛍光スタンドの場合 も同じです

が、夜間に電磁波の照射 を受ければ、

メラ トニンの分泌がおさえられ、睡眠

覚醒のリズムが乱れ、成長ホルモンも

抑えられてしまいます。年をとるほど

メラ トニンの分泌量は少なくなります

か ら、老化現象やガンに対する免疫力

の低下が引き起こされるのです。また、

電磁波によって昔 しくなったり、うつ

状態が起こるなど、精神的な悪影響も

あるといわれています。

アメリカではメラトニンが栄養補助

食品として市販されています。しかし、

内分泌腺は自分が分泌する物質が過剰

になれば、逆に萎縮する傾向がありま

すから、十分な睡眠をとり、電磁波の

解毒作用があるといわれるビタミン類

を食物から摂取することが大切です。

靱[鱚瘍髪ま趙鰤夕儡弟
また、こんなこともありました。パ

ソコンに3、 4時 間続けて健康診断の

データを入力していると、突然、胸が苦

しくなり、即座に電磁波による障害で

はないかと思いました。ちょうど診療

所にいましたから、すぐに心電図をと

ると、2段脈、3段脈の状態となってい

て、「心室性不整lFtJと診断されました。

その後は、できるだけパソコンを長時

間使わないよう心がけ、やむをえず使

うときは休息しながら使い、夜間は長

時間使わないようにしています。

電磁波といっても宇宙線や紫外線な

ども電磁波に含まれます。オース トラ

リアでは、オゾン層が薄くなったオゾ

ンホールによって、太陽から照射され

る紫外線が減らないまま、じかに地層

に到達します。メラニン色素が少ない

自人たちは、皮膚がんにかかりやすく、

晴天時はオゾンホール警報まで出てい

るようです。

しかし、私がここで指摘する電磁波

は、電気の交流電源から出される電磁

波です。電磁波は生体のDNAの 配列

を乱すといわれています。

川端康成の自殺は電磁波が原因?

―一栗原さんは、川端康成の主治医を

務められていましたが、自殺は電磁波

が引き金の一つと分析されていますね。

栗原 川端康成氏の没後25周 年 を機

に、某出版社の企画で編集者 と川端氏

とゆか りのある10名との対談の場が設

けられ、私 もその一人 として、対談に

出席 しました。

川端氏は1972年にガス自殺によって

亡 くなりました。ノーベル文学賞受賞

後の多忙や雑用、さらに虫垂炎手術後

に身体が衰弱して 「うつ状態」であっ

たことが原因と言われてきました。し



攻撃性を備えた携帯電話

一―栗原さんはこれまで多 くの霞ヶ関

官僚の心の内側を診察 し、ケアをされ

ていますが、電磁波で精神のバランス

を崩された患者さんはいましたか。

栗原 これまで電磁波の影響 と思われ

る患者を数回診察しています。一人は

毎 日12時間続けてパソコンに向かい、

胸内苦悶の状態になりました。電磁波

による害を説明し、電磁波からまず離

れること。睡眠と栄養の摂取について

ア ドバイス したところ、配置転換 もあ

って症状は解決しました。

またある政府高官は国会での連絡用

に携帯電話を持たされた後、ひどい不

安発作が起こるようになりました。そ

こで、夜問に電磁波を浴びないように

すること。できるだけ携帯電話を身体

から離 し、とくに心臓に近い内ポケッ

トには入れないこと。抗不安薬を処方

したところ、病状 はある程度安定 し、

不安発作 もかなり改善されました。

また、ある官僚は、通勤中、電車が高圧

線の下を通ると、突然胸が苦 しくなり、

過呼吸とパニックに似た不安感に襲わ

れました。同じ状況で 2回 発作が起き、

救急車で病院に運ばれましたが、体に

異常はない。神経科で不安神経症 と診

断され、抗不安薬が処方されました。

しかし、もし高圧線の電磁波による

害であれば、薬を飲んでも解決 しませ

ん。私のケースのような一過性の健康

被害は、因果関係が容易にわか ります

が、高圧線など公共空間での電磁波の

影響は、国家プロジェク トとして、疫

学調査などを実施 して、その因呆関係

を研究する必要があ ります。
一―成人はもちろんですが、現代の子

どもたちは、小 さい頃か らパ ソコン、

ゲーム、携帯電話などに囲まれ、電磁

波による健康被害が′い配です。

栗原 イギリスのタイサイ ド大学病院

のウイリアム・スチュァー ト院長 らに

よると、lo代の子どもでは、①神経組

織が未完成であり、②子どもの頭蓋骨

は大人のものよりも薄く、③大人より

も携帯電話で長時間話し続ける危険が

あると指摘 しています。欧米では、未

成年に対する携帯電話の規制を強化 し

ていますが、日本は野放 し状態で低年

齢層にまで普及しています。

電磁波による健康被害 も心配です

が、私は人間の情報連絡は、肌の温か

みが感じられるものであるべきと思っ

ています。ですから携帯電話は持って

いませんし、電車内で携帯電話をかけ

ている人を見ると不愉快です。ウルリ

ツツヒ・リンス著 『危険な言語』にも紹

介されていますが、ヮルシャヮの医師

ル ドヴィコ・ザメンホフは、言語や文

化の違いを越えて人々がコミュニケー

ションできるように国際共通語エスペ

ラント語を倉1案し、1887年の 『Unua

LibrO』で言語を発表 しました。エス

ペラント語はヨーロッパを中心に知識

人や理想主義者たちに広まりました

が、旧ソビエ トをはじめ各国の独裁者

や圧制者はエスペラント語を危険な言

語とみなし、エスペランチス トは迫害

されました。

これは周囲が理解できない言語で話

し合っていると、人間は体制を破壊す

る危険があるのではないかと直観が働

き、本能が備えている攻撃性を誘発 し

ます。公共空間での携帯電話が不快に

感 じるのは、通話の相手が見えない不

安からくるものなのです。

電磁波過敏は特異体質ではない

栗原 人間には適応能力があるので、

電磁波を浴びても休息と睡眠をとれば、

多少は回復することもあります。しか

し、日中に携帯電話をかけ続け、夜はパ

ソコン、テレビゲームにのめりこむ生

活は絶対に避けてほしい。とくに子ど

もがパソコンや携帯電話を使いすぎな

いように親は注意してください。

国や企業は、国民に携帯電話や家電

製品のメリットだけでなく、デメリッ

トについて情報公開し、使用の規制を

厳しくすべきです。街から公衆電話が

激減していますが、電磁波公害を防ぐ

には、携帯電話などは必要最小限の人

が利用できるように改善すべきでしょ

う。使用を制限すれば、原発 も減 り、

送電線による環境悪化も減少します。

医師の間でも電磁波に対する関心は

まったく低いのが実状です。以前、脳

外科医の集会に出席する機会があり、

携帯電話の電磁波と脳腫瘍の影響につ

いて質問しました。会場には10o人以

上の脳タト科医がいましたが、私の質問

に答えられる医師はいませんでした。

私は何かに対する身体の反応が正確

に起 きる人間だと思っていますから、

電磁波による健康障害は決して特異体

質とは感 じていません。これは、水俣

病で有機水銀の魚を食べた猫の症状

を、水銀過敏動物と解釈するのと同じ

です。また、炭鉱などの有毒ガスを検

証するために、坑内に鳥かごを持って

カナリヤが倒れるのは、C02患者の症

状 と解釈することと何 ら変わ りませ

ん。電磁波の被害は未来の子孫にまで

関係 します。電磁波を極力なくした生

活を心がけるようにしてください。

くりはら まさなお 11930年東京生まれ。東京大学医学部

医学科卒業。医学博士。東京大学病院精神神経科、 2年 間
のパ リ大学留学を経て、虎の門病院初代精神科部長。199o

年か ら財務省 (前大蔵省)診 療所長を務め、1998年より財

務省チーフカゥンセラーを務めている。薯書に 『大丈夫か、

日本人 |』 (風涛社)、F壁のない病室』 (中央公論社)、『り|

端康成―精神医学者による作品分析』 (中央公論社)な ど
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“高周波電磁波"によって体調を崩す電磁波過敏症

という病気が増えています。この病気になると、

ほんの少 し被曝 しただけでも、頭痛や倦怠感、吐

き気などさまざまな症状が起 きます。交通機関か

ら発生する電磁波や、紫外線にも反応するので外

出もままならず、日常生活に支障をきたし、働け

なくなる場合 も少なくあ りません。化学物質過敏

症 との併発率が高 く、多 くの患者さんが化学物質

と電磁波によって苦 しんでいます。日本ではあま

り知 られていませんが、海外では20年以 L前から

研究が進み、スウェーデンでは難病に認定されて

います。また、イギリスも国レベルでこの間題に

取 り組み、2005年11月には、電磁波過敏症の症状

や治療法などを検討 した論文を発表 しています。

電磁波過敏症になった場合、できるだけ被曝を

避けるのが治療の第一歩なのですが、残念なが ら、

今の日本はどこに行っても携帯電話の基地局や送

電線があ り、安心 して暮 らせる場所を見つけるの

も一苦労です。例えば、電磁波過敏症 と化学物質

過敏症を併発 しているKさ ん (40代女性)は2年近

くかけて、電磁波の少ない土地を探 しました.

彼女は新築マンションが引き金になって化学物

質過敏症 を発症 し、その後、自宅近 くに建った携

帯電話基地局が原因で電磁波過敏症を発症 しまし

た。冷蔵庫のモーター音で!liき気やけいれんが起

き、台所では胸部への圧迫感、頭痛に苦 しみなが

ら調理をしました。テレビやステレオのスイッチ

を人れると全身に電気的な刺激を感 じ、家庭用の

電話機で数分間話 しただけで耳鳴 りや頭痛に悩ま

されたそうです。テレビやステレオ、蛍光灯など

を処分 し、電磁波が少ない家 を探 し始めました。

友人の家などで療養 した り、何度 も引っ越 しを繰

り返したりしながら、何 とか住めそうな場所を郊

外の住宅地に見つけました。

ところが、秋になると再び症状が悪化しました.

ある日突然一睡もできなくなり、徐々に体調が悪化。

「近くに基地局が建ったのではないか」と考え探 し

ていると、かすかに振動音が聞こえてきました。音

をたどっていくと、家から約400m離れた場所に小

麦の加工工場があり、体調が悪化した日から作業を

開始していたことがわかりました。工場側が彼女

の家で測定したところ、彼女は5ヘルツの低周波振

動青に反応することが判明しました。

このように、電磁波過敏症になると電場や磁場

だけでなく、振動 (音)や光など物理的刺激全般に

敏感になるので、家探 しはますます難しくなりま

すcそ の後、彼女は携帯電話電磁波がほとんど届

かない田園地帯の一画に家を見つけて暮らしてい

ます.周 囲の農家が農薬を散布する時は事前に知

らせてもらい、空気清浄機を作動させてから家を

離れるなどH常 の苦労はあります.し かし、電磁

波被曝量が激減 し、食事療法、ホメオパシー (代

替医療のひとつで、海外では過敏症の治療にも使

われている)の利用など、さまざまな対策の相乗

効果で、症状は徐々に改善し、何 とか外出もでき

るようになってきたそうです。

電磁波の総量は、この100年で2億倍に増えたと

指摘する研究者もいます.つ まり、私たちは人類

が進化の過程で経験 したことのない電磁波環境で

生活していることになります。しかも、来年から

携帯電話会社3社が新規参入するほか、大容量の

データを高速で送る第三世代後の携帯電話サービ

スも始まり、今後も電磁波は増え続ける一方です。

これからは、生活環境の化学物質対策以上に、電

磁波対策が重要になってくるでしよう。

携帯電話基地局は住宅地や学校の近 くにも建ち、周辺住民を被曝 させる.熊 本市楡木にて
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フランスでは、基地局から10m以 内に住む人々

は吐 き気、食欲不振 を、loom以 内ではイライラ、

うつ・tI状、性欲減退を、200m以 内では頭痛、睡眠

障害 を、300m以 内では疲労感 を訴えています。

スペインでは、基地局周辺の健康調査によって、

住民が頭痛やめまい、吐 き気、睡眠障害、うつ傾

向、疲労感など体調不良があることが分か りまし

た。住民の家で高周波電磁波を測定 した結呆、被

曝量が多いほど健康障害 も増えることが確認され

ました。 ドイッではナイラ市の医師団が調査を行
い、基地局から400m以 内の住民は、離れた場所に

住む住民より発がん率が3倍高 くがんの発症時期

は、他地域 より8年ほど早いと発表 しました。

イスラエルのネタンヤ市では、基地局の建設以

降、周辺住民に卵巣がんや乳がんなど6種類のが

んが発/tし
ました。発がん率は市全体の平均より

約4倍高 く、しかも、がんになった息者8人の内7人

が女性で、女性の発がん率は約10倍も高いのです。

研究者 らは 「発がん率増加は、基地局周辺に住ん

でいることに関係がある」と述べています。これ

らの調査は、国内ではほとんど報道されていませ

んが、欧米では注 目され、ドイッゃアイルランド

の医師会などは、基地局の設置規制や、現行の安

全基準を見直すよう勧告 しています。
一方、日本では携帯電話基地局は増加の一途で

す。健康に暮 らすには、各国の研究か ら、最低で

も400mは基地局から離れる必要がありそうです。

しかし、基地局はすでに住宅地や学校、病院の近

くにも建っています。では、携帯電話の電磁波を

防ぐには、どうしたら良いのでしょうか。

欧米では、携帯電話電磁波などの高周波電磁波

を遮断する「シール ドクロス」が開発され、一般

家庭でも利用されています。周波数が高い携帯電

話の電磁波は、まっす ぐに進む性質があ り、金属
にぶつかると跳ね返されてしまいます。シールド

クロスは、銀をコーティングした繊維でつ くられ

ていて、3ギガヘルッ以 下の高周波を9o%以 上削

減できると言われています。透光性があるので、

窓にかけても室内は暗くなりません。このクロス

を電磁波が入る窓や壁に貼ってから、症状が改善
したという電磁波過敏症の方は少なくあ りませ

ん。もっとも、アンテナからの距離や角度によっ

て、電磁波の強さは大きく変わるので、場所によ

ってはあまり効果がない場合もあります。

基地局とそのカバーエリア内での携帝電話器の

送受信は、約2ギガヘルッの周波数を利用 している

ので、シール ドクロスで対応できますが、基地局間
の連絡に使う11ギガヘルッのような周波数の高い

電磁波は遮断できません。その場合は、金属の密度

が高いもので遮断しなくてはなりません。例えば、
ビルの_L層階で働く電磁波過敏症のある方は、ビル

から約500m離れた丘の上に建つ基地局の連絡専用
アンテナから送信される11ギガヘルッの電磁波に

よって、症状が悪化してしまいました。基地局に面

した窓にシール ドクロスを下げても効果がなかっ

たため、アルミ製のレジャーシー トを窓に貝占ると体

調が改善したそうです.た だし、部屋は真っ暗にな

ってしまいました。

8年前からシール ドクロスゃ電磁波測定器を輸

入 しているフルモ ト商事の社長の古本公蔵さん

は、「最近は個人だけでなく、携帯電話電磁波によ

るパソコンや精密機器の誤作動を防ぐため、IT関

連企業や放送局からの注文 も多いJと言います。
シール ドクロスの需要は一層高まりそうですが、

基地局建設の規制の働きかけが何より大切です。

携帯電話電磁波を防ぐ高周波用シールドクロス.携 帯電話を包むと「圏外」になる
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逃げ場を残し、 同 周波電磁波をシ…ル

加 藤 や す こ フ リ ライタ 、VOC電 磁波文寸策研究会代表

ド

かとう やすこ 1電磁波

l・l敏症 と化学物質過敏症

を併発.患 者 としての経

験 と各地の取材を通 して

執筆.著 書 に 『電磁波

化学 物 質過 敏 症 劇 策 』

(緑風出版)

前最彗監履1塞鰤予算翼藝)蜃
簡単にシール ドできる素材はないので しようかc

そこで、ホームセンターなどで手に人る素材の削減

率を調べました。測定した場所は、携帯電話基地局

から500m離 れた木造住宅の3階で、周囲にはPHS基

地局がある環境ですc窓 に向けて高周波測定器

EMR20を セットし、測定器の前に各素材を置いて6

分間測定。最大値と平均値を測定しています。

効果が高かったのは、やはリシールドクロスで

すが、アルミ製のレジャーシー トも遮断率が高い

ことがわかりました。レジャーシー トやアルミホ

イルは誰でも簡単に入手できます。一般の住宅で

は、ガルバリウム鋼板などの外壁材を使えば、高

周波電磁波をシール ドできますが、家全体を金属で

覆うと、かえって電力密度が高 くなることもありえ

ます。電磁波は数 トミクロンの隙間があれば室内

に侵入します。すべての壁面や屋根を金属で覆い、

開口部が少なくなると、電磁波は逃げ場がないので

延々と乱反射を繰 り返すことになります。

下表は、あるビルの一室で、シール ドクロスやア

ルミ製 レジャーシー トを使って電磁波をシール ド

した例です。このビルでは、南側窓から携帯電話電

磁波が侵入していたため、当初、ここの住人はすべ

ての壁面をシールドしました。しかし、かえって体

調が悪化したため、北側壁面につけていたシール ド

材を外 したところ、電力密度が減少し、体調も楽に

なりました。電磁波が侵入する方向だけシール ド

し、電磁波の逃げ場をつ くった方がいいでしょう。

全て覆った電力密度 1ヒ側を開放 した電力密度

最大値 平均値 最大値 平均値

00026

金属のみでのシール ドには問題点 もあ ります。

綱淵コンサルタントの綱淵輝幸さんは「都心では、

無線LANの 電波が、周囲のビルに反射 しなが ら数

kmも 離れた場所へ到達することがある」と警告 し

ます。綱淵さんは、電磁波を遮断するだけでなく吸

収する新素材を3年がか りで開発 し、2004年にはア

メリカで特許も取得 しました。この素材は電場 と

磁場を1億分の1から10億分の1に減衰させます。厚

さはlmmし かなく、光や風は通しますが、電磁波は

防ぎます。電子機器の開口部か らの電磁波漏洩を

防ぐほか、一般住宅やビルのダクトや窓への利用な

ど、さまざまな分野への応用が考えられます。

また、電磁波 を遮断する木製建材 もあ ります。

オース トリアの製材会社 トーマ社が開発 した木製

建材 「ピュアウッ ドJは 、18ギ ガヘルツ (第2世代

携帯電話で使われている周波数帯)の 高周波電磁

波を999%カ ットすることが、ミュンヘ ン防衛大

学の調査でわかっています。このピュアウッドを

使って建てた教会を測定 したところ、屋外 より約

50～80%減 っていました。教会 という建物の性質

上、窓が大 きいので、電磁波が侵入 しやすかった

のかもしれません。ピュアウッドは化学物質を使

わない健康的な建羽 として海外で人気が高 く、国

内でもこれまでに8棟の家が建てられています。

ムク材を5-11枚 重ねて、ダボで‖定 したピュアウ ノド.lll震 性 も高い

素 材 電力密度
`μ
 wlcm"

最大値 平均 lLL

何 もなし 00616 00029

シール ドクロス 00117

ア ル ミ製 レジ ャー シー ト 01227

紫外線防止カーテン 00383

車用紫 外 線 防止 フ イル ム

アルミ製ブラインl ()0745
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オール電化住宅で電磁波過敏症に?
加 藤 や す こ フ リ ライタ 、VOc電 磁波対策石升究会代表

Mさ ん宅の配電盤。200ボ 几 卜から100ボル トに 「事をしたrllがヽ今 も残っている

送亦只麟名趙露鮨理
起こすと指摘 されています。国際がん研究機関
(IARC)は 2001年 に「発がんの可能性があるJと

認めました。日本の調査でも4ミリガウスの低周

波磁場に曝される環境では、小児白血病の発症率

が473倍、脳腫瘍発症率は106倍高 くなるという

結果が出ました。イギリスでは送電線から200m

以内では小児自血病のリスクが69%、200～600m

以内では23%増 加する2004年に発表されていま

す。他にも、うつ病や自殺率の高さ、成人白血病、

筋萎縮性側索硬化症、流産、心臓病なども、低周

波磁場の被曝で増えると考えられています。

低周波電磁波に大量の被爆をし、電磁波過敏症に

なるケースもあるようです。北海道在住のMさ ん

(70歳・女性)は4年前に化学物質過敏症を発症した

ため家を改築。できるだけ身体に良い建材を使お

うと、ドアや腰壁、床にはムク材を使用し、壁には

珪藻土を塗りました。しかし、しばらくして、Kさ

んが「違和感Jを感じるようになったので、その上

から漆喰を塗っています。また、灯油ストーブの匂

いにも反応するので、建築十の勧めもあり“クリー

ンな"オール電化を取 り入れました。しかし、入居

間もなくして電磁波過敏症のような症状が現れる

ほか、かなり回復していた化学物質過敏症も悪化し

ました。化学物質過敏症と電磁波過敏症は併発率

が高いと言われています。専門病院では化学物質

過敏症の患者に、化学物質だけでなく電磁波も避け

るように指導しているほどです。

Mさ んはテレビ、洗浄式 トイレ、電気釜などの

家電製品だけでなく、送電線にも反応するので外

出も思うようにできません。被曝すると足の痛み

や胸部への圧迫感があり、やがてうつ症状や自殺

願望が強くなりました。オール電化をやめて電圧

を200ボル トから100ボル トに下げる工事も行いま

したが、症状はなかなか改善しませんでした。今

は、できるだけブレーカーを切って暮らし、ガス

ス トーブで暖をとっています。ガスも多少匂いま

すが、灯油ス トーブに比べれば楽なようです.M

さんは「電磁波の影響を知っていればオール電化

にはしなかった。今は100ボル トでも電流を感じ

るJと話します。

Mさ ん宅を測定した結果、居間の低周波磁場は

02～00ミ リガウスでしたが、高周波は約012マイ

クロワット/cぷ あ りました。高周波は簡易測定

器HF―Detektor Ⅱで測定しています。約3年前、携

帯電話基地局が家から約400m先 に建ったので、

その影響を受けている可能性があります。オール

電化住宅で低周波電磁波の被曝量が増えて電磁波

過敏症を発症 し、携帯電話電磁波の影響でさらに

症状が悪化したのかもしれません。

Mさ んにとって一番辛い場所は、漆喰を塗った

一階です。壁の前に立つと、熱感や、腹部や関節
への圧迫感などを感じて苦しくなります。とくに

階段や トイレ、玄関など狭い空間に漆喰が塗られ

ている場所ほど、症状が悪化するそうですc最 近

脚光を浴びている漆喰や珪藻土ですが、電磁波過

敏症の人から、同様の症状や頭痛を訴える声を聞

きます。

これらの症状の原因は不明ですが、私も、築後

数年たった漆喰塗 りの喫茶店や病院で、これらの

症状を経験 しました。化学物質ではなく、電磁波

に被曝した時の症状に近いと感じています。漆喰

や珪藻土の使用を考えている過敏症の方は、実際

に塗られた建物の中で過ごしたり、部分的に塗っ

て反応を確かめるなど、身体の様子を見て判断し

たほうがよいでしょう。

かとう やすこ 1電磁波

過敏rFと化学物質過敏IF

を併発.患 者としての経

験と各地の月1材を通 して

執筆.者 書に 1電磁波

化学 物 質過 敏 F■対 策J

(緑風出IIk)
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IH調理器と電気式床暖房のリスク
加 藤 や す こ フ リ ライタ 、VOC電 磁波文寸策研究会代表
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器 (電磁調理器、またはIHク ッキングヒーター)は、

50または60ヘルツの超低周波電磁波を20～30キロヘ

ルッの高周波電磁波 (長波)に変換して、電磁コイ

ルを加熱しています。つまり、調理器からは波長の

違う2種類の電磁波が発生しているのです。

IH調理器の磁場は非常に強く、10cm離 れた所で

も50ヘルツで485～1137mG(ミ リガウス)あ ります

(本誌2005年6月号41P)。電力会社が配布するパンフ

レットには「国際非電離放射線防護委員会(ICblERP)

の基準値以下だから安全Jと 書かれていますが、

ICNIRPの 基準では20～30キロヘルツは625mGで 、

多 くの商品が基準値を越えています。超低周波電

磁波の制限値は1000mGな ので、基準をクリアして

いるように見えますが、そもそもICNIRPの 基準値

は非常に高く設定され、研究者からは数値の引き下

げを指摘する声も上がり、イタリアのように国内基

準値を10mGに 引き下げている国もあります。

大分県在住のYさ ん(女性 ・40歳)は、2001年、家

族の健康を配慮して、化学物質の少ない建材でオー

ル電化住宅を建てましたが、入居から3年後、家族

全員の体調が悪化.毎 日のように頭痛がおき、脱力

感、めまい、皮膚のかゆみ、入浴後の呼吸困難に悩

まされるようになりました。食べ物にも気をつけ、

無農薬野莱や玄米を食べ、運動 もしていましたが、

体調は悪化するばか りでした.家 族全員が 「庭にい

ると楽だけど、家に入ると頭や身体が重 くなる」と

感 じ、Yさ んと同居 している姉は、同時期に子宮筋

腫になりました.一 番辛いのは、IH調理器、電子 レ

ンジ、食器洗浄機がある台所でした。ガウスメータ

ーでIH調理器を測ると、真上は針が振 り切れてしま

いました。調理中、お腹が触れるあたりは100mG、

30cmで 50mG、 50cmで 20mGあ りました。食器洗浄

機はスイッチを入れなくても100mGあ り、その真上

にある流し台は50mGで したc

Yさ んは2004年、約50万円かけてIHか らガスコン

ロに切 り替え、食器洗浄機は使う時以タト、ブレーカ

ーを切るようにしました。ガスでpl・l理するように

なってから、家族全員の体調が改善しました。完全

に元に戻っていませんが、慢性的な頭痛や肩こりは

ずいぶん楽になりました。入浴後の呼吸困難 もほ

とんどあ りません。 しかも、「ガスで調理すると味

の深みが出ておいしい。IHで は本来の食材のうま

みは出ない。今までなんてまずいものを食べてき

たのか、と驚いた」とYさ んは感じていますc

ところで、最近のオール電化住宅では電気式床暖

房も人気のようですが、あるメーカーの電気式床暖

房 (200V用 、単相3線)を 測定すると、70～ 168mG

(写真)も の電磁波が出ていました.足 下からこん

なに強い磁場を直に浴び続ければ、健康影響が現れ

てもおかしくありません。被曝影響は「被爆時間×

電磁波の強さJで 決まります。つまり、被爆時間が

長いほど、被曝影響は大きい。

IH調理器は、料理をする間だ

けなので被爆時問は限 られ

ますが、床暖房は冬の間、常

に強い磁場に曝されます。しかも、他の家電製品の

ように離れて使うことができませんc

災害時のライフライン確保を考えると、ガス、電

気など複数の熱源を使い、リスクを分散した方が安

心です。また、オール電化の電気代が割安なのは、

原子力発電所でつ くられた夜間の余乗1電力を利用

できるからです.オ ール電化にすることは、結果と

して、危険な原発を容認することになりますc家 を

建てるときは、価格だけでなく、体や環境にとって

安全なエネルギーが何なのかも考えたいものです。

熱効率がよく掃除も簡単なlH iW器 だが、被爆量が多 く、危険性が指摘 されている



おわりに

『建築ジャーナル』は、1980年に名古屋で創刊された月刊建築専門誌です。

創刊された当時はバブルヘと向かう時期で、日本列島は急速な都市化が進みました。

自然や風情あるまち並みは壊され、全国各地に無用なハコモノや画一的な住宅がたくさん建設されました。

他のメディアでは土建国家に追随し、建築家の作品主義を称讃 していましたが、建築ジキーナルでは、い

ち早 く地域主義に着目し、住む人、使う人に愛される建築、まちづ くりを提唱し、専門家の果たす役割に

ついて、常に間いかけてきました。

1989年より地域誌から全国誌へと展開し今日に至 りますが、創刊以来、ヒューマンスケールのまちづ くり、

安心 ・安全な建築 ・
・
住まい、地球環境を大切にする建築や都市のあり方を追求しています。

2005年6月 には、乱開発への反省から景観法がようやく施行されました。また、同年11月に発覚 した耐震

偽装事件では、利潤追求型の建築業界の実態が明るみになり、建築界の変革が求められています。

閉塞した状況であるからこそ、弊社ではよりよい住まいやまちをつ くるために、建築専門家と生活者の架

け橋となる建築雑誌をめざしていきます。批評精神をよりどころとする弊社にとって、スポンサーは読者

の皆さまに他ありません。一人でも多くの方に弊誌を読んでいただくことを切に願い、定期購読にお申し

込みいただきますよう心よりお願い申し_ヒげます。

企業組合 建築ジャーナル

発行人 ・編集長 西 り‖ 直 子

便利で確実な

建築ジャーナル定期購読のお願い

■定期購読 (税込 ・送料当社負担)

1年分 (12冊)9,800円 3年 分 (36冊)25,000円

■毎月 1日発行 A4判  平均90頁

■第 1回発送 とともに請求書を送付いたします。

郵便局にてお振込みください。

バ ックナンバーの一例です

2005年 6月 号 特 集

(本号は完売 していますが、特集頁のみ抜刷で販売 し

ています)

できてますか?電 磁波対策

電磁波被害者の日常生活

オール電化、IHクンキングヒーターは大丈夫?

電力会社10社にアンケート「オール電イЫこついて」

設計者が提案する電磁波対策住宅

弁護士、医師が懸念する電磁波間題

FAXま たはTELに てお申 し込み 〈ださい。ホームベージからでも申 し込みできます

「建築ジャーナル」年間購読申込書 建築ジャーナルを 月号より 年間購読します。
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ご住所

一Ｔ

TEL

FAX

問合先 建築 ジ ャーナル

東京事務所 〒1010032

大 阪事務所 〒541-0047

名古屋事務所 〒461-0001

http:〃www kl― web.or.ip/

東京都千代田区岩本町321 共同ビル新岩本町7階

大阪市中央区淡路町1-37 キタデビル6階

名古屋市東区泉1-13-35 YH久 屋 ビル8階

丁EL 03-3861-81 01  FA〉 (03-3861-8205

丁EL 06-4707-1385  FA× 06-4707-1386

丁EL 052-971-7477  FAX 052-951-3130


