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先月号の「火のない暮らしなんて」に引き続き、

本号では、「暮らしの中の電磁波対策」としてエネルギー問題について検証します。

現代生活は「電気」からたくさんの恩恵を受けていますが、

快適 ・安全 ・便利を追求するあまり、

この40年の間で日本人の電気使用量は6倍 以上に増加。

オール電化世帯は2008年3月末時点で、全国で271万世帯に達し、

前年比26.2%増 と急速に拡大をしています。

目に見えない電磁波によって、健康を害する人が増えています。

暮らしの中の電気の在り方、電磁波対策について考えてみました。

担当=中 村文美 イラスト=上 田隆
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環境面からオール電化を診断

オーJレ電化は やさしくない。
エネJレギーに関す
情報公開と市 ができる場を

鈴 木 靖 文 I NPO攀 人 地球環境と大気汚染を考える全国市民会議(CASA)理 事

に
る
加

NPO法 人 地球環境と大気汚染を考える全国市民会議(CASA)では、地球温暖化問題の

解決をめざして、国や国際会議への政策提言や、市民向けのエコライフ提案などを行つてい

る。市民から寄せられる「オール電化は環境にいいのか」の問いに検討を始め、このほど環

境面からオール電化問題への提言がまとめられた。

近[雖 輯民
′
〕ど弓/

は環境にいいのか」という問い合わ

せが多 く寄せ られるようになった。

宣伝では「オール電化は環境にいい」

という表現がしきりとなされ、現在

でもイメージが市民の間に植え付け

られている面がある。

このため、オール電化の環境影響

の実態について2005年から検討を始

め、2006年11月に中間報告を、2008年

6月に「環境面からみたオール電化問

題に関する提言」をとりまとめるに

至った。

現状でのオール電化は環境面から

みると望ましいものではなく、市民

に対して多 くの誤解を招いている面

など、問題が多いと結論づけられる。

オ…ル電化の現況と環境負荷

オール電化世帯は
"“

年3月末時点で、

全国でνl万世帯に達し、前年比獅 増

と急速に拡大をしている。四国電力管

内では、新築戸建て住宅の

"%が
オー

ル電化であるという報告もある。

電力会社は、夜間の発電設備を有効

活用するために、夜間に安い料金休系

を設定していることから、導入する市

民にとってメリットが感じられるよ

うになっている。販売店にとっても、

1001円 近い高価な機器を販売できる

ので、売り込みに力が入っており、導

入の拡大が続いている。

しかし、環境負荷の点から評価 し

たらどうであろうか。ここでは環境

負荷 として、全電源平均C02排 出量

(電力は全国2006年値0.410kg/kWh

を採用)、火力平均C02 pt排出量 (電

力0.69kg/kWh)、一次エネルギーの3

種類の指標を採用 し、都市ガスとの

比較をした。

もともと電気は、発電所で6割近くが

廃熱として捨てられるために、家庭で

そのまま熱として利用する用途では効

率が悪く、環境負荷も大きくなる。

Ⅲ クッキングヒーターの効率は90%

(銅・アルミ鍋では%%)と されている

が、発電所の効率を含めて負荷計算を

すると、従来型ガスコンロと比べて123

倍～琳 の環境負荷となった。

給湯器については、以前のヒーター

式電気温水器に対して、即舵年からエ

コキュート(ヒートポンプ式電気給湯

器)が販売開始された。ヒートポンプ式

は、空気の熱を利用してお湯を沸かす

ために電気温水器に比べて3～酷 効率

がよく、地球温暖化対策の主要な対策

として国も位置づけている。

性能が十分出ている場合には、既存

のガス給湯器に比べて艤 倍～慨 倍

と、環境負荷が小さくなる。しかし、広

島大学の村川教授らの研究uによると、

実働COP(Coemd∞ t ofPelorlllall∝成

績係数)は1″程度であり、カタログ値

よりはるかに小さい値しか出ていない

ことが報告されている。この値を採用

電力会社 2008年 3月末 前年同期比増減率%

北海道 114,000 212

東  北 i55,713

東 京 456,000 425

中 部 384000 226

北 陸 132,900 233

関  西 562,000 227

中 国 318,000 237

四  国 134,029

九 州 442000 259

沖  縄 13,652 289

合  計 2,712,294 262

表 1 電力会社のオール電化契約件数

2 1 建彙ブャーナ1
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すると、ガス給湯器のa%倍 ～1御倍と、

指標の取り方によっては環境負荷を増

やしてしまう結呆となり、むしろ効率

のよいエコジョーズ(港熱回収型ガス

給湯器)のほうが環境負荷が小さいこ

とが示された。

さらに、現在販売されているのが

エコキュートだけではなく、効率の悪

い電気温水器が、_9007年時点でもほぼ

同数販売されている実態も明らかと

なった。販売価格は電気温水器のほう

がはるかに安く、初期投資をしぶる家

庭や、マンションなどで一括して設備

が導入される場合には、電気温水器が

選ばれる事例も少なくない。

電気温水器の効率はガス給湯器に

比べて1.92倍から324倍 と極端に大

きく、エコキュー トによる削減を吹

き飛ばしてしまう。累積設置数を考

えると、エコキュー トの2倍以上の電

気温水器が稼働 していると推計さ

れ、オール電化 としてみると環境負

荷を増加させてきたと言える。

エコキュートで環境負荷増

オール電化とそうでない家庭の環境

負荷を比較するにあたって、給湯器

を含めてオール電化に切 り替えた家

庭について、その前後のエネルギー

消費量の変化を比較 した。

アンケートなどを通じて、電気式

の給湯器を設置したという家庭で

あって、引っ越しや大幅改築がなく、

設置前後で利用する暖房器具や家族

人数に変化のない家庭を選び、設置

より約1年前から設置後にかけて、電

気およびガスの消費量と料金を報告

してもらった。

比較可能な有効事例 として、電気

温水器を導入した2世帯、エコキュー

トを導入した2世帯からデータを得

ることができ、それぞれ一例ずつ紹

介する。なお、前後の比較では、夏や

冬の気温変化によって家庭の消費量

が変化するため、気温の補正をして

比較を行った。

2004年3月に電気温水器を導入 し

たA家 (3人世帯)で は、ガスと電気

を合計した光熱費は、導入後は導入

前の6割程度になり、大幅な削減が達

成された。しかし環境負荷 として比

較をしてみると、1.17倍～1.45倍と増

加 してしまう結果となった。電気温

水器は環境負荷が大きく、カタログ

どおりの結果となっている。

2005年夏に370リットル型のエコ

キュー トの導入 をしたB家 (2人世

帯)では、導入後の光熱費は導入前の

9害J程度 となり、削減される結果 と

なった。一方、環境負荷を比較してみ
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C02(全電源平均) C02(火力平均) 1次エネルギー

図 1 ガスコンロ (都市ガス)と lHク ッキングヒーターの環境負荷比

ガス給湯器 爾エコジョーズ圏エコキュート  ロエコキュート  隕電気温水
(都市ガス) (都 市ガス) (実 働 CttP3 16)(実働 COP1 82)

C02(全電源平均)  C02(火 力平均) 1次エネルギー

吻ガスコンロ(従来型 ) 爾ガスコンロ(新型)
爾IHコンロ(通常)  圏 IHコンロ(銅・アルミ鍋)
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図 2 ガス給湯器 皓5市ガス)と電気温水器 ・エコキュー トの環境負荷比
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爾導入前

国導入後 (補正後)
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C02(全 電源 平均 ) C02(火 力 平均 ) 1次 エネルギー

図3 事例 1:電 気温水器導入前後の環境負荷 (導入前に対する比率 :気温補正後)

()0

C02(全電源平均) C02(火 力平均) 1次 エネルギー

事例3:エ コキュート導入前後の環境負荷 (導入前に対する比率 :気温補正後)

容量 (定期点検中も含めて)であるり

“万kWを 大きく上回っている。

このように、夜の電気が余ってい

るわけではない。

3)「lHク ッキングヒーターは

火を使わないから安全。安心 ?」

国民生活センターの実験によると、

予熱により鍋の温度が1～2分で470

～640℃まで上昇することが確認さ

れている注4。火を使わないか ら安心

というのではなく、当然やけどなど

の危険がある。

2005年に、大阪市内で起 きた天ぷ

ら油が原因の火災110件のうち、4件

はIHク ッキングヒーターの利用に

よるものであった注5。IHク ッキング

ヒーターの普及率からすると、火災

発生率には大きな差がないとも言え

る。温度管理などがしやすいものの、

まったく火災が起らないわけではな

く、過信すると危険である。

4)「オール電化はお得 ?」

毎月の光熱費は安 くなることが多い

が、設置にあたって必要な金額を含

めると、必ずしも元を取れるわけで

はない。

電気料金の安い夜型生活に?

オール電化では、こまめな省エネ行動

の足を引っ張る働 きをする場合があ

る。電気式の温水器では、貯められたお

湯をすべてて使うと最も効率が高くな

る。年間を通じて1日ごとの変動がない

ほうが効率がいいことになり、生活ス

タイルの幅が狭められる面がある。

例えば夏場にシャワーだけで済ま

すといった使い方では、効率を低下

させてしまう。また、ふだんの家族人

数は少ない場合でも、家族が集うと

きにお湯切れを起こさないことを想

定して、大型の貯湯槽を導入する必

要が出てくる。大型のものほど放熱

が大きく、ロスが大きくなる。生活や

社会自体が、エネルギー供給に規定

されてしまう問題もある。

家庭では夜11時以降に料金が安 く

なることから、電気を使 う洗濯や掃

除などを、わざわざ11時以降になっ

て始める家庭もでてきている。就寝

時間が遅 くなり、夜型の生活を促進
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図 4

ると、導入後には106倍～1.44倍と増

加する結呆となぅた。

エコキュートは環境負荷が小さい

として販売されているが、カタログど

おりの性能が出ていないことが示唆

された。この家庭については、比較的

光熱費が少な目であり、お湯の使用も

減らすよう努力していると考えられ

る。こうした家庭については、タンク

に溜められたお湯を全部使い切るこ

とがないため、保温のために消費され

るエネルギーが多くなり、効率が悪く

なってしまったことが推計される。

少なくともこの家庭では、環境の

ことを考えてエコキュー トにしたは

ずであるが、6～44%も 環境負荷を増

やしてしまったことになり、裏切 ら

れた形となっている。

環境 0安全 ・コスト安か?

オール電化に関しては多くの市民が

4 1 E楽ラャーナjL

誤解している点がある。

1)「光熱費が安くなるから

環境にいい?」

オール電化等の契約では、夜間の電

気代が通常の3分の1の単価に設定さ

れている。このため、夜間に多くの電

気を使用 しても電気代は安 くすむ

が、使用量が減っているわけではな

いため、環境負荷とは関係ない。

2)「夜の電気は余って

捨てられている?」

原子力発電所では、出力調整で不安

定となる可能性があるため100%出

力で運転をしている。東京電力によ

る上のグラフ注2によると、夜間の電

力需要が小さくなる時間帯であって

も、原子力発電所の発電量を下回る

ことはないと読みとれる。

年間を通じて電力需要の最小が現れ

るのは年末年始であることが多いカミ

"∞
年度の年末年始における最小電力

需要はzl“万kWで あり注3、原子力設備

隕導入前

爾導入後(補正後)



1目の晨低需要

図5 -日 の電気の使われ方と需給運用

する一因となっている。

工場においても、夜間の電気料金

が安くなっており24時間稼働をしや

す くしている。人間の生理にあわな

い夜間交代勤務が促進されている面

もある。エネルギー供給側の事情に

より、人間の生理に合わない状況が

促進されるのは、本末転倒と言える。

またオール電化を導入すると、太

陽熱温水器やバイオマスなどの再生

可能な熱エネルギーと分野が重なり

あい、導入が阻害されてしまう。

夜間の電気利用の促進は、原子力発

電の推進と切っても切れない関係に

あり、オール電化により原子力発電が

促進されている面もある。原子力発電

では、事故の危険性のほか、核廃棄物

の処理の解決の見通しが立って折ら

ず、超長期にわたって予孫や環境に負

担をかけることにつながってしまう。

そして、エネルギー源が限られて

しまうと、市民のエネルギー選択の

幅も制約されてしまう。再生可能エ

ネルギーを含めて、市民がどのよう

なエネルギーを選択するか、市民が

参加できる形で社会的検討ができる

ことが望ましい。

誤解を与えない適正な宣伝を

最近は「オール電化は環境にいい」と

あからさまに宣伝する事例は減って

いる。しかし、イメージ的に「環境に

いい」という誤解を与える表現はい

まも多く使われている。

例えば関西電力では、電気温水器
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の宣伝パンフと、エコキュー トの宣

伝パ ンフに分け られているが、電

気温水器の宣伝パ ンフにおいても

「オール電化で、地球に、わたしに、や

さしいくらしJとのタイ トル表記が

表紙に記されている。

IHク ッキングヒーターについても

パンフレットに「安心」の文字だけが

大きく記されており、取扱には注意す

べき′点などの記載が抜けている。

販売員が根拠とする電力会社のパ

ンフレットでもこのように誤解を招

きかねない表現がなされているのが

実態である。

メーカーのパンフレット、実際に個

別訪問をしている販売員の説明となる

と、誤解を招くどころか、明らかな間違

いとなる内容も多く含まれている。

例えば、某社2004年5月作成のパン

フレット「自然冷媒ヒー トポンプ式

電気給湯器」には、「自然エネルギー

を利用するこの次世代給湯器なら、

ご家庭でのエネルギー消費を大幅に

抑え、しかもC02排 出ゼロというや

さしさ」との文言が載る。

国、電力会社や関連業界は、オール

電化や対応機器の電気消費量、環境

負荷などについて、使用方法による

違いなども含めて、正確な情報を消

費者に提供するとともに、一般の消

費者に誤解を与えない適正な宣伝を

行うべきである。

オール電化の今後に対する提言

エ コキュー トの効率改善 について

2000   2001 2004   2005   2006

図6 エコキュートと電気温水器の年間出荷台数の推移
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は、今後 も技術改善が求め られると

ころである。しかし、現在でも効率の

明らかに悪い電気温水器が販売され

ていることは、地球温暖化 を促進 し

ていることにつながる大きな問題で

ある。即刻販売を禁止 し、置 き換えを

進めることが必要である。

また、電力会社、メーカー、販売店、

販売員のそれぞれが、市民に対 して

誤解を招かない表現を心がけるとと

もに、市民に広がった誤解 を解いて

い くことも責任 として求められる。

そして、エネルギーに関しては、い

ままで市民が関与 しにくい場所で決

定がされてきたが、地球環境問題に

おいて重要な位置を占めるものであ

り、情報公開とあわせて市民参加が

できる形での、社会的な意思決定が

なされてい くことが求められる。
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特定非営利活動法人 地球環境と大気汚染を考える全国市民会

議 (C飛孤)理事。主な著書 『温暖化を防ぐ快適生測 (CASA編 :

かもがわブンクレッ ト1998)、 『マンガで学ぶエコロジー』内藤

正明、高月紘、鈴木靖文昭和堂、2CXM)ほ か。家庭向けの省エ

ネやごみ減 らしなどのア ドバイスなど 環境問題をわかりやす

く楽 しみながら解決 しくスタンスで取り組んでいる

爾エコキュート吻電気温水器

'2',2.6 24.6
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電磁波対策 オールアース住宅つて何 ?

40年 の間で電気消費量は

安主 安′�快適な住まいに

電磁波対策は当たり前
土田直樹 |レジナ岱表

ゆっくり落ち着けるはずの住まいが、イライラする、身体がだるい、落ち着かない。

土田直樹さんは電磁波問題にいち早く取り組み、電磁場の影響を最小限に抑えた「オール

アース住宅」を開発した。これまでに、電磁波測定を行つた件数は600f4超(戸建住宅60%、その

ほかオフィス、マンションなど)、電磁波対策のオールアース施工実績は約1∞件に上る。

過讚 尚W珀 曇[
た。狭い部屋には家電製品が並べ ら

れ、屋内配線は昔は150mで あったの

が、今は1,000mに。分電盤のスイッ

チ(6→ 23回路)、コンセント(16→48

個)、照明 (16→42個)と、まさに電気

のケージの中で生活をしています。

屋内配線か らの電場 は、ブレー

カーを落とさない限り、一年中常に

電圧がかかっており、ここから発生

する電場が床や壁に伝搬すること

で、ホットカーペットと同じくらい

の発生量が測定されているのです。

ある家庭では、子どもが 2階 の子

ども部屋だ と寝つ きが悪 く、オネ

ショもよくするのが、1階 に部屋を

変えると症状がピタリと止まる。電

磁波が原因ではないかと測定の依頼

を受けました。

住まいは木造 2階 建て。2階 の子

ども部屋を測定するとテレビから強

い電場が発生していました。「テレ

ビ」が原因と断定したのも東の間、テ

レビのコンセントを抜いても電場の

数値は下がりません。そこで、原因を

探るためにブレーカーを一つひと

つオフにしていくと、1階 の照明ブ

レーカーを落としたと同時に電場の

値がス トンと下が りました。子ども

6 1 塵妻ラャーナjL

はその照明の真上の位置に布団を敷

いて寝ていたのです。

オール電化だけが

間題ではない

電気使用量が約 6倍 に増加したのに

は、オール電化住宅の普及も関係して

います。オール電化住宅は、「IHクッキ

ングヒーター」「床暖房J「エコキュー

ト(夜間電力を利用する電気給湯器)J

と、住宅の冷暖房 ・給湯 ・調理など全

熱源を電気でまかないます。

よく、オール電化住宅やIH調理器、

床暖房の電磁波が問題視されていま

すが、IH調理器の低周波の電磁波は、

ここ数年で1/100まで低減されまし

た。床暖房は温水式 (不凍液などの循

環タイプ)であれば問題ありません。

ただし、ヒーター線と面状発熱体 (フ

ラットパネル)式は、電場、磁場が非

常に強くなります。エコキユー トは、

給湯器のそばに部屋をつくらなけれ

ば電磁波の心配はいりません。

通常、住まいの屋内配線は、単層 2

線式配線(100V)を使いますが、オー

ル電化の先述の 3設 備は200Vを 使

用するため、単層 3線 式配線を使用

します。機器自休にはアースが義務

づけられていますが、配線へのアー

狭い部屋 には家電製品が並べ られ、屋内配線 は40年前は一

戸につ き150mで あったのが、今は1,000m以上に

スは特に義務がなく、強い電場を発

生させる配線が増えますから、配線

をアースして電場を抑制する必要性

がより高まることになります。

ただし、誤解 していただきたくな

いのはオール電化だから電場が強い

ということではありません。どの住

まいでも電化製品や屋内配線量が多

ければ、電場対策が必要なのです。

先進国で

最も電磁波が強い日本

電磁波 とは、電気が流れるときに発

生する電場 (V/m・ lmあ た りの電

圧)と磁場 (mG・ ミリガウス)が互い

に絡み合いなが ら、空気中を交互に

波を描いて進む電気の流れです。

電磁波を大 きく区分すると携帯電

話、電子 レンジ、レーダー、TVの 電

波など「高周波Jと、50/60Hzの家電

機器や送電線か ら放出される「極低

周波」、IH調 理器などはもうひとつ

の低周波である「超低周波」に分けら

れます。

高周波は、総務省 (1日郵政省)が

1990年に「電波防護指針」を示してい

ますが、家電製品や屋内配線などの

低周波は、人休への影響を考えた電

磁波の法的な規制はありません。



電界発生量 磁界発生量 測定距離

スウエーテンVDT電磁波規帝1
ガイドライン

デスクトップパソコン

ノート型′ヽソコン

Fレビ(ブラウン管画面)

友晶テレビ

プラズマテレビ

'デ
ォデッキ

目子レンジ

ラヾイヤー

電気こたつ(ヒーターュニット部分)

ホットカーペット

電気毛布

掃除機

タウンライト(天丼理め込み型 上階の床面

E話器

先濯機

令蔵庫

彙庭用ゲーム機

家電製品からの電磁波颯1定結果

計測器 :Schwingstcchnik社 製 ファウザーフィル ドメーター

FM_6型   測定者 :レ ジナ 2004年 5月 30日

低周波の磁場は、一定の距離をと

ると急激に減衰 していきますが、

コンクリー トを貫通するほどの力

を持ち、身体内部の抵抗機能を損傷

(DNA損 傷、免疫系の減衰、染色休異

常の出現)す る可能性があると報告

されています。

一方、低周波の電場は、身体が電気

を帯びる状態になると、見えないホ

コリをひきつける作用があります。

電気は電位の高いところから低いと

ころへ流れる性質をもつため、例え

ば人間がパソコンを使って、マウス

やキーボー ドに触れ続けると、最も

抵抗が低い人体の皮膚表面に誘導電

流が生じます。誘導電流が集まるこ

とで皮膚表面や自立神経のバランス

を崩す可能性が生じていると考えら

れています。

日本のマスコミは磁場ばかりを報

道していますが、電場も大問題です。

低周波における電磁波リスクを防ぐ

には、電場は身体に伝播させない環境

をつくること。磁場は発生源からでき

るだけ距離を持つことなのです。

電磁波の大きさは消費電力の大き

さによっても変わってきます。消費

電力Xl1000ワットの家電製品を使用

した場合、ヨーロッパでは電圧は200

ボル トですから、電流は5ア ンペア

必要となります。一方、日本では電圧

が100ボル トですから、電流は10アン

ペアと2倍 強い。磁場は電流(アンペ

ア)に比例するため、当然磁場はヨー

ロッパよりも日本が強くなります。

また、高い電圧 を使用するヨー

ロッパでは、感電防止のためアース

をつけた3ロ コンセントです。一方、

日本は電圧が低いため、漏電の可能

性があっても感電死する可能性は低

いとして、水周 りなどの一部を除き

アース付コンセントはほとんど見ら

れません。さらにコンセントの差込

部分にホコリがたまり、そこに電流

が流れて発電 。発火するトラッキン

グ火災×2が増えているのをご存知で

すか。アースを取ることで家電製品

からの電場は簡単に抑制することが

出来ますから、3ロ コンセントは大

変重要です。

松下、東芝など、日本の トップ電機

メーカーでは、自主規市Uとして「内線

規定Jを示しており、これまで水回り

には、アース付コンセントの設置を

「推奨Jとされていましたが、このほ

ど「勧告」と格上げされ、それ以外の

居室に設置するコンセントはアース

付きコンセントを「推奨」する、とし

たため、今後はアース付コンセント

が主流となるでしょう。

饉 =議 発彙する

毬■=撥 斃生する

家庭 電化 製 品か ら

生 じる電界 と磁界

のイメージ。磁場 は

電流 が流 れ る こ と

により発生す るた

め、電気機 器 の ス

イ ッチをオフにす

れば、問題ない。し

かし、電源プラグを

コンセ ン トにつな

ぐだけで、電場は発

生する

オール ア ー ス O住
宅

電磁波過敏症を発症する患者さんは

圧倒的に女性が多い。女性ホルモン

との関係 を指摘する説 もあ ります

が、私はこれまでの電磁波測定調査

から、相談者の共通点として築 5年

以内あるいは新築の住まいやアパー

トに引っ越しをされた方に多 く見ら

れる傾向があると考えます。

新築住宅の床構造を測定すると、

配線か ら約650V/mの 電場が出て

います。配線の直近である床上 は

約240V/m。床の上に人が乗ると約

300V/mと 上が ります。とくに築 5

年以内の住宅は屋内配線が増え、低

周波の電場が強く出ています。

屋内配線から発生した電場は、床、

壁を伝って最も電位の低い人間の身

体を伝播 しますから、人の身体を経

由せずに電位の低いところに電気を

逃がす「アース」×3による対策が必要

なのです。

屋内配線からの電場を抑制して、

建物か ら電磁波が出ない技術研究

を繰 り返し、「有機導電性シー トJを

使ったオールアース住宅を開発しま

した。ナイロン素材のシー トは厚さ

0 3mm。導電性があ り、アースができ

る機能を持つ一方、電流を流さず経

隷
スイッチOFF

魏 溌盤じてし専い

讐 発生していない

100V

ス住宅施工の流れ

① 建築予定の平面図・配置図確認       けて、シールドの状況を確認。床壁天丼

② 施工業者へ説明・施エタイミングの打   を埋める前段階で、電場の抑制状況を確
ち合わせ                 認

O施 工現場での施工指導         0建 物完成

電気工事担当者、内装工事担当者、現場  0第 2回 目の電磁場測定

監督への説明               建物の引き渡し直前に電場測定

④ オールアース施工            ③ 電磁場演1定レポートの提出

⑤ 第1回目の電磁場測定           測定後、約2週間を目安に作成

仮電源より、実際に屋内配線に電圧をか               *lo年 間保障

E当ラャーナlL 1 7



年変化も起こしません。床、壁の下地

材の上にシー トを貼 リタッカーなど

で留め、分電盤とは独立した、地中か

ら直接とったアース線を各所につけ

ます。オールアース住宅では、当初ス

ウェーデンのVDTガ イドライン「25

V/m以 下Jを電場数値の基準にし

ていましたが、約10v/mま で軽減さ

れています。シー トはキッチン、子ど

も部屋、寝室など滞在時間の長い居

室に貼 りますが、中でもソファ、ベッ

ドなどの置き家具と壁が接近したと

ころを中心に施工していきます。費

用は電磁波測定、部材代、施工含めて

約55万円です。

ここ数年の間で、電磁波相談や問

合せが増えたため、全国各地でも対

応できるようにと、民間資格「電磁波

測定士」を立ち上げました。資格を得

るには、電磁波の正しい知識から、電

磁波測定 ・施工方法に及ぶ6時 間の

受講などが必要となります。資格は

4年 ごとの更新制で、現在、工務店、

設計事務所など約140名の資格者が

います。

8 1 理楽ラャーナリし

ちなみに、電磁波測定のみであれ

ば 2時 間で52,500円。ブレーカーを

落とし、家中を測定します。相談者に

は医療機関で電磁波過敏と診断され

た方も多 くみえます。電磁波測定で

電場数値が高ければアース対策を行

い、7割 以 Lの方に症状の改善が見

られています。

送電線や電波塔からの電磁波被害

を心配する相談もあります。ある相

談者は電波塔が原因だろうと、電磁

波対策に効 くらしいと頭をアルミホ

イルで包み、アルミホイルの耳栓を

入れ、まったく外に出られないと、身

体不調を訴えておられました。

私どもは屋外の電磁波測定はお断

りしていますが、理由として、住宅に

おいては家の中の電磁波を超える電

磁波が外から発生することは非常に

稀なのです。この家では住まいの電

場数値が高かったため、オールアー

ス施工を行うと、身体不調が改善さ

れ、今では、電気について注意は必要

ですが元気に生活されています。

日本において電磁波過敏の疑いが

有機導電性 シー トを貼 った壁 とlIEらない壁 を比較すると、

電場は大幅に軽減 される.電磁波測定は ドイツ製の「ファウ

ザーフィル ドメーターFM-6型 J。アースを取るための専

用コー ドが付属しているので、正確に計/1tlできる

ある方 は70万人 といわれてい ます

が、慢性的な肩こり、眼の痛み、頭痛、

イライラ、倦怠感など電磁波の影響

を一因と考慮すべ き症状のある方は

1,000万人 くらいいると思います。住

まいのアース対策は一部の人の特別

なことではあ りません。安心、安全、

幸せな生活を送るために、当た り前

の手法だと思っています   (談 )

1電 気器具 を動 かす ときに使 われる電力の ことで、単位 は

W(ワ ノト)。電力 (W)=電 流 (A)×電圧 (V)

2東 京消防庁発行の 「2007年 度版 火災の実態Jに よると、

東京都,肖防庁管轄内の トラッキンク火災の件数 は2006

年で84件 、前年比20件 の増加 となっている

3電 気製品か ら地面に打 ち込んだ金属棒 を通 して電気の逃

げ道をつくってあげること。アースの目的はO感電防止

②電位の均等化0静電気障害の防止0避雷0大地の回路

利用O通信障害の抑制0ノ イズの防止、など

つちだ なお き l1969年福岡県出

身。1993年福岡大学経済学部卒業。

商社 にてものづ くりとセールスを

学び、不動産会社 にて住 まいを学

び、コンサルデ ィング フォームに

て医療機 関の立 ち上 げ を手が け

る。加l13年、電磁波抑制機器、建築

部材のFIl発および販売をてがける

株式会社 レジナを設立。現在代表

取締役社長.暑書にFオールアース

ロ+代 がやって くる』(ホノカ社)

電場は最も電位の低い身体へ伝播する性質をもつため、身体へ伝播 しないように床 壁 と配線の間に、17さ03ミ リの有機導電

性 シー トをタッカーなどで留めて貼る。ただ し、全居室に貼る必要はない。電磁波測定十が平面図 配置図を見なが ら、H常 よ

く使う居室(キッチン リビング 子ども部屋 寝室)に電磁場 リスクの軽減を図る。アースは分電盤とは独 i/したアース線と

接純して、すべての電位が均一となるようにする。コンセントはもちろんアース付に

オールアース・コス ト

120雨 使用 した場合 (消費税込み)

*シ ー ト部材の単価 は3800/雨

*関 東圏の平均値



甘すぎる日本の電磁波規制

〔WHOの 健康対策勧告から1年、
1遅れをとる国の政策

鮎 JI11彗週11電 磁波間題市民研究会    .

「電磁波の長期的影響で小児白血病が増える懸念あり」という昨年6月の

WHO電 磁波対策勧告を軽く無視する日本の政治。利害関係者参画で意

志決定する正しい意味のリスクコミュニケージョンが今こそ必要だ。

経済産業省は昨年 6月 1日 、「総合

資源エネルギー調査会Jの中に、「電力

設備電磁界対策ワーキンググループJ

(以下WG)を 設けた。6回 の会合を経

て20“年 1月 23日、報告書案が同調査

会で承認され、1月 2日 か ら2月 2日

までパブリックコメントが募集され

た。まだ基準値は定め られていない

が、目下準備中とされている。

基準値の攻防は、これから

鮎川さんは経済産業省WG報 告書の

問題点をいくつか指摘する。

「まず1,000ミリガウス (100マイク

ロ ・テスラ)に規準を持っていこう

としていること(50ヘルッの東日本

の場合。60ヘルツの西日本は830ミリ

ガウス=83マ イクロ ・テスラ)。これ

は1998年に出た国際非電離放射線防

護委員会 (ICNIRP)の あくまでも急

性影響に対するものなのです」

それ ともうひとつは、リスクコ

ミュニケーションの意味を誤解して

いる点。

「電磁波の健康影響に関わる正確

な知識を国民に伝えるため情報セン

ターが必要 としているが、WHOで

はすべての利害関係者が参画して意

思決定するという考え方。リスクコ

ミュニケーションとい っな ら、WG

に市民団体を入れるべ き」

さらに、因果関係は断言できない

という部分を強調し、長期的影響へ

の予防的措置を訴えるWHOの 勧告

電磁波対策規準値―覧 (超低周波の場合)

送電線近 くに人が住み、保育園がある。

欧米では考えられない風景

「電 T繁 』]電髯ミ[、町 塁

方でも願1定に来てほしい』という人が

増えています」と電磁波問題市民研究

会会員の鮎川哲也さん。「特にオール

電化にして設備を変えたり、新築マン

ションに引っ越して体調が悪くなった

という相談は確実に増えています」

昨年
""年

6月、WHOは 超低周波電

磁波の健康影響について見解を示し、

世界各国に対策を取るよう勧告した。

長期の超低周波電磁波で
小児自血病が2倍 に

WHOは Ю%年 より、送電線や家電製

品から発生する超低周波電磁波と健

康への影響との関係を調査研究して

きた。今回の報告によれば、「子どもが

a3～04マイクロ・テスラ(3～ 4ミ リ

ガウス)を上回る超低周波を浴び続け

ると、小児自血病にかかる率が2倍に

なる」という米国や日本での研究成呆

をWHOは 支持。電磁波との因呆関係

があるとは断言していないが、懸念を

抱き続けるには十分強固との見解を

示し、各国にこの問題について協力し

て「環境保健基準(EHO)」を設け、対策

を取るよう求めている。「マスコミで

大きく取 り上げられたから記憶にあ

る方もあるでしょう。しかし、その後

の国(経済産業省)の対応はきわめて

不十分で、長年、電磁波の健康影響問

題に取 り組んできたわれわれにとっ

て、納得のいくものではありません」

問題になっている主な電磁波

電磁波の健康影響 に関心を持つ

人力NI・えると同時に、IIIクッキン

グヒーターで不調 を訴えるケー

スが増えていると鮎川さん

を無視 していると指摘する。このほ

か電力会社から研究助成を受けてい

る研究者や電力会社の代理人である

弁護士が委員であった りと、委員会

の公平性 を疑 う声 もある。

国民の不安 に応えて

100万 人署名

このため30の市民団休が「電磁波か

ら健康を守る百万人署名連絡会議J

を結成。今年5月 末には8万4,500人

分の署名を衆議院議会に提出した。

「4月13日にWG報 告書の問題点を

明らかにするシンポジウムを開いた

のですが、3"人集まり、立見が出るほ

ど。国民の関心を考えると、あらため

て電磁波問題に真剣に取 り組んでい

かなければならないと感じています」

電磁波の健康影響と対策―主なできごと

1979年 高圧送電線周辺で小児がん多発との報告。米国ワル

1996年 世界保健機関 (WHO)「 国際電磁界プロジIクトJ発

足

1998年 国際電離放射線防護委員会 OCN RP)の 短期曝露

対策国際ガイドライン (1000ミ リガウス)制 定

2007年

6月1日

経済産業省総合資源エネルギー調査会の原子力安

全 保安部会電力安全小委員会に 「電力設備電磁

界対策ワーキンググループJ発 足

WHO、 各国に電磁波対策を求める「環境保Fli基準

(EHC月 を発表

8月20日 「電磁波から健康を守る百万人署名連絡会議J発足

2008年

1月23日

「電力安全小委員会Jが「電磁界対策ワーキンググルー

プJの報告書を承認
1月24日

～2月22日

ワーキングクループ報告書案についてパフリックコメント

募集

札幌地裁「マンション屋上携帯基地局設置に全住民

同意必要J判 決

6月2日 東急すずかけ台駅変電所建設計画中止

5月末

～6月初旬

電磁渡から健康を守る百万人署名連絡会議、経済産

業省「電磁波対策ワーキングクループ」報告書に反対

する署名84500人 分を衆参議長に提出

超低周渡

1 00kHz朱満

電力設備 (電線 配線、変電所 変圧器)や電

化製品 電気機器から漏れる電磁波など。 H

調理器の場合は20kH z～50kH z

高周波 電波利用のために意図的に発生させる電磁波

(携帯電話、テレビ ラジオ 無線通信)など

国際電離放射線防護委員会

OCNIRP)
世界保健機構

(WHO)

経済産業省 電力設備電磁界対策

ワーキンググ,レーブ

電磁波問題市民研究会

など市民団休

1000ミリガウス=100マ イクロ テスラ

(50ヘルツの場合)

830ミリガウス‐83マイクロ テスラ

(60ヘルツの場合)

いずれも短期曝露の規準

3～4ミリガウス

これ以上を長期にわたって浴

びると小児白血病が増加す

る懸念

短期曝露は1,000ミリガウス 830

ミリガウスのICN RPの基準に合わ

せ、長期曝露について基準は設け

ない方針

01ミリカウス

ー001マイクロ テスラを基準と

することを主張 (スウI―デンでは

2～3ミリガウスを基準に小学校、

幼稚園を移転させている)
周波数はWHOの 環境保健基準における分類

4月13日電磁波から健康を守る百万人署名連絡会議主催シンポジウム資料より
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『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、建築ジャーナルでは、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上げます。

建築ジャーナル

健康に配慮して自熱灯の生産継続を !

膚      ■ナ,噸tヽ |=

=庸 踊繊憫願嗜運載中:

「反電磁波講座」
文=カロ藤 や す こ 1環境ジャーナリスト、VOC遭 磁波対策研究会代表

過去に掲載した連載例

・携帯電話の電磁波を防ぐシールドクロス

・逃げ場を残し、高周波電磁波をシールド

・IH調理器と電気式床暖房のリスク

・悪影響のある蛍光灯より安全な白熱灯を

・業界寄りのWHOと 健康重視のEU

・電磁波測定器の選び方と沢l定時の注意

かとう・やすこ1電磁波過敏症と化学物質過敏症を併発。本連載では患者としての経験

と各地の取材を通して執筆。著書にF電磁波・化学物質過敏症対策』、『危ないオール

電化住宅』『ユビキタス社会と電磁波』(緑風出版)

」
畑
”
面
樹

議
．
な
剛
鳳

発行 建築 ジャーナル

東 京 事 務 所  〒 1010032

大 阪 事 務 所  〒 5410047

名古屋事務所  〒 4610001

10 1 建楽ラャーナリL

http://www.kj‐web.orjp/

東京都千代田区岩本町 3‐2-1 共同ビル新岩本町 7階

大阪市中央区淡路町 1‐3‐7 キタデビル 6階

名古屋市東区泉 1‐13-35 YH久 屋ビル 8階

TEL 03-3861-8104

TEL 06-4707-1385

TEL 052‐971‐7477

FAX 03-3861-8205

FA× 06‐4707-1386

FA× 052‐951-3130



〆 オール電化・電磁波間題の入門書2冊、絶賛発売中です !

01

02

03

PHSの電磁波がわが家に命中、安住の場を求めて流浪

「今後、電磁波を遮蔽 した家に改造するのか、弓1越しをするのかで悩んでいますJ

「オール 電 化 Jす る 前 に 、知 つて お きた い 電 磁 波 間 題 荻野晃也 1電磁波環境研究所所長

「細胞分裂の盛んな子どもや胎児は、短時間で も電磁波の被爆が強 く影響する可能性がある」

電力会社全社アンケート 「オ…ル電イじは経済的で清潔で、しかも安全です :」

04 オ~ル 電化、ほんまに大丈夫 ? lHク ツキングヒーターは要りません !

「便利だか らといつてエネルギーをふんだんに使 うことに見直しと歯止めが必要だ」

05 電 磁 波 をカットす る住 まい の 対 策  高野瞳 |タカ憑 境建築設計室代表

「電磁波 (高周波 ・低周波)の 少ない立地条件に建てることがベターJ

06 電磁渡に関わる―切の情報公開から始めよ 山崎浩―1弁護士

「電磁波間題はマスメディアが取 り上げにくい門題だけに、弁護士会が取 り組まなければな らないJ

07 電磁波による健康障害は、現代病である 坂部貢1北里大学教授
「電磁波に対応できる身体は少な くとも何千年～何万年 とい う時間を要するJ

コラム1  電磁 波による健 康被 害 はいつ誰 が発症 してもおかしくない 電磁波市民間題研究会・電磁波間題関西連絡会

コラム2  疫 学 はなぜ 日本で重 要視 されないのか 津田敏秀 1岡山大学大学院環境額研究科教授

「ヨトヨヒ僣詢す動 」
骰洟霰驚■鶴 .訳

01

02

03

04

05

新しい暮らしを実現する快適で愉しい非電化生活 藤村靖之1非電
`ヒ
エ房主宰

「ほどほどに快適 ・便利な非電化4三活を してみませんか」

キツチンは汚れて当たり前 火を使つて料理じよう 大谷ゆみこ1暮らしの探検家

「料tllの汚れを家の風格 ととらえ、ガス代が暖房器具をかねるような生命体を感 じさせる台所をJ

世 界 の 疫 学 研 究 か らみ た 電 磁 波 の 危 険 荻野晃也 1電磁波環境研究所所長

「『オール電化』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J

床 暖 が な くで も 家 の 中 は 快 適 で ぼ か ぽ か 高野瞳 |タカノ環境設計室代表

「電気の床暖房にしたものの、後か らlr油やガスの設備にL71り替える人や温水循環式にLJJり替える人が多いJ

電磁波による健康被害は誰もが起こりうる 栗原雅直1財務省カウンセラー

「川端康成の主治医を務めていましたが、彼の自殺は電磁波が引き金になつたのではJ

コラム1  私 は断じてオール電化 を勧 めない 古川保 |すまい塾古川設計室

コラム2  日常 生活から火を絶 やしてはならない 武山肇 1辰野武山建築設計事務所

企業組合 建築ジャーナル  担当:西川・中村

〒1010032東 京都千代田区岩本町321共 同ビル新岩本町7F

T03-3861-8104 F03-3861-8205 tokyo@kj―、へ/eb orjp

価格表 (税込。送料は弊社で負担いたします)※2009年10月より料金休系変更しました。

部数 1～ 99音『 100～ 1999音β 2000-9999書 『 10000部 以上

―冊あたりの単価 315円 210円 168円 126円

ご注文数

タ イ トソレ 部数 単価 金額

できてますか ?電 磁波対策 (2005年6月号)

非電化住宅のすすめ   (2006年 8月号)

お名前

ご連絡先

TEL

FAX


