


この小冊子は、『建築ジャーナル』2005年6月号特集「できてますか ?電 磁波対策Jを、抜き刷 り印刷し

たものです。

頭痛、めまい、動悸、不眠…。。

最近、携帯電話や電化製品などから発生される電磁波が原因による、

「電磁波過敏症Jと呼ばれる人が増えています。

現在日本では「電磁波過敏症」が病気と認められていないために、

医療保険を使うことはできず、電磁波過敏症に対応できる病院も限られています。

また、電磁波過敏症と自覚しても、電磁波の周囲の無理解なために、

ノイローゼ扱いにされ、本当に神経が病んでしまう人も少なくありません。

テレビなどでは、携帯電話やオール電化の広告が花盛 りではありますが、

便利さを追い求めて、健康を害しては手遅れです。

電磁波は自分の健康はもちろん、未来の子孫に大きく影響を受けます。

日常生活を今一度点検してみてください。

電磁波対策、できてますか ?
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IHの電磁波は大人よりも子どもや

お腹の胎児に悪影響を与える
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電磁 波被 害者

の日常

晴天なのに雨 の音

家族全 員に耳鳴りがはじまる

1年半ほど前 くらいですか、雨の降る

音がするので、窓の外を見たら驚きま

した。外はいいお天気なんです。この

目をきっかけに耳鳴りが始まりました。

静かなところにいると、最初は 「フ

ー・フーJと低音の静かな音が聞こえて

くるのですが、しばらくすると焼き芋

屋の拡声器のように高音に上が り、今

度はサイレンのように鳴り響 くのです。

でも、騒々しいところに行くと、これが

まったく音が聞こえないんです。

耳鳴りは当初私だけでしたが、主人、

娘、おばあちゃんと家族全員が耳鳴り

の症状が出るようになりました。

PHSの 電磁波がわが家に命中

安住の場を求めて流浪

奈良県郊外にある閑静な住宅街に住むWさんは、1年半前からはじまった耳鳴りなどの健康障

害に苦しんでいる。主原因が近所内に建てられたPHSのアンテナによる「電磁波」と分かっ

たべ個人宅の敷地に建てられているたゅ、アンテナの撤去が難しい。安住の場を求めて、引

越しか、家の大改造かの二者択一に苦1悩する日々が続いている。

PHSの ア ンテナ。 ア ンテナの形状 も電磁波の強度 も一般 に

は知 られていないので、 ア ンテナが建 って も気づかないこ

とが多い

携帯電話のアンテナ8本を阻止

しかし、アンテナはすでに存在

昨年、町内にある水道局の施設にドコモ

がFOMAと 従来型の携帯電話のアンテ

ナ 8本 を建設するため、住民の了解を求

める通知が回覧板で回ってきました。

携帯電話の電磁波が危ないというこ

とは以前聞いたことがあ り、どうも気

になったので、図書館 に行 きました。

電磁波問題に関する本を借 りて読むと、

電磁波が人体にとても危険であること

を知 り、愕然 としました。また電磁波

による健康障害が私の症状 とよく似て

いるなと不安に思いました。

そこで、電磁波問題に取 り組む市民

団休 「ガウスネットJに 連絡 して、携

lF     ▼

Wさ ん宅の平面図。家の背後 (北側)100m先 に建っ

るアンテナが北東側か ら電波が直線上に貫通する

帯電話アンテナ建設に関する反対i~●動

の資料を送ってもらいました。それを

自治会長 さんの ところに持 って行 く

と、自治会長さんもこれはいかんわと

建設の反対を率先 していただき、結果

建設は中止できたんです。水道局は公

共の施設ですか ら、住民の了解がなけ

れば建てられないんです。

建設説明会では、ドコモの社員が

「アンテナが建てば、電波の入 りが よ

くなります。電磁波が危ないといわれ

ますが、電磁波はどこにもあ りますよJ

と、会場の電磁波を測定器で測定して、

電磁波の安全性を強調 します。でもそ

の測定器が、会社か らの支給品ではな

く、個人的にインターネットで安 く買

ったと聞いてIII然としましたし、気の

毒にも思いました。今、全国各地で携

帯電話の基地局やアンテナの建設をめ

ぐって反対運動が起 きてますで しょ。

会社側が正確に計測できる機器を持っ

て電磁波の安全性について説明しなけ

れば説得力はあ りませんよ。

またその説明会で、「何で建設に反

対するんですか。 この地域 はすでに

PHSの アンテナが建ってますよ」とド

コモの人が言 うので驚いて、調べてみ

ると、家の近 くにあるお宅の敷地内に

PHSの アンテナが建っていたんです。

アンテナの背後には竹林があって、ア

ンテナの電磁波発射方向が竹林の方に

向いていればよかったのですが、住宅

側に向いているんですね。アンテナと

私の家の間は約100m離 れ、その間に

4軒 ほど家があ りますが、ちようど家

と家の隙間があって、悪いことに電磁

波発射方向が、まるで弓矢の的のよう

に家の東側に命中しているのです。そ

の位置には、1階 には食堂、2階 には

寝室があ り、はっとしました。

以前か ら食堂のある位置に行 くと、



耳がキーンとして、頭の中を何かが貫

通するような不快な感 じになるので、

誰もそこに座 りませんでした。また、

2階の寝室では、耳鳴りで目が覚めて

しまい、まったく眠れないんです。不

眠が続 くと身体がもちませんから、車

の中で寝ざるを得ませんでした。

金 属 で建 物 の外側 を遮 蔽

シールドクロスの蚊帳で就寝

このときはじめて電磁波が原因である

ことがわか りました。早速、「ガウス

ネット」に相談すると、測定器で測っ

てくださいとの返答でした。わが家を

測定器で測ると、食堂と寝室では高周

波の電力密度が高いことがわかりまし

た。そこで電磁波の侵入を防ぐことは

できないかと再度相談すると、「電磁

波問題関西連絡会」を紹介していただ

きました.

金属は高周波を多少遮蔽できると聞

き、わが家は木造ですが、2階 の寝室

は雨戸を閉めて、1階 の窓にアルミ箔

を張ると、だいぶ楽になりました.ま

た、シール ドクロスという銀で繊維を

コーティングした生地を教えてもらい

ました。この生地は、携帯の周波数の

電磁波が遮断できますので、カーテン

として窓にぶらさげるほか、就寝時に

は蚊帳をつくってシールドクロスを巻

きつけます。そうすると、耳鳴 りは起

こらず、ぐっすり眠れるんです。

毎月、測定器で計測 していますが、

だんだんと平均値は低 く、ピーク値が

高くなっています。計測器の見方は、

平均値だけでなく、デジタルを測るピ

ーク値も見なければ意味がないそうで

す。というのは、デジタルの電力密度

の数値が低 くても、アナログの10倍の

強さはあるといわれているからです。

シール ドクロスはlf・過性があるので、窓にぶ ら下げても音|

屋は暗 くならない。

電化製品も電磁波が強いと言われてい

ますが、私 は携帯電話、電子 レンジ、

電気カーペットは使っていません。

でも、電気毛布は家族全員が長年愛

用 していました。 しか し、5年 前、主

人とおばあちゃんの背中一面にヒョウ

柄のようなシミが出てきたんです。そ

の頃は電気毛布の電磁波が最強だとは

知 りませんでしたが、電気毛布以外に

原因は考えられず、使用を止めました。

するとシミは薄くなって今ではほとん

どありません。ただ、おばあちゃんだ

けが、これがないと眠れないと手放さ

ない。今では、シミの濃淡がより鮮明

になり、本当のヒョウ柄ですよ.

引越し力、大改築か

安住の場を求めて苦悩の日々

この辺 りは公団が開拓 した新興住宅街

で、18年前に引っ越 してきました。静

かで暮 らしやす く、当初はここで骨を

うずめようと思っていましたが、今は

そんな状況ではなくなりました。電磁

波による影響なのかはわか りません

が、最近救急車がよく来ます.そ れが、

電磁波測定器は今後一家に一台の必需品になるだろう。

だ し、機種によって計測できる周波が限定 されるので、

入時に注意が必要

PHSア ンテナの電磁波発射線 Lに ある

家ばか りで、とても気掛か りです。

PHSの アンテナがあるお宅に、いつ

から建っているのかと訪ねても、知 ら

ないと返答するので、いつか ら被曝 し

ているのかさえわか りません。アンテ

ナの撤去を自治会長さんにお願いしま

したが、個人宅の敷地だけに、自分で

交渉 してほしいと断られました。

私の耳鳴 りは電磁波が原因であるこ

とは明らかですが、私は病院が昔手で

受診 していません。 また、自覚症状か

らすれば電磁波による健康障害は軽症

だと思います。でも、耳鳴 りが始まる

と、いてもたってもいられません。ま

た、他にも症状が出るのではないかと

不安でなりません。

今、避難先 として家から約 lkm先 に

ある借家を借 りていますが、今後、電

磁波を遮蔽 した家に改造するのか、そ

れとも引越 しをするのかで悩んでいま

す。 日本で電磁波に汚染されていない

場所 はないと周 りの人は言いますが、

だか らといって、現在低周波は遮断で

きないとも聞いています。本当にどう

すればいいのか困っています。(談)

た

購

蚊帳にシール ドクロスを巻きつける.電 磁波はわずかな隙

問でも入 り込むので、たっぷ り布を使わなければならない

窓にぶら下げても部
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物理学者
からの警鐘

電磁波とは「電磁放射線」
その中の低周波と高周波が間題

電磁波とは 「電磁放射線」のことで、波

と粒子の性質を持つ目に見えない太陽

光線の仲間です。エネルギーの高いガン

マ線・エックス線などの放射線から高周

波と呼ばれる8～
"億

ヘルツの携帯電話、

50～60ヘルツの超低周波までと幅広い

のですが、太陽光線よりもエネルギーの

高い電磁放射線は、「電離放射線JⅢ・、太

陽光線よりも低いものを「非電離放射線J
(*2)と

呼んでいます。一般に周波数が 3

兆ヘルツ以下の電波を「電磁波」と呼ん

でいます。

電磁波の強度を示す単位には、電場で

は 「V/m(lm当 たりの電圧)J、磁場

(磁界)で は「mG(ミ リガウス)ま たは

μT(マ イクロテスラ)、lμ T=10mG」

を使用します。

電磁波には太陽光を浴びると温かく

感じるような熱効呆と、ビリビリと感じ

るような刺激効果が知 られています。

熱効呆は高周波が中心で、刺激効果は低

周波が中心ですが、今問題になっている

のは、それ以外の 「非熱効呆J「非刺激効

知っておきたし 間

荻 野 晃 也
さん

1電
磁波競 研究晰 長 ・騨 博士 に聞 く

携帯電話、パソコン、家電製品・・・電気の恩恵を受けながら暮らす日常生活。しかし、目に見え

ない電磁波によって、身体に支障をきたし、日常生活が困難な人が増えているという。この電磁

波とは何者で、一休何が問題なのか、電磁波環境研究所所長荻野晃也さんが解説する。

「オール電化」する前に、

果」といわれている作用です。電磁波の

なかで特に問題なのが、多くの家電製品

から漏洩している低周波と、携帯電話・

電子レンジから漏洩する高周波のマイ

クロ波です。

中には地球の表面にも磁場があるじ

ゃないかと思われる方もおられるでし

ょう。電化製品などから漏洩される磁

場強度が約数mGに 対し、地球の表面に

は約500mGの磁場強度があります。し

かし、この地球表面の磁場が危険であれ

ば、多くの生物は死に絶えていたはずで

す。私が′さ配している磁場は、地球磁場

のような静磁場ではなく、交流磁場のこ

とです。

身体に入り込むマイクロ波や磁場

その究極 が電気椅子 ?

電磁波とは電場と磁場とが交互につ く

られながら伝播する電波です。電気が

直流であれば、静電場や静磁場ができ、

交流であれば交流電場や交流磁場がで

きます。静磁場は磁気の南北が変化 し

ませんが、交流磁場は、1秒 間に50～

60回も南北が変化 します。現在交流の

電ヽ磁波

電圧が原因となる電場の危険性も指摘

されていますが、今のところは、身体

の奥深 くまで電流が入 り込む磁場の危

険性が問題視されています。約100年

前、営業用に直流電流を使っていた発

明王エジソンは、交流電流は身体に危

険だと交流電流を使用する弟子たちに

猛反対し、その危険性を立証するため

に、多 くの動物を実験で殺 し、電気椅

子まで発明しているほどです。

人間の身体は、化学反応などによる

微弱な電気信号でコントロールされて

います。細胞膜の内外で微弱な電圧差

が生 じ、神経伝達が、弱い電気パルス

で行われていることもわかっていま

す。

電磁波はそんな電気と密接な関係に

ありますから、熱効果や刺激効果のほ

かにも、生体に対する非熱効果や非刺

激効果があると考えられるのです。

電磁波の危険性をわかりやす く説明

するために、一つの例を示 したいと思

います。二つのコップに、氷と水を同

じ重さだけ入れて電子レンジで一分間

チンしてみてください。水のほうは60

度近 くまで温度が上昇しますが、氷は

周波数
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電磁波から

身を守る

ポイント

まったく変化 しません。同じH20であ

りなが ら、電子 レンジのマイクロ波

(高周波)は水にだけ吸収されるので

す。つまり、マイクロ波には、熱発生

効果があり、かつて日本軍は、この熱

効果を利用 した 「殺人光線J開発を試

みていたほどです。

マイクロ波は頭の中にまで侵入しま

すので、高周波の高い携帯電話を使用

すると、耳が温かくなったり、頭痛が

おこるのはこの原理からです。特に、

大人の脳での熱の発生量を 1と する

と、10歳の子どもでは25倍、5歳 の子

どもでは4.2倍と低年齢になるほど高

くなります。これは、小さな子どもほ

ど頭蓋骨が薄 く、頭が小さいために、

マイクロ波が入 りこみやすいのです。

低周波のlHクッキングヒ…ター

子どもや胎児に影響大

先ほど説明 したマイクロ波 (高周波)

ももちろん危険なのですが、建築に関

連づければ最近人気になっている 「オ

ール電化住宅Jが 気掛か りでなりませ

ん。ある県では、新築住宅の 7割 がオ

ール電化住宅と聞いています。中でも

IHク ッキングヒーター (電磁調理器)

は、家電製品の中でも、低周波の電磁

波が最 も強いといわれ、50mG以 上の

電磁波を放射 します。

電子レンジは窓ガラスの中の細かい

金属網で高周波を大幅に遮断 します。

しか し、低周波の場合、電場は、薄い

金属箔 をアースすれば遮蔽で きます

が、磁場はガンマ線のような強い透過

力を示 し、遮蔽はとても困難です。

また、電磁波は細胞分裂の盛んな細

胞では、短時間でも被曝が強 く影響す

る可能性 も指摘されています。人間の

体の多 くは水分で構成されていますが、

成人50%に 対し、子どもは70～80%、胎

児は90～95%で す。成人に比べて子 ど

もや胎児の水分が多いのは細胞分裂が

盛んだからです。つまり、電磁波は低

年齢ほど悪影響を与えます。IHク ッキ

ングヒーターの高さはちょうど腹部に

あたりますから、とくに妊婦さんは気

をつけなければいけません。なお低周

波の危険性は、すでにいくつかの疫学

調査で立証されています。

2002年、米カルフォルニア州の低周

波の電磁波影響プロジェクトによる疫

学調査では、16mG以 上の短時間の日

常的被曝でも、早期流産が57倍に増加

すると発表されました。

IHク ッキングヒーターの人気の理

由に、「光熱費が安い、掃除が楽、火災

の心配がないJと あるようですが、人

間は火 を使 うことで進化 しました。

IHク ッキングヒーターは技術革新に

違いありませんが、技術が進歩するに

したがって、食や安全に対する人間の

意識の低下を感じざるを得ません。

環境基準は乳幼児を基準に

予防原則が浸透しない日本

日本では、家庭電化製品に人体への影

響を考えた電磁波の法的な規制は低周

波ではあ りません。 しか し、パソコン

用デイスプレイの電磁波は、法的規制

のない日本でも業界団体の自主規制で

基準値が決められています。

約 2万 ヘルツの電磁波が出ている

IHク ッキングヒーターも、パソコン同

様に前面50cmの距離で、0.025μ T以
下に抑えるべきでしょう。しかし、私

自身は低周波に関しては、子どもや胎

児の将来を考えると、基準値は 「001

μT以 下」でなければ、安全 とは言え

ないと思います。

1測定して現状を把握する

2発生強度の弱い製品を選ぶ

3使用時PE5を短 くする 4遮 蔽を考える

5電力線や携帯基地局アンテナを民家から遠

ざける

今年度WHO(世 界保健機構)か ら、

低周波のクライテリア (基準値)が 発

表される予定ですが、日米の圧力で、

安全性の高い値が出ない可能性があり

ます。確かにこれほど電気にあふれた

現代社会に、001μ T以 下で生活する

ことはかなり困難です。しかし、電磁

波が私たちの身体に悪い影響をもたら

す危険性はもはや否定できません。

EU諸 国では、「危険な可能性がある

限り、安全性が確認されるまでは排除

しよう」という予防原則が定着し、「環

境基準は最も弱者である乳幼児の立場

で考えるJこ とが、いまでは常識にな

っています。一方、日本では、予防原

貝Jを とれば経済活動が停滞すると、

「危険性が確立するJま では 「安全だJ

と対極な姿勢でいます。

電磁波は自分の健康はもちろん、未

来の子孫に大きく影響 します。また、

自身が電磁波対策を施していても、周

囲が電磁波に無関心であれば、電磁波

被害は広がるばか りです。電磁波は今

世紀の公害です。もっと電磁波問題に

関心を持ってほしいものです。(談)

*1「 電離放射線Jの 名の由来は、細胞などを構成する

分子をバラバラにする電離効果か らつけられている。一般

的には 「放射線」 と定義 され、広島 長崎の原爆やチェル

ノブイリ原発事故などで問題になったガンマ線、 レントゲ

ン撮影のエ ックス線、紫外線の一部などが含まれる。電離

放射線では、電磁波の波 と波の間隔 (波長 とよばれる)が

とても短 く、波 というより弾九のような 「粒子性Jが 強 く

現れる。

*2「 非電離放射線Jは 、エネルギーが低いために物質

を構成 している分子や原子を電離できない。ラジオ波やテ

レビ波 も含 まれるが、放送アンテナ周辺の数 km遠 では、

微弱になっているので、身体の影響はそれほど′心配 しなく

てもいい。

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 とする一方で、原子力、

核間題、環境問題などにも物理学者としてかかわっている。

2003年3月 京都大学工学部講師を退官 し、現在は電磁波環

境研究所所長を務める。著書 に 『ガンと電磁波』 (技術 と

人問)、『あなたを脅かす電磁波』 (法政出版)な ど多数
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アンケート

電力会社の主張 オール電イは

経済 的で清潔4し かも安全です!
質間項目

①貴社の管内においてオール電化を導入した世帯数(戸建住宅・集合住宅)を教えてください。

また、全世帯に占める普及率を前年度の普及率もあわせて教えてください。

②オール電化のメリットを教えてください。

③電磁波が身体に危険だと一方で言われています反電磁波に関する貴社の見解をお願いしま丸

④貴社では、新築、リフォームなど、住宅の設計・施工(設計者・工務店など)を行う、独自の

組織はあ
'り
ますか。その場合、オール電化の導入が前提になるのでしょうか。

2

北 海 道 電 力
胤 露 鰍 轟 鷺

年度 (H15年度)の 電灯契約数 =2700070口

年度 (H15年度)普 及率は約26%(約 23%)

までのオール電化

(62,087口)H16

(2693765口、H16

lD室内の空気を汚しませんから健康的です。②燃焼部分が無いので安′さです。O機 器もメンテナンスが少なくて済み経済的です。

東 北 電 力
 毒誌寧兵Iζ 不彗1鵞 t撃 主柱iξ TЪ 頸

なう 「ノンガス ノンオイル」の住宅をいいます。具体的には、

給湯 には電気温水器やエ コキュー ト (C02冷 媒 ヒー トポ ンプ

式給湯機)、調理にはクッキングヒー ター、そ して冷暖房 には

蓄熱式電気暖房器やエアコンを導入するなど、生活のベース

となる住宅の熱源をすべて電気でまかなう住宅です。オール

電化の導人累計戸数は、H17年 3月 末で91744戸 (戸建43237

戸、集合48507戸)。電灯契約口数に占めるオール電化住宅の

普及率は、H16年採用「1数オール電化住宅累計 (I可年度電灯契

約口数)91,744(5,221,306)=18% H15年 採用口数オール電

化住宅累計 (同年電灯契約口数)77757(5192294)=15%

② 燃焼を伴わない調理器具や暖房機器であることから、安心であること。また、水蒸気や燃焼ガスの発生がないために室内の空気

を汚さず、換気回数も最小限ですみ、高断熱、高気密住宅には最適です。さらに、時間帝別電灯 (やりくリナイ ト810S)の 契約で、

割安な夜間の電気による蓄熱式電気暖房器や電気温水器 (エコキュー ト含む)の利用によって、光熱費 (すべて電気料金)が安 くな

るといった経済的なメリットもあります。

東 京 電 力
驚謹見割 :驚 曇 諸 層翼 わ ξ化程彎

の率45%)2004年 度32000口 (新築住宅に占める電化住宅の

率64%)。 なお、戸建、集合別の実績 につ きましては、競争上

の観点より公表 してお りません。

キッチ ンや給湯、冷暖房などすべてを電気でまかなうのが 「オール電化住宅Jで す。便利で′さ地良 く、安心であること、そ して経済

的であること。電化住
‐
tは 、それ らを実現で きる次 世代住宅です。●便利 快適 :IHは、調理油7iセンターや調理 タイマーなどの便

利機能に加え、魚 も自動両面焼 きで焼 き具合をコントロールで きます。 また、フラッ トな トッププレー トは、吹 きこぼれてもサ ッと

拭 くだけで、キ ッチ ンをいつ も綺麗に保てます。●安心 :IHは火 を使わないので、弱火での煮込みtH理の ときも立 ち消えの心配がい

りません。安全機能 も充実 してお り、お年寄 りにも安心です.● 環境に優 しい :エコキュー トは、高効率の ヒー トポ ンプシステムと

自然冷媒を組み合わせて使用するため、オゾン層の破壊や地球温暖化の抑制に貢献 します.● 経済的 :エコキュー トは貯揚式のため、

害1安な夜間の電気 を利用 します。昼間よりも大幅に割安 な夜間の電気 と高効率なヒー トポ ンプシステムとを組み合わせることによ

り、給湯ランニ ングコス トは月平均1,000程度という抜群のコス トパフォーマ ンスを実現 します。

【省家事】火を使わないので、油や水蒸気を含んだ空気の巻き上げが少なく、キッチンまわりのお手入れが簡単です。【安心】火を使

わないから、みんなに安心です。機器の操作も簡単、万一の安′さ機能も充実しています。【清潔】燃焼ガスを発生しないので、室内の

空気が汚れにくくなります。燃焼に伴う水蒸気発41が少なくなるため、結露を抑え、健康に悪影響を及はすカビ ダニの発生減にも

貢献します。【経済的】「ガスJと「電気」という2つの基本料金をひとまとめにできるため、基本14金だけ見てもお得です。

①クリーンで健やか 炎がないので室内の空気がきれい。お部屋が汚れにくく、掃除も簡単。家事の手問が省けます。燃焼による

水蒸気の発生を抑え、結露やカビ ダニの発生が減少 します.② とって経済的 割安な電気とお得な料金メニューで光熱費を削減で

きます。室内の空気がきれいだから換気回数が減少、冷暖房効果も高まります。電化設備は丈夫で長持ち。使えば使うほどお得で

す。0高 気密 高断熱住宅にもぴったり 最近の住まいに多 く見られる気密性 断熱性の高い省エネルギー住宅は、クリーンな室内

空気を維持することも重要なポイントとなっています。室内の空気をきれいに保つ 「オール電化機器Jな ら、高気密 高断熱住宅の

良さをそのまま活かします。

①安心 (火を使わないので、安′きして使えます)。②快適(室内の空気をきれいに保ち、汚れも少なくて済み、掃除も簡単です。G)経

済的です。お得な滲1金メニュー「はびeタイム(季節別時間帯別電灯契約)」にご契約のお客さまで、給湯 キッチン冷暖房など、家

の中の熱源すべてを電気にしていただくと、オール電化住宅割引「はびcプランJにご加入いただけ、「はびeタイムJ料金からさらに

10%安くなります。

①安心、②クリーン、O経 済的な点です。子どもから高齢者まで安心 して暮 らせるのがオール電化住宅です。電気クッキングヒータ

ーならお掃除が簡単なのはもちろんのこと、部屋の空気環境 もきれいに保ちます。また、光熱費についても、お得な料金メニューの

適用により削減でき、人変経済的です。

中部電力記帷臥
オ
馨輝舅動

:削
::軍度貢

普及率=22%)

北 阻E電 カ
 ヮ ;鼻 ;ヌ ど冒鮨i念 装抒 1霧曼欝ξtti

年 3月末)① -2普 及率49%(H17年 3月末)40%(H16年 3

月末)※ 上記①-2の 分母は、いずれも世帯数ではなく、l■

宅関係の電気契約口数。

関西電力難顧QTtti]矢吾】:憶よ
140000口、H16年度末205.000日(年度末累計)

中国電力隷矯濡里h鮮翼≧腫鷺
5%(Π乍年度は約4%)

四国電力酷城[蹄艇[不梶稚F“
千戸。電

 驚Ъ経矯襦婁F竃彗育』ア]rI謂;ひヽ」九鼎根き〒ηttLttt]渕[[`豫ヾ琶ζ写『
つことができま

九 州 電 力
脱 卿 峯 写 (『 繁 f省 亀 喬皇

万戸 (戸建15万戸、集合 7万 戸)● 世帯普及率H17年 度 2月

末 (H16年度 3月 末)約 4%(約 3%)

0安 ′さ 調理や給湯が電化されることにより家の中で火を使わず安′亡ヽ. ②利便性 IHク ッキングヒーターは高効率で揚げ物温度

コントロールなどの機能も充実。また、フラットプレー トなのでお手入れも簡単で、食器洗い乾燥機と同様家事労働を省力化でき

ます。O経 済的 オール電化向け刑金メニュー「電化deナ イトJで光熱費の低減が可能。 *家 庭用エネルギーの約 1/3を 占める

給湯を、割安な夜間電力を利用する電気給湯器(電気温水器 エコキュー ト)でまかなえます。

沖縄電力 【オ~'ξ
:lTη響顧茸看I彗或瘍

H16年度095%

生活に必要な熱源をすべて電気にすることにより、安 さ́、快適、経済的というさまざまなメリットがあ ります。①安心 厨房機器

においては、火を直接使用しないことから、小さなお子さまからお年寄がいるご家庭でも安心 して使用することができます。②快

適 燃焼機器使用時の騒音や臭い、また、一酸化炭素や水蒸気の発生がない快適な住宅環境をつ くることができます。O経 済的

給湯 厨房機器において高効率な機器を用いることで、省エネルギーの実現とランニングコス トの低減が可能になります。
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電磁界による人の健康影響についての調査 研究は国内外で行われています。 これまで世界保健機関 (WHO)や 国際非電離放射線防
護委員会 (ICNIRP)か らガイ ドラインが示 されているほか、資源エネルギー庁の調査報告では、「居住環境で生 じる商用周波磁界 に
より、人の健康に有害な影響があるという証拠は認め られないJな どとされています。 このため当社は、通常の居住環境における電
磁界が人の健康 に悪い影響 を与えることはないと判断 してお ります。

電化機器のコンサルティングを行う組織はありますが、設計

施工を行う組織はあ りません。

O IHttl・T器 は、周波数が50ヘルッの電気で動作 しますので、50ヘ ルツの電磁界と、調理時に数 十キロヘルツの電磁波が発生 してい
ます。電磁界 電磁波の性質は、周波数によって異なってお り、それぞれの健康への影響について国内外の公的機関が検討 評価 して
お ります。 これによります と、50ヘルツの電磁界については、多 くの公的機関が 「日常の居住環境において電磁界は、人の健康に有
害な影響 を与 えるという証拠は認め られないJと する調査報告書 を発表 してお ります。 また、数十キロヘルッの電磁波については、
国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP)力 i示してお りますガイ ドライン値 と比べて十分低い レベルにあ ります。 これ らのことか ら
当社は、IH調 理器か ら発生する電磁界 電磁波 ともに、人の健康に影響を与えることはないと判断 してお ります。

当社では、このような組織はありません。

電磁波の健康への影響については、国内外の専門機関が検討や評価 を行ってお ります。これ らの見解や、IHか ら発生する電磁波が
国際機関によるガイ ドラインを下回ることか ら、人の健康へ有害な影響 を及ぼすことはないと判断 してお ります。なお心臓用ペー
スメーカーなどの医療器具をお使いの方に対 しては、様々な機種があるため、器具の取扱いに関する詳 しい注意事項について、専門
の医師にご相談 されるようお薦め してお ります。

そうした組織はありません。

周波数が50～60ヘルッの電磁界について、世界保健機構 (WHO)や 資源エネルギー庁など、国内外の公的機関により、電磁界が健康
に及ぼす影響について、検討 .■価が行われています。これらの報告書では、いずれも「居住環境における電磁界が健康に有害であ
る証拠は認められない」と結論づけています。IHクッキングヒーターから発生する電磁界 電磁波は、人の健康に有害な影響がある
という確たる証拠は認められておりません。また、IHクッキングヒーターが発売され、すでに十数年を経過し、百万台以上使われて
おりますが、影響を受けたとの報告はありません。

弊社にはそのような組織はありません。

IHクッキングヒーターの電磁波は国内外のガイ ドラインを大幅に

しています。ただし、ペースメーカーをお使いのお客さまにつきま
とご相談の上ご使用いただくようお願いしています。

ド回ってお り、お客 さまの健康 に影響 を与 えることはないと判断    あ りません。

しては、影響 を及ぼす可能性があ りますので、専門のお医者 さま

IHク ッキングヒーターか ら発生する周波数が50～60ヘルツの磁界の大 きさは、蛍光スタン ド、テレビ、ヘア ドライヤー、掃除機な
どの家電製品か ら発生するもの と同程度の大 きさであ り、国内外の公的機関は、このような磁界の健康影響について、「居住環境に
おける電磁界が有害である証拠 は認め られない。」としています。 また、調理用 に用い られる20～30キロヘルッの電磁波の強さは、
総務省 (1日郵政省)の諮問機関である電気通信技術審議会が示 している指針値 よりも十分小 さい値 となっています。 これらのことか
ら、 IHク ッキングヒーターか ら発生する電磁界 電磁波が健康に影響 を与えることはないと判断 しています.

安′さ 快適な家づ くりを応援する 「はぴcビ ルダー会」があ り
ます。

家電製品やIHク ッキ ングヒーターか ら出ている電磁波は国際的なガイ ドラインを人 きく下回ってお り、健康面に悪影響 を及ぼすこ
とはないと言われていますので、安心 してご利用いただきたいと思います。

オール電化住宅の普及組織を図る建築設計 施工にかかわる法

人と当社とで組織する「電化住宅普及促進協議会」があります。

通常の使用状態でIHク ッキ ングヒー ターか ら発生する磁界強度は、国際非電離放射線防護委員会のガイ ドラインの値に比べて十分    住宅の設計 施工 を行 う独 自の組織はあ りません。
低 く、人の健康に影響を与えることはないと考えています。

電磁波の人体に与える影響に関 して、総務省 (1日郵政省)の 諮問機関である電気通信審議会の 「電波防護指針Jが あ りますが、IHク
ッキングヒーターか ら発生する磁界強度は、この指針値を | 分́下回っているものと認識 してお り、健康に影響 を与えるものではない
と考えてお ります。 また、電磁波によるペースメーカーなど医療用電子機器の電子回路が誤作動 を起 こす可能性 は否定で きません
が、機器 もさまざまな種類があることや装着 している方の個人差 もあることか ら、IHク ッキングヒーターのメーカーではカタログ
の使用にあたって、医師への相談を促す文言を載せています。

当社には住宅の設計 施工を行う部F与はなく、お客様の取次ぎ

業務も行っていません。

IHク ッキングヒーターか ら発せ られる電磁波は、国内外のガイ ドラ

ないと考えてお ります。

インを大 きく下回ってお り、人の健康 に影響 を与えるとは言え   あ りません。



04
消費者
からの疑問

深夜電力はなぜ安い

オ…ル電化のからくJ

関西電力では、オール電力にすると電

気代がガス併用よりも安 くなると宣伝

している。オール電化にするためには

月々の電気代 とは別に設備費や工事費

が必要 となる。IHク ッキングヒータ

ーが10万円～20万円台、給湯器30万円

～70万円、100Vを 200Vに 変える工事

費、電気温水器の取 り付け工事費など

が必要だ。給湯器を置 くスペースも必

要になる。IHク ッキングヒーターに

はIH対応鍋が必要で、従来の鍋より高

額だ。

関西電力では、過去 1年 分のガス代

と電気代を提示すると、オール電化に

した場合の電気代を試算 して くれる。

4人家族 を標準家庭 とする場合、月々

の光熱費の平均値は電気代7,000円、ガ

ス代8,000円。そこで 8軒 分の試算 を

依頼 したところ、8軒 すべてが5,000～

76,000円と安 くなった。なぜ、こんな

に安 くなるのか。従来の一般家庭では、

「従量電灯A」契約で電気使用量によっ

て lKWhの 単価が決まっている。オ

ール電化割引 「はぴ eプ ラン」では深

夜は安 く、昼は高 く、電気使用時間帯

によって単価が違 う。 しか し、「はぴ

eプ ランJは 基本料金を2,000円と設定

しているため、消費の少ない家では安

くならないのではないか と疑問が湧

く。

関西電力営業 グループでは、「あ く

までも標準の場合の計算なので、実際

にオール電化にした場合にそれほど安

くならないときは、タイマーを使って

深夜に洗濯機や食器洗い機を動かせば

安 くなると提言 している」という。ち

なみに深夜の電気代は通常の約 3分 の

1、夜の電気はなぜそんなに安いのか。

オール電化、ほんまに大丈夫?

lHクッキングヒーターは要りません!

久保美恵子 ・滝沢厚子 |くらしを見つめるひととき

「安心、経済的、クリーン、掃除も簡単」のうたい文句で消費者の購買意欲を促す「オール電

化住宅」。近年とみにオール電化の宣伝を見聞きする及 すべての熱光源を電気にした場合、

果たして暮らしぶりは快適になるのだろつか。消費者グループ「くらしをみつめるひととき」が、

消費者の視点からオール電化の疑問を指摘する。

エネルギ…は多く使うほど安い

省エネ時代とは正反対

関西電力が供給する電気の約 6割 が原

発でつ くられた電気だ。原子力発電は

昼夜を問わず同じだけ発電 しなければ

ならないため、当然夜の電気が余って

しまう。余った電気は蓄積できないの

で送電先をつくって発電量とバランス

をとらなければならない。

そのため、揚水発電所を建設し、夜

間に下のダムの水を電気を使って汲み

上げ、昼間に上のダムの水を下に落と

して発電するという非常に不合理なこ

とをしている。オール電化の本来の狙

いは、この余った夜の電気を3分 の 1

の値段にして産業や家庭でどんどん使

わせることではないだろうか。

また、マンションの事業主、ハウス

メーカー、工務店、電気店などがオー

ル電化を勧めて実現 した場合、電力会

社から対価として全電化住宅普及措置

費が支給される仕組みがあるそうだ。

その上、関西電力は、オール電化マ

ンションには、変圧器設置の免除を

するなどの行き過ぎた売 り込みをして

いたことが明らかになり、2005年 4月

21日公正取引委員会から独占禁止法違

反の恐れあ りとして警告を受けてい

る。

さて、オール電化にした場合、電力

量はどのくらいなのだろうか。オール

電化料金は夜間使用の単価は lkWh

当た り636円 (従量電灯Aは 23.2円/

kWh)と とても安 く設定されている。

また、さまざまな割引があるのでガス

併用よりも料金は値打ちになる。先ほ

どの試算では電気使用量は教えてもら

えなかったので、自分で計算した結呆、

電気の使用量の多さに驚いた。(表1)

日本は資源に乏しいと言われている

のに、省エネと矛盾 しないかと関西電

力 に訪ねた ところ、「電気 をた くさん

つ くって売るのが仕事。販売電力量を

伸 ば して利潤 を上げなければならな

い。省エネはC02を減 らす とか省エネ

製品を勧めるなど、節電は広めているJ

との返答であった。便利だからエネル

ギーを贅沢に使 う (使わせる)社 会の

傾向に共感することはできない。

lHだって火災は起きる

高まる電磁波への懸念

IHク ッキ ングヒー ターを購入 した人

の意見を聞 くと、「家族に老人がいて

昼は一人になる。最近よく鍋を焦がす

ので、安全安心のために買った」と語

った。その他のメリットとして、火を

使わないので天板が熱 くならない。部

屋が暑 くならず、臭いがつかない。お

湯が早 く沸 く。掃除がラク。火の元の

心配がないという意見が多い。

一方、デメリットとして、アル ミ、

ガラス、銅、土鍋は使えない。中華鍋

などの丸底鍋、鍋底が直径12cm未満の

鍋、底が平らでない鍋も使えない。ス

テンレスは鍋によって火力が弱 くなっ

たり、使えない場合がある。合計出力

が決まっていてコンロを同時に使うと

き火力が抑制される場合がある。

IHク ッキングヒー ターは火を使わ

ないから安心 というが、IHに よる火災

は発生 している。また、天板が熱 くな

りにくい、臭いがないというメリット

が、逆に鍋や天板が熱 くなったことに

気づかずに、火傷する危険も出てくる。

また、デメリットとして電磁波が気

になるとの意見が多かった。IHク ッ

キングヒーターは購入すれば毎 日使用

することで、定期的に電磁波に被曝す

る。さて、この電磁波 とは何だろうか。



低周波の危険を十分把握
しかし報告書は闇の中

形 も色 も臭いもない、五感で感ずるこ

とができないといわれる電磁波。この

「電磁波」という言葉は多 くの人が知

っている。そして電子 レンジや携帯電

話の電磁波はすごいらしいとの話 もか

なりの人が知っている。 しか し、みん

なが使っているからまあ大丈夫だろう

くらいに思っていて、実際にどういう

影響があるのかという具体的な情報は

まだまだ一般的に共有できるものとな

っていない。家電製品からの電磁波被

曝を防ぐためには発生源から離れるこ

ともひとつの方法だが、IHク ッキング

ヒーターは離れて使用することは不可

能であ り、シール ド(遮断するもの)

を設けては調理ができない。

2003年3月、財団法人家電製品協会

では 『家電製品から発せられる電磁波
(低周波磁界)測 定調査』という報告書

をまとめている。報告書の前書 きに

「近年家電製品の出している低周波磁

界について安全性を問う研究が世界各

国で行われている。白血病などのがん

のリスクを指摘する報告が増えてきた

からであり、また世界保健機関(WHO)

が2001年に低周波電磁界を 『発がんの

可育レl■あ り』と分類 したことによるJ

と記されている。

しかし、この報告書は一般には公表

されておらず、2003年私たちは同協会

に交渉してコピーを人手した。2005年

5月 現在でも同協会のHPに も載って

いない。一般に公表すべきではないか。

報告書の中でIHク ッキングヒーター

(ビル トインタイプ8台 、卓上型 6台 )

を前面、左右側面、背面それぞれ30cm

離れた位置と、最も電磁波が強い上面

Ocm、 10cm、20cm、30cm、50cmの 位

ガス

円     m3     円

オール電化

kWh     円

1月   1206   20979

2月    lo23    17967

電気

kWh

l月    334 7717

2月      277       6092

3月       230       4946

4月     251    5458

5月      292       6457

6月    241    5215

7月      250       5457

8月     290    6435

138    17456        3月

4月

5月

192      24365

165      21173

96      12849

76      10523

95      12906

118      15627

844      15020

707      12776

662      12027

9月    254    5555      45     6907

10月      282       6310         61       8885

11月    313    7180

12月    268    5872

57 8311 t 6H 5s2 9848

56 8214 7 H 552 10223

39       6180 8月       516       9627

9月    503    9417

10月      559      10332

11月    775    13890

12月    815    14539

合計    8754    156645合計  3282   72694   1138  153396

表 11オ ール電化の電気使月l量 注 :オール電化の電力使用量は 「はぴeプランJと いう契約に当てはめて請求金額か ら計
算 した.使 用電力量の25%を ナイ トタイム料金、58%を リビングタイム十1全、17%を デイタイム料金で計算 している。

ビル トイン

AC200V 50HZ

E社

S社

○社

G社

B社

R社

B社 (一口)

C社

前面

10crn

609mG

485mG

l190mG

674mG

676mG

601mG

141 2mG

928mG

30cm

89mG

61mG

106mG

103mG

78mG

74mG

267mG

130mG

上面

10cm

529mG

463mG

890mG

720mG

446mG

473mG

320mG

821mG

30cm

771mG

585mG

793mG

l10mG

513mG

584mG

601mG

l15mG

50cm

214mG

161mG

168mG

310mG

137mG

166mG

200mG

327mG

卓上型

AC100V 50HZ

G社

E社

○社

C社

B社

P社

前面

10cm        30cm

101 5mG     163mG

l137mG     210mG

上面

10cm       30cm

558mG

612mG

50cm

896mG     27:5mG

l13mG      352mG

846mG 235mG

730mG      23.8mG

953mG      288mG

589mG     lolmG     493mG

1097mG     176mG 594mG

851mG      153mG 458mG      823mG      236mG

1024mG     157mG      476mG

表 21電 磁波強度各社比較 測定器は低周波用のものは3200Hz以下が測定対象なので、それ以上の ものは測定できない。対
象製品の中には32000Hz以上の周波数の電波が出ているものもあ り、測定結果に注意が必要 と 『家電製品か ら発せ られる電磁
波 (低周波磁界)根1定調査』報告書に書かれている。ただし、2003年の報告書のため、現在はより強力なIHが販売されている。



置で測定が行われている。メーカーに

よってかなりのばらつきがあるが、各

社とも背面の数値が一番低 く (30cmの

ところで56～284mG)、上面の数値が

一番高い (Ocmの ところで1,280～

3,470mG)。ビル トイン型と卓上型の

違いはない。表 2は報告書の中から前

面30cm、上面10cm、30cm、50cmの位置

の電磁波測定値を抜き出したものであ

る。中でも前面10cmという欄に注 目

してほしい。      `

報告書では前面10cmの渓1定をして

いないが、調理時の立位置は器具から

10cm以内だ。つまり電磁波は30cmの位

置よりさらに大きいと思ったほうがい

ぃ。そこで上面測定値に上面10cmの電

磁波:上面30cmの電磁波=X:前 面30cm

の電磁波と比例させて計算した。

これによると100mGを超えるものが

6台 もある。他 も60mG～ 80mGが 多

数を占める。IHク ツキングヒーター

の前面は大人のおなかの位置にあた

る。しかも器具から30cm以上も離れて

料理をする人はいない。小さな子ども

が寄 り添ってくれば頭の位置になる。

妊娠 していればそこには胎児がいる。

前面 Ocm、 10cm、心臓の位置、頭の位

置と実際に使用するときの実態に合わ

せて測定位置を決めるべきだ。

問題なのは、この報告書で磁界安全

基準値 としているのはICNIRP(国 際

非電離放射線防護委員会)が 1998年に

IHの電磁波は大人よりも子 どもやお腹の胎児に悪影響 を

与える 上日隆両

出 したガイ ドライン (50Hzに 対 して

1000mG、 60Hzに対 して833mG)で あ

る。報告書には 「ICNIRPの ガイ ドラ

イン以下のレベルで健康被害が出たと

きの疫学調査があるが根拠は不十分」

また 「科学的根拠が不十分でも予防的

に市1限するという意見に対し、不必要

に厳しい規制は別のリスクを不用意に

増加させる危険をともなうJと あ り、

結論 としてIHク ツキングヒーターの

測定結果はICNIRPの ガイドラインを

満たしているので問題はないと言って

いる。しかし、1000mGや 833mGを な

ぜ安全基準とするのか、その根拠がど

こにあるのか示されていない。

実際に疫学調査では、2mG、 3mG、

4mGな どの値で初期流産の増加、小児

白血病のリスク、がんの可能性などがあ

ると報告されている。このfILに比べて

IHクッキングヒーターが発する電磁波

がいかに強いことがわかる。

測定はメ…力…によってまちまち

lHを薦めるメーカーの本音

家電メーカーが独自に電磁波淑1定をし

ているか調べてみた。同じメーカーで

も機種や方法によって電磁波は異なる

が、おおよそということで各社のお客

様相談センターに聞いた。

松下電器は 「本体から30cmのところ

で30mG」。上面、前面、側面どの方向

でも30mGと 答えたが、前述のとお り

上面の電磁波がずば抜けて強いことが

一目でわかるのに、説明がずさんだ。

東芝は 「前面20cmで 100mGJ、 日立は

「前面20cmで 200mGJ、サンヨーは 「独

自には測定していない」、三菱は 「前面

30cmで45mG～ 5.3mG」だった。他社

に比べてケタ違いに低い数値だった三

菱に聞くと、当初から電磁波を低減さ

せたいという問題意識があり、コイル

のつくり方や部品の組み合わせなどに

工夫した、とのことだつた。

鍋を置くプレー ト上で電磁波を遮蔽

できないことには変わりはない。しか

し、それでも「IHの電磁波は問題ない」

とするのか、「電磁波は低減させるべ

き」という方針に立つのかでは、こん

なにも電磁波の数値が実際に違ってく

るものかと改めて認識 した。

電気はこれまで電力会社の独占状態

であったが、電力 自由化が段階的に進

み、電力会社は顧客を新規参入会社に

奪われるようになった。オール電化を

採用させることで販売電力量を維持 し

たい戦略なのだろう。家電メーカーも

売上を伸ばすためには、ヒット商品が必

要だ。メーカーにしてみれば、新規開

発がほぼな くなった家電製品の中で、

IHク ッキングヒーターは単価が高 く、

大量に販売されれば、魅力的な商品と

して、売 り上げを見込めるのだろう。

国は電磁波の情報公開と対策を

消費者はNOと 発言する勇気を

社会には危険なものがいっぱいあふれ

ていて、それらを気にしていたら生き

ていけないという意見も多い。本当に

そうなんだろうか。どこにどんな危険

があるのかを知らなければ危険性を低

減させることもできない。便利だから

といって新 しい技術に飛びつき、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。必要以上のものを

利用 しないことは省エネにもなり、か

つ無用の危険を低減させ、身を守るこ

とにもなるのだ。

産業発展のために市民の命が犠牲に

なった歴史 (水俣病など)を 二度と繰

り返さないためにも、国や関係機関は

「危険が立証されていないか ら安全J

という企業の側ではなく、「安全が立

証 されていないか ら危険かも知れな

いJと いう市民の側の立場で追及して

いってほしい。そして、電磁波のどん

なに小さな値でも十分注意が必要とい

う視点で研究を進め、被害が拡大する

前に、市民に警笛を発するべきだ。

そして消費者も自らの身を守るため

には、国に対 して積極的・主体的に発

言する姿勢が必要だ。

*本 文は大阪府消費者研究発表大会で、「オール電化な暮

らしは何 をもたらすか～広がる電磁波の怖れ～J(第 38回

大会 :2003年)、「IHク ッキングヒー ターの危険性J(第 39

回大会 :2004年)を 発表 した論文か ら構成 し、一部加筆 し

たものである。

「くらしを見つめるひとときJは 、長年にわたって原子力

発電反対を唱えた草の根運動を展開 している。
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電磁波間題に取 り組む市民団休

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 問題研 究 会

1996年 に発足 した電磁波市民問

題研究会 (当初 ほ 『ガウスァクシ

ョン』)で は、会員数は一般市民を

中心に400名 、その内の 1割 が電

磁渡過敏症だとぃう。

事務局長を務める大久保貞利さ

んは、「日本で電磁波問題が世間

に浮上 したのは199o年 半 ば
｀
頃で

すが、アメリカでは1979年に配線

近 くに住む子どもの小児白血病発

症率が298倍 と疫学調査が報告さ

れています。ロシァでは、電子 レ

ンジが人体に影響があると1976

年に製造禁止となりました。

スウェーデンの説によれば、電

磁波過敏症 は人口の3%に 比例す

るとぃわれ、これを日本にあては

めれば300万人という数字になり

ます。正確な数字は把握できませ

んが、当会に電磁波による身体障

害で悩む方からの電話相談は頻繁

にあり、相当な人数であることは

確かです。

現在日本では厚生労働省が電磁

渡過敏症 を病気と認定 してぃませ

ん し、電磁波過敏症に対処できる

病院はわずかです。―方、スウェ
ーデン、デンマークでは電磁波過

敏症 は病気 と認知 され、公的保険

の対象 となってぃます。 また、

2002年 ドイッでは、携帯電話、デ

ジタル・コー ドレスホンによるパ

ルス付き高周波被曝による身体影

響があるとして、医師1200名 以

上が署名 した 『フライブルグの提

言』を国やEUに 提言書 として提

出 しています。

スウェーデンでは、携帯電話は

イヤホンとセッ トで販売 し、9害」

の人がイヤホンを使 ってぃます。

イギリスでは16歳未満は携帯電話

の使用禁止抑制を勧告 してぃます。

それに対 し、日本では映像、音

声が配送できる 『第 3世 代』が携

帯電話の主流となり、それに伴い

携帯基地局が無秩序に建設されて

います。また、以前auのテレビCM

では、赤ちゃんにヘッドホンをつけ

させ、携帯電話の着メロを聞かせて

いました。乳児は大人よりも水分

が多く、電磁波の悪影響はてき面で

す。メーカーの非常識 さに驚愕 し、

事務局長の大久保貞利 さん

電磁波対策をしても、問題は解決

されません。例えば新築の家を購

入後、家の近 くに携帯電話のアン

テナが建設 されて体調が崩れたと

相談が来た場合、家のローンなど

を考慮すると、すぐに引越 ししな

さいと簡単に提案はできません。

また、電磁波に汚染 されてぃない

場所を探すことさえも困難です。

また、電磁波過敏症 と自覚 して

も、社会、医者、家族が電磁渡に

無理解なために、大方患者 さんは

ノイローゼ扱いにされがちです。

精神的に追いつめられ、本当に神

経が病んでしまう人も少なくあり

ません。

電磁波過敏症は誰でも発症する

可能性があります。対岸の火事 と

して無関心になるのではなく、電

磁波問題に目を向けてくださぃ」。

猛烈に抗議 し

ました。

社会が電磁

波の無法地帯

のような状態

である限 り、

いくら自分で

電磁 波 間題 関西連絡 会

関西地域でも昨年電磁波問題関西

連絡会が発足 した。事務局 と代表

を務める泉泰通 さん、副代表の古

本公蔵 さんたちを中心に、学習会、

講演会 を開催 し、電磁波間題に対

する啓蒙活動のほか、電磁波など

の相談業務 を展開 している。

ある住宅では、寝室から70mG

もの計測値が出た。室内には、電

磁波が発生する電化製品などはな

かったが、調べるとベ ッドの側壁

の中にある電気配線が原因である

ことが分かった。

また、ある―家は、新築の高層
マンションに入居 したとたん、犬

が吐血 し、家族全員が体調不良に

なったとぃう。マンションを調ベ

に行 くと3面 総ガラス張 りのリビ

ングから、テレビ局のアンテナが

各ガラス面に確認できた。金属素

材であれば、高周波はある程度遮

断できるが、マンションに雨戸 を

つけるわけにもいかない。

しかも、低周波の遮断は難 しく、

電化製品の大半は低周波である以

上、発生源から離れる以外避 ける

方法はないそうだ。マンションの

建て主は住宅管理会社に勤務、ま

た、このマンションの施工会社か

ら電磁波対応の相談が寄せられる

など、建築関係者の電磁波に対す

る関心の低 さを感 じたとぃぅ。

近年、オール電化によるマンシ

ョン、戸建住宅が急増 してぃるが、

建築関係者は電磁波問題に眼をつ

ぶっていてぃぃのかと同会は懸念

する。
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磁波をカットする

まいの対策

高 野 瞳 |タカノ環境建築設計室代表

電磁波による健康被害を防ぐためにはどうすればいいのか。電磁波が氾濫する現在、せめて

寝泊りする住まいだけでも安住の場でありたいものだ。自身が化学物質過敏症であり、電磁

波過敏症でもある高野さん八 土地選びから建築の構造体、室内の配線など、住まいの電磁

波対策を伝授する。

設計者
のノウハウ

電磁波 (高周波・低周波)の

少ない立地条件を選ぶ

近年、シックハウス症候群 (化学物質過

敏症)と 電磁波過敏症を併発 している

人が増えている。そのため、VOC対 策

だけでは過敏症の改善に関して十分と

は言えなくなってきている。

都心部など、オフイス街での電磁波

は携帯電話などの普及により、物理的

に避けようがないため、せめて、私たち

が普段寝泊 り、生活する住宅だけでも、

電磁波対策が望まれる。

住環境に関係する電磁波は、主に近

年普及 してきた携帯電話の基地局から

発せ られる高周波の電波やアマチュア

無線の電波が挙げられる。

PHSに 関しては約100～200m置 きに

アンテナが設置されているので、住宅

の敷地内に建てられていることも多い。

高周波の電磁波については、人体に関

する安全性が証明されていないばか り

か、海外で子 どもに携帯電話の使用を

禁止 している国もあることから、回避

するにこしたことはない。

低周波の電磁波の主な発生源は電線

や高F■送電線である。一見、普通の電

線でも、測定器で測ると、高圧の送電線

並みの電磁波が計測されることもある。

これは、電力の需要に対応 して、ケーブ

ルを太 くし、上下二段 に電線を設置 し

た場合が顕著な例である。

道路際に建てられた 3階 建て住宅な

ど、寝室の窓を開けると目の前が電線

で、計測すると高圧送電線の真下より

高かったということもあ り、油断でき

ない。よって、それらの外的な電磁波

発生源からの影響が少ない立地条件に

建てることがベターである。

周囲の電磁波環境悪化を想定

建物外部をシ…ルド

今現在、電磁波の少ない敷地に建築 し

ても、携帯基地局の新設や電線工事の

増強などにより、周囲の電磁波環境が

いつ悪化するかわからない。

実際、電磁波の少ない安全な敷地に

電磁波対策を施 した住宅を建てたが、

2年 後近所 に携帯基地局が建設 され、

一挙に電波環境が悪化 したケースがあ

る。今回紹介する住宅は建物外装をシ

―ル ドして建てていたため、家の中で

は窓際以外では携帯電話が通 じないレ

ベルから、少し途切れるが通じるよう

になった程度で収まっている。だが、

対策を施してなければ、室内は海外の

電波の基準値を明らかに超えているこ

とが考えられる。

この住宅に仕様したものは以下の通

りで、周囲の電磁波を最大で 1/2000

までカットできた。因みに電線から建

物の距離は8m.

・屋根:カラー鉄板使用

・外壁 :ガルバニウム鋼板 (接金属で

シール ド・接地アース施工)

・サッシ:アルミサッシ+金 属膜コー

ティングガラス使用 (網入 リガラス

も望ましい)

・網戸 :ステンレス網使用 (シャッタ

ー、雨戸も望ましい)

電線からの低周波に関しては、遮断

が難 しいため、電線から建物を離す、

または寝室など常時使う居室を電線の

近くに配置 しないなどの対策が必要で

ある。

電磁波に被曝すると、脳の中心部に

ある松果体 という器官が影響を受け、

そこでつ くられるメラトニンというホ

ルモンが減少すると言われている。人

間は夜になるとメラトニンの分泌量が

室外か らの電磁波対策には金属サイデ ィングが有効

電線にも考慮 して居室を配置する



設計者から

電磁波対策の

提案

増加 して眠気が くる。 しか し、被曝す

ると、メラ トニ ンの量が減少 し、亀磁

波過敏症の多 くが不眠症に悩まされて

いる。不眠症が続 くと、ゃがて自律神

経が乱れ、動悸、めまい、拝「鬱状態に

なるケースも多い。そのため、寝室に

は極力電化製品を最小限に抑え、照明

器具は蛍光灯ではなく白熱灯に換える

こと。また、電化製品を使用 しなけれ

ばコンセントは抜いてお くことが肝要

である。

建物内部で発生する
電磁波を軽減する設計を

30年前の住宅と現在の住宅を比較する

と、電化製品の普及に伴って、ブレー

カーやコンセントの数が 3倍 から5倍

に増えている。現在は配線に囲まれて

生活 しているともいえる。また、電球

から蛍光灯に代わ り、蛍光灯 も安定器

からインバーター式に移行 してきた。

ところが、このインバーター回路が

問題 とされていて、病院の手術室など

では、電気メスが誤作動しないように、

電磁波対策用の照明が使われているほ

どである。人体は微量な生体磁場を帯

びているため、影響がないとは言えな

い。利便性、省エネと人体の健康を考

慮 した配線や電気器具の選択、設置場

所の検討がプランニングから必要 と言

える。便利で快適な生活にはこのよう

なリスクもあることを建て主に理解し

ていただく必要もあるだろう。

室内配線は限界まで減らして 5同路

とした。そのうち常時使用しているの

は 1回路のみ (電話・冷蔵庫など)とす

る。ブレーカーはこまめにON・OFF

が しやすいように床から16mの 高さ

に取 り付けた。ちなみに夜間、使わな

いブレーカーを落とすと、電気代は 1

カ月3,000円台に抑えられた。省エネ

の新たな対策といえるだろう。

この電磁波対策住宅では、ォース ト

リア (ザルッブルグ)olμ w/c lllの

基準はクリアーしたが、世界最高基準
のオース トラリア (フォローゲ ン)

0001μ W/c lliの指針値はクリアでき

なかった。

一般の住宅建築での可能な範囲での

シールドは必要だが、電磁波発生源に

関する国の対策や基準値の見直しも今

後求められていくことと思われる。

電磁波過敏症の確かめ方
ブレーカーを一気に全部落とす

家に入ると体の調子が悪 くなるケース

1電磁波(高低周波)の少ない立地条作を選ぶ

2周囲の電磁波環境が悪化することを想定し
て建物夕ヽ部をシールドする

3建物内部で発生する電磁波を軽減する設計
をする

は、これまで化学物質が主な原因だと

思われがちだったが、意外 と電磁波が

原因だったというヶ―スも多い。原因

を確かめる簡単な判断方法 として、ま

ず、家中の電気 と電化製品の電源をオ

ンにしたあと、ブレーカーを一気に全

部落とす。そのとき、脱力感などの何

か しら体調の変化が感 じられれば、電

磁波に影響を受けていることが考えら

れる。 もしくは、ブレーカーを落 とし

て一晩就寝 し、様子を見るという方法

もある。

もし、電磁波に過敏だとわかれば、

まず自覚 した本人が電磁波を減 らす生

活をすることが何 よりも先決だ。シッ

クハウスについてはいろいろな改善案

が出てきているが、電磁波については

まだ間題視 されていないのが現状だ.

国の政策を待っていては、薬害エイズ

の二の舞になりかねない。自分の身は

自分で守 り、事前に防衛手段 をとらな

ければ被害を受けるのは当人です。

高野 瞳 (たかの ひとみ)′ タカノ環境建築設計室代表、

花参道コーポ レーション巾取締役.シ ックハウス 電磁波

対策 ヒー リングに関する要素を7■物に取 り入れた設計事

務所 として、シックハゥス 電磁波対策 環境 コンサルタ
ン トの他、カラーセラピーや波動 ヒーリングも取 り入れた

「ハニーハ ゥスJ住 宅の企画 設計 も手がける。「VOC電

磁波対策hll究会Jに て住 まいの医学的臨床データーにも取

り組み、全国的にコンサルタン トや設計業務を展開する

世界各国の無線周波数

被爆レベル (一般人用)

オース トラリア (フォローゲン)_________0001μ  W/cぶ

オース トリア (ザルッブルグ)___― ____一 ‐一 ―‐01μ W/c lli

ロ シ ア
(モ ス ク ヮ )_一 ― 一 ― _―

一 ― 一
― ― ― 一 ― 一

―
一 ― -2μ

 W/cボ

ス イ ス ー ______―

一 ― 一
―

一 ― 一 ― 一 ― ― -4μ
 W/c lni

中 国 ― ― ___―
― 一 ― 一 ― 一 ― 一 ― 一 ― ― 一

_66μ

 W/c�

イ タ リ ア
・

ポ
ー

ラ ン ド
・ ル ク セ ン ブ ル グ

________10μ

 W/c�

ベルギー
1125μ V√/cJ

―-450 μ V√/cl・lドイッ _______― 一 ― 一 ― 一 ― 一 ― 一

目本 カナダ アメリカ ー________一 ― 一 -600μ  W/c lln

許容基準 (900MH z)(電力密度単位 :μW/c nI)
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弁護士
からの告発

ダイオキシス化学物質に

匹敵する大きな問題 =

―一電磁波問題プロジェクトチームを

発足した経緯を教えてください。

山崎 以前、大阪のある診療所に勤め

る方から、診療所近くに高圧送電線 2棟

が出来てしばらくすると、眼底出血など

身体に異常が出始めたという話を聞き

ました。その頃は、電磁波について問題

視もされていませんでしたし、また、こ

の件で法的に争うわけではありません

でしたので、大変ですねという話で終わ

ったのですが、その話が頭のどこかで引

っかかっていたのでしようか。

その後しばらくして、WHO(世 界保

健機構)が、2001年10月の 「ファクトシ

ート263」の中で、「極低周波磁場暴露と

小児白血病の関連性がある。厳密な分

析と、新たな研究を必要とする」と発表

しています。また、国際がん研究機関

(IARC)は、2001年に電磁波の発ガン評

価を行い、極低周波磁場の発ガン評価

として、「人に対する発ガンの可能性あ

りJと報告しました。また、日本環境研

究所でも、低周波による小児自血病の

電磁波に関わる

一切の情報公開から始めよ

山 山奇済当―― 1京 都弁護士会公害対策 ・環境保全委員会電磁波間題プロジェクトチーム代表

日本では電磁波の法規制がなく、携帯電話の鉄塔は無秩序に立ち並び、電磁波の強い家電

製品が市場に出回る。2003年 に発足じた京都弁護士会公害対策 。環境保全委員会電磁波

問題プロジェクトチームでは、電磁波問諄について取り組み、現在、法規制の確立に向けて、

日本弁護士会に要望書を提出している。

発症率のリスクが極めて高いことを報

告しています。

電磁波の影響・危険性については、研

究はまだ議論の途上であり、また、研究

者によって見解が異なるので、確定的

な結論が出ていません。とはいえ、電

磁波の悪影響によって、身体への支障

や奇形植物が発生 している以上、これ

は、ダイオキシン、化学物質に匹敵する

大きな問題だと感じました。

しか し、日本弁護士会では現在まで

に 「電磁波」についての調査を行ってい

ません。そこで、2003年4月 、京都弁護

士会公害対策・環境保全委員会では、有

志を募って電磁波問題プロジェク トチ

ームを発足 させ、現在 7名 の弁護士が

所属 しています。

一― プロジェク トチームの活動内容を

教えてください。

山崎 何 しろ電磁波について何 も分か

りませんでしたか ら、電磁波のイロハ

から学び、「高圧線」「携帯電話J「家電

製品Jと 項 目を分けて、現状の分析、海

外の動 きを参照 しながら各分野ごとに

検討課題としてまとめてきました。

また、実地調査 として大阪府門真市

にある関西電力古川端変

電所付近 に出かけま し

た。ここは高圧送電線に

そって鉄塔が立ち並ぶ一

帯で、電磁波が強 く流れ

ている土地です。磁界の

強さを至る個所で計測 し

ましたが、いずれの数値

も高 く、高圧送電線の直

下にあたるダイエー古川

橋駅前屋上駐車場 では

184mGも の高い数値を指

しました。

高圧送電線の下では、

持参 した40ワットの蛍光

灯での点灯実験 を行ったところ、ほの

かに点灯することが確認で きました。

蛍光灯が点灯すれば、人体の影響はは

か りしれません。

電磁波過敏症の実態についても知る

につれて、日本は他国に比べて電磁波

に対する規制をはじめ、電磁波の取 り

組みが遅れていることを実感 しました。

そこで、管轄機関である経済産業省、総

務省に出向き、電磁波に関する見解を

求めました。

また、今年 2月 には、一般市民に電磁

波問題について広 く知ってもらおうと

電磁波過敏症の方や学識者の方を講師

に招いて、シンポジウムを開催しました。

参加者は一般市民が大半を占め、予想を

上回る約120名の参加がありました。

爆発的な携帯電話の普及率

携帯基地局 も急増化

一―全国各地で携帯電話の基地局の建

設を巡 り、住民と携帯電話会社 との ト

ラブルが発生していると聞きますが。

山崎 携帯電話は2004年 7月 末時点

で、8,812万台、普及率は69.4%です。

特に高校生・大学生では90%以 上にの

ぼります。今では、動画のや り取 りも

可能な第 3世代携帯電話 (3G)が 急速

に伸び、その基地局が急増しています。

第 1世代は08ギガヘルツ帯、第 2世代

は15ギガヘルツ帯に対 し、第 3世代は

2.0ギガヘルツ帯とより強力です。

携帯電話各社は携帯電話の中継基地

局やアンテナを競い合うように設置し

続けています。中でも最近の新築マン

ションの多 くは、屋上に携帯アンテナ

が設置されています。現在、総務省移

動通信課によれば、基地局は全国に8

万5,792局(昨年12月)あ るといわれて

いますが、携帯アンテナは、各社で形大阪府門真市にある関西電力古川端変電所近辺



も異なり、その所在場所などに関する

情報が一般に公開されていませんか

ら、アンテナがどこにあるのかさえわ

かりません.

しかし、現在基地局の設置にあたり、
一部の自治体では条例などで規市1はし

ていますが、国の規制はありませんの

で、その土地の所有者の了解があれば、

建設は可能です。現在、住民と携帯電

話各社の間の トラブルは全国で少なく

とも200件以上起 きているといわれて

います。また、裁判でも住民側が勝訴

したケースはありません。
一―日本では電磁波の法的規制があり

ません。いくら住まいや自分自身に対

して電磁波対策を施しても、携帯電話

の基地局しかり、郊外や公共空間での

対策がとられていなければ、電磁波に

被曝する危険があります。

山崎 確かに、身体に症例が出てから

はもはや手遅れです。今後は予防原則
(*1)の

考え方を取 り入れるとともに、

正確な情報を広 く国民に知らせること

が必要です。

日本では水俣病などの公害、スモン

病などの薬害を経験 した歴史がありま

すから、この予防原則は容易に理解で

きるはずです。携帯基地局でもこの予

防原則に即 して、現在以下の項目を検

討課題に挙げています。

①中継基地などの設置について、標識

や事前説明会の開催などを義務づける。

②小・中学校や病院など一定施設周辺に

おいては、中継基地などの設置に関し

て通常よりも大幅に厳しい規制を設ける。

③ 国や地方自治体において、電磁波に

関わる積極的な情報提供や国民教育を

義務づける。

④ 携帯電話各社に対して、中継基地局

やアンテナの位置や数などの情報開示

を義務づける。

情報非公開は不幸の一言

年齢に応 じた法規制 も考慮

―一これまでにいくつかの疫学調査か

ら電磁波の危険性が明らかになってい

ます。しかし、日本では疫学が軽視さ

れ、被害との因果関係が科学的に立証

できないとして、被害者の要求が退け

られてしまいます。

山崎 日本では、携帯電話関連企業、

電力会社、家電メーカーがマスメディ

アの有力なスポンサーになっている関

係から、各種の研究結果が国民に知ら

されていないところが問題です。諸外

国では、電磁波の人体影響について、

マスメディアが積極的に取 り上げてい

ます.ま た、電磁波に関する情報がそ

れなりに開示されていますので、国民

は商品を買う選択の自由をもつことが

できます。

今後は先ほど話した予防原則が問わ

れてくると思います。日本では、非電

離放射線電磁波については電波防護指

針が定められていますが、その基準値

で人体影響を防止できるのかという疑

問が残 ります。予防原則を採用すると

の立場を明らかにした上で、諸外国の

規制の中でもっとも厳しい基準を採用

すべきでしょう。

また、仮に電磁波の人体影響につい

て確立した知見がなくとも、国は人体影

響があるとの研究成果がある場合には、

そのことを広 く国民に知らしめるべき

です。危険性に関する情報を受けない

ままに、国民が電磁波にさらされ続ける

ことは不幸と言うしかないですからね。

なお、個別機器についての規制は、

防護の対象となる人の属性、すなわち

年齢が年少は否かを分けて考える必要

があると思います。年少者については、

自己責任の原理が働かない上に、成長

電磁波法規制
の提案

1年少者の携帯電話の所持を禁止

2携帯電話機に危険性や発生電磁波の数値の

表示義務

3携帯電話機 ・電化製品など個別商品の販売
業者に危険性や発生電磁波の数値の説明義
務

4電化製品、携帯電話など個別商品の使用時
間の制限を表示

5高圧送電線の沿線の一定距離内には病院、

幼稚園 ・学校など一定の施設の設置を制限

6携帯電話中継基地の設置は、標識設置や事
前説明会開催の義務化

小中学校や病院などの一定施設周辺では通
常より厳格な規制を設ける

7携帯電話各社に対し中継基地やアンテナの

位置や数などについての情報開示を義務化

途上であることから人体影響の危険性

が高いことを念頭に置かなければいけ

ません。

法規制を導入するにあたっては、国

は、市民、業界および行政が相互に対等

に意見交換ができる場 を設けること。

その場には、電磁波に関するすべての

データが提供されるべ きでしょう。

電磁波問題はマスメディアが取 り上

げにくい問題だけに、弁護士会が取 り

組まなければならないと思います。当

会でも引き続き電磁波問題を言及して

いきますが、上記のような法規制を実

現するためには、日本弁護士会として

この問題に対処 し、法規制を含む意見

書の作成が必要です。現在、日本弁護

士会にその要望書を提出しています。

法規制までの道のりは長 くかかると思

いますが、今後電磁波問題が大きくク

ローズァップされることは間違いあり

ません。
―一 どうもありがとうございました。

*1 予防原則 とは、「環境 を保護するために、各国はそ

の能力 に応 じて予防的措置 を広 く採用 しなければならな
い。重大なあるいは不・l逆的 (回復不能)な 被害のおそれ

がある場合には、十分なる化学的確実性の欠如を理由に費

用対効果の高い環境悪化防止策が先延ばしにされてはなら

ないJと 1992年の国連環境開発会議の 「環境 と開発に関す

るリオ宣言Jの なかでうたっている。

やまざき こうぃち 11958年生 まれ。1981年早稲田大学法

学部法律学科卒業。1984年京都弁護士会弁護士登録。同年

鴨川法律事務所に勤務、現在に至る。1993年から現在 まで

「開かれた裁判 を求める市民 フォーラム」の事務局長を務

め、裁判官の独立の確保、陪審制度の復活などを求めて市

民に開かれた裁判所 となるよう運動 を展開 している
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医師
による対処法

日焼けも電磁波過敏症の一種

電磁波過敏症の定義は不確定

一―北里研究所では以前から化学物質

過敏症に取 り組まれていますが、電磁

波過敏症に取 り組むきっかけを教えて

ください。

坂部 化学物質過敏症の患者さんを診

療 していると、化学物質以外に電磁波

にも影響を受けている可能性のある方

が多いことに気づきました。化学物質

過敏症の方は、物理的因子である電磁

波にも過敏性を併発する率が高いこと

が報告されていますが、電磁波にも反

応していると自覚している人は約10人

に1人 の割合です。そのため 「電磁波

にも気をつけなさい」とアドバイスし、

問診やアンケー トにも電磁波の項目を

入れています。

ただ、電磁波といってもその理解度

電磁波による健康障害は、

現代病である

坂 音Б貢 IJヒ里研究所病院 臨床環境医学センター ・センター長、北里大学教授躙 く

電磁波による健康障害の可能性が間題となっている。「電磁波過敏症」という名称も浸透し

つつある。電磁波は身体にどのような影響を及ぼすのか。北里研究所病院臨床環境医学セン

ターセンター長である坂音Б貢さんに、その対処方法とともに、解説を願った。

電磁波過敏症の主な症状

●たびたび発生する兆候

①普通ではない熱さや、日焼けのような熱さ

を顔に感じたり、炎症が起きたり、顔に赤み

が出る ②顔から始まって体の他の部分へ移

る、くすぐったさやかゆみ、刺すような痛み

を感じる ③呼吸器上部の乾き、呼吸困難

④日の乾きと炎症 ⑤集中力の欠如や、めま

い、記憶や方向感覚の喪失 ⑥粘膜が膨張し

(感染性ではない)、鼻、のど、副鼻腔、耳が腫

れる ⑦インフルエンザに感染していないの

に、症状が始まったかのような感覚 ③自己

免疫疾患に関係するリウマチ性の反応に似た

症状  |

|●頻発しないがもうと深刻な症状     ‐

① 頭痛 吐ヽき気、疲労感 ②皮膚の感覚がな

くなる ③歯や顎が痛む ④筋肉痛や関節痛

⑤腹部や圧迫感や痛み ⑥頻脈や不整脈   ‐

●さらに深刻な兆候         ‐

‐①意識の喪失 ②脳出血        ‐

出典)ザミール Pシ ャリタ博士著『電磁波汚染と健康』緑

風出版より

は人によって異なります。紫外線も電

磁波の一つですから、弱い紫外線でも

火ぶくれになってしまうような日光過

敏症の人も医学的には電磁波過敏症に

入るのです。最近になって、「電磁波過

敏症」という言葉が一般化されつつあ

りますが、化学物質過敏症同様、厚生労

働省では、まだ病気の本態が未解明の

部分が多いため、確立された疾患だと

は認めていません。よって、保険診療

が受けられません。

電磁波過敏症の症状は化学物質過敏

症と似ていますが、人によって症状が

異なり、そのメカニズムも明らかにな

っていない。そのため、病気の診断基

準、治療法にはっきりとした定義がな

いのが現状です。

脳機能、生殖機能、ガンの発症

電磁波に対応できない身体

一―紫外線による日焼けも電磁波過敏

であれば、電磁波が身体に及ぼす影響

はあるわけですね。

坂部 電磁波 といっても、ガンマー線、

X線 、紫外線、可視光線、赤外線、家庭

の交流波まで非常に広範囲です。先ほ

どの紫外線 しか り、程度に差はあ りま

すが、身体に影響を及ぼさない電磁波

はないと考えたほうが良いでしょう。

しかし、現在問題になっているのは、

家電製品や携帯電話から漏洩される電

磁波のことです。携帯電話を例にとっ

てみて も、携帯電話か ら出る高周波

(マイクロ波)と 脳腫瘍 との因果関係

は以前から指摘 されています。脳には、

血液脳関門という機能があり、有害物

質の侵入を排除し、必要な栄養素や酸

素だけを通します。スウェーデンで行

われた動物実験によれば、携帯電話か

ら発生する基準値の 1万分の 1以下の

電磁波に被曝しただけでも、脳にある

血液脳関門の機能が低下し、有害物質

がザルのように脳内に移行することが

わかりました。当然脳の働きなどの障

害が生じる可能性はあります。

また、ニワ トリの卵の孵化段階で、

携帯電話の電源をON・OFFを 繰 り返

していると、卵はほぼ全減することも

わかっています。

動物実験以外にも、母親が電気毛布

を使用 していると、子どもの悪性腫瘍

が高率に発生するなど、疫学調査でも

その危険性は明らかになっています。

これらの家電製品や携帯電話は20世

紀に開発されたものですから、そもそ

も身体が上記のような波長の電磁波の

影響をカバーする機能を持っていな

い。身体が電磁波を有害因子として拒

否することはごく自然のことです。こ

の先人間が進化 して、電磁波に対応で

きる身体が出来るかもしれませんが、

少なくとも何千年～何万年という時間

を要するでしょう。

一―明らかに電磁波が身体に影響を及

ぼしていると判断するポイントは何で

すか。

坂部 最 も重要なことは問診を行い、

環境の変化と体調の変化が論理的につ

ながっているかどうかです。

例えば、電化製品を使ったり鉄塔の

近 くに行 くとどうも体調がおかしい。

自分が電磁波過敏症ではないかと患者

さんが訴えるとします。そこで、患者

さんに病院までどのように来ましたか

と尋ねると、大概の方は、新幹線、地

下鉄に乗って来ましたと答えます。し

かし、新幹線にしろ地下鉄にしろ、電

磁波の強度は相当なものですから、過

敏症なら何 らかの症状、体の不都合を

感 じるはずです。その時点で、「電磁

波=身 体の悪影響」と結びつかない。



また、身体に色々な周波数の電磁波
を当てて体の状況の変化を確認してみ
ますが、「今から電磁波を当てますよ」
と患者 さんに事前に伝えて しまうと、

それだけで体は反応 しますから、不意

に行ないます。そうしたとき、電磁波

に反応する人は10人中 1人 の割合で

す。医師は患者さんの訴えに引きずら

れないように見極めることが大切で

す。ですから、反応 しなかった患者さ

んの多 くは、パブロフの大と同様に、

何かを見て反応してしまうといった自

分で条件づけしているケースが多いと

考えられます。

電磁 波 バ ッシングに疑 間

共存 する姿 勢 も大 事

―一電磁波過敏症と確定できる論理性

がないにしても、電磁波による身体の

変調が出ている人は増えています。

坂部 その前に電磁波がすべて悪いか

といったら決 してそうではあ りませ

ん。電磁波によって恩恵を受けている

ことはたくさんありますよ。

例えば、レントゲンのX線 にしても、

放射線を浴びることによって肺の異常

が見つかります。また、MRI(磁 気共鳴

診断装置)は、身体の断面を調べること

ができますから、身体の奥に隠れてい

る病気の原因を特定することができま

す.こ のMRIは 名前の通 り磁気が身体

の分子を動かして検査する装置です。

電磁波過敏症の方にはMRIの 検査で何

らかの症状が出現する可能性はありま

すが、電磁波を浴びても、病気の原因を

特定したいという方は多い。

日常生活を見回しても電化製品や携

帯電話などがこれほど普及すれば、電

磁波を完全に遮断することは不可能で

す。「あれもダメ、これもダメJと 言っ

て規制をかけてしまうとかえって精神

的な負担が大きくなります。電磁波を

完全に切り離すのではなく、どう折り

合いをつけて生活をしていくのかを見

極めることは重要です。

だからといって、現在のように電磁

波の野放し状態が決していいわけでは

ないでしょう。シックハウスの問題も

同様ですが、これらの環境問題につい

て今後どのように取り組んでいくか。

これは、医師としても大きな課題だと

思います.便 利さを追求すれば、当然

有害なものは出てきます。それとどう

折り合いをつけていくかが、環境学の

メインテーマとなっています。

電磁波 から離れることと

快食 ・快眠 ・快適な日常生活

―一電磁波対策について具体的に教え

てください。

坂部 第一はまず何よりも原因から離

れて、電磁波の影響を必要最低限にす

る環境をつくることです。

第二は総身体負荷量 (トータルボデ

イロー ド)つ まり、物理的負荷 (夕Jえ

ば寒暖)、化学的負荷 (化学物質)、生

物学的負荷 (カビやアレルギー)、心理

的社会的負荷 (ストレス)、身体に影響

するこの4つ の負荷のをなるべ く減ら

す努力をすることです。

化学物質や電磁波などの外的要因に

対 して過敏性を持っている方は、自律

神経の調節力が悪 く、冷え性や汗が出

にくいという人が多い。そのため、化

学物質や電磁波の刺激が神経に伝達さ

れると、体が化学物質や電磁波に対 し

敏感に反応してしまうのです。

電磁波に被曝すると、脳の中心部に

ある松呆体が影響を受け、そこでつ く

られるメラトニンというホルモンが減

医師がすすめる

電磁波対策の

ポイント

1原因物質から離れること

2ス トレスをなくすこと

3バ ランスの良い栄養を摂ること

4運動 ・入浴をして汗をかくこと

少することがこれまでに報告されてい

ます。この脳内ホルモ ンは、女性ホル

モ ンや男性ホルモ ンの分泌、代謝、食

欲、うつ症状などさまざまな作用に関

わっています。また、メラトニンが不

足するとガンの発症率が増えるともい

われています。

松果体では、トリプ トファンという

必須ア ミノ酸 を元 に、ビタミンB3

(ナイアシン)、ビタミンB6(ピ リド

キシンン)、マグネシウムなどを使っ

て、セロ トニンという脳内ホルモンを

つ くり、セロ トニンからメラトニンを

合成します。

メラトニンを増やすには、トリプ ト

ファンの原料になるタンパク質 (アミ

ノ酸)や ビタミンB3、 ビタミンB6を

積極的に摂ることが必要です。いずれ

にせよ、バランスよく栄養を摂ること

を心がけることが必要です。

次に運動をして発汗をよくすること

です。運動は、自律神経の調節力を引

き出し、自律神経の働 きが悪い事によ

って生じる多 くの症状を緩和させます8

また、多くの有害物質は、脂溶性のもの

が多いのですが、代謝後は水溶性とし

て排出されますから、運動や入浴によ

って、発汗することはとても重要です。

電磁波による健康障害は、通常の治

療だけでなく、ス トレス・マネジメン

トやメンタルケアなども必要とされる

複雑な症状です。ただ、電磁波に限ら

ず、患者さん自身が病気を治すという

「気」が何より大事なことなんです。
一―どうもありがとうございました。

さかべ こう l1956年生 まれ。米国タフツ大学医学部にリ

サーチフェローとして留学中の1988年より環境化学物質の

生体影響 について研究。東海大学医学部助教授 を経て、

2000年より北里研究所病院臨床環境医学セ ンター部長 とし

て、化学物質過敏症 電磁波過敏症 の臨床研 究 を開始、

2004年より現職。 日本臨床環境医学会理事、 日本免役毒性

学会理事ほか、多数の学会の理事 評議員として活躍 して

いる。専門は、環境毒性学、臨床環境医学
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疫学はなぜ日本で重要視 されないのか

人休への影響調査は被害防止に有効

津 田 敏 秀 1岡 山大学大学院環境学研究科教授

「物 爾 輛 ‖ ざ 〔3

の生物環境が、人体にどのような

影響をどの程度及ばしているのか

という、人体への影響に関する因

果関係の間題に関 して、我われ人

類はどのような経験知を得ること

ができるか ?」という問いは、医

学を含めた自然科学の間いとして

答えが与えられる。

このことに関して、異論を唱え

る人は少ないだろう。自然科学に

おける検証であるから、この仮説

(間い)に対 して、観察データを用

いて私たちは検証する。神のよう

な超越的存在が教えてくれるわけ

ではない。

ではこの観察データを得る方法

にはどのような方法があるのか。

主に動物実験と人体における観察

(疫学)が 挙げられるだろう。 し

かし、ここで間題になっているの

は動物ではなく、「人体への影響」

である。したがって、動物実験結

果と人体における観察結果が相反

する場合、当然人体における観察

結果が優先されてしかるべきだ。

我われは、ラットやイヌなどの

実験動物の健康を心配しているの

ではないのだ。このような簡単な

ことは誰でも分かるはずだが、知

らないのか知らないフリをしてい

るのか、「因果関係の立証には、細

胞実験や動物実験による具体的な

影響発生のメカニズム (いわば物

的証拠)の 解明が必要不可欠であ

る」(北海道大学教授・野島俊雄氏

の2004年 3月 31日 付意見書)と

いう意見を裁判所で述べる人が日

本にはまだいる。

動物とヒ トの区別がつかない

人、「メカニズム」という抽象的な

言葉に具体性を持たさずに「物的

証拠」とまで言ってしまう人が、

「教授」となり、その人物に何 らか

の正当性や 「権威」が与えられて

しまう現状ゆえ、疫学は日本で重

要視されない。

WHO(世 界保健機構)の研究機

関であるIARC(国 際がん研究機

関)は 、細胞実験や動物実験の結

果がなにであろうと疫学調査の結

果を優先 し、疫学研究結果が充分

だとヒ トに対 して発がん性がある

(グループ 1)と 分類する。IARC

の報告書は英語標記なので、英語

が読めない人が教授になると、世

界の最新動向が読めないから困る

のである。

日本では疫学研究を行わない政

策が、とりわけ公害問題において

貫かれてきた。このことは法律に

違反 しても遂行されてきた。例え

ば、大規模な公害事件、また食中

毒事件 としても知 られる水俣病事

件は、有機水銀が病因物質である

ことは周知の事実である。被害の

拡大を防 ぐためには、被害調査 と

対策が一番急務とされたはずなの

に、国や熊本県による被害調査は

一切 されていない。 したがって、

患者数は一体何名いるのかいまだ

分からない。今頃になって2,000

名近 くの患者が 「認定」を求めて

名乗 りを上げている。こんなこと

が現代日本で横行 しているのだ。

通常、食中毒が発生すると食品

衛生法では保健所や都道府県に対

して被害拡大の防止を義務づけて

いるが、水俣病ではその対策をし

なかった。食品衛生法違反を取 り

締まらないところにまともな不斗学

が発達するわけがない。これが日

本で疫学が発達 しない二番目の答

えである。

電磁波に関 して言えば、国立環

境研究所の行った 「生活環境中電

磁界による小児の健康 リスク評価

に関する研究」*に 対 して、研究

の欠点ばかりあげつ らい文部科学

省はランクCを 与えて研究を打ち

切 らせた。研究内容からみれば、

さらに充実 した研究が必要である

にもかかわらず、その後研究が行

われている形跡がない。ますます

盛んに研究が行われている海外と

の差は開 くば
｀
かりである。このよ

うな研究費の使い方 を国が してい

る現実が、疫学が重視 されない三

番目の答えである。

いずれの答えも、かなり厳 しい

日本の科学研究の現実を物語って

いる。これ以外にも、日本の科学

研究費は疫学研究を行う体系にな

っていないこと、基礎 となる確率

論や生物統計学を教える統計学教

室が大学にほとんどないこと、学

者がきちんと公開の場で議論をし

ないことなど、他にいくつも深刻

な理由がある。

公害問題 を他人事のように考え

ていると、税金 を無駄遣いされる

ばかりか、自分まで無用に被害者

にされてしまう危険性があること

を国民は知るべきだろう。

*文 部科学省では独立行政法人国立環境研究

所 に調査 を依頼 し、「生活環境 中電磁界による

小児の健康 リスク評価 に関する研究」 として、

日本発の全国疫学調査を実施 した。全国小児自

�[病患者 1.439例か ら最終的に解析対象 として

症例312、対象者603で調査 されたこの調査は、

調査数か らみれば世界 3番 目の規模 に相当 し

た。2003年 6月 に公開 された報告書 の中で、

「4 mG以 上で小 児急性 リンパ性 自血病が473

倍、小児脳腫瘍が106倍」 と電磁波の影響 につ

いて発表 されたが、文部科学省は、 7億 あまり

の国費をかけたにもかかわらず 「信用できないJ

研究 として、研究の続行を中jLさせた。

つだ としひで 11958年兵庫県姫路市生 まれ。

1985年岡山人学医学部医学科卒業。1989年岡山

大学医学部医学研究科修了。現在、岡山大学大

学院環境学研究科教授。著書 に 『市民のための

疫学 入門― 医学 ニ ュー スか ら環境裁判 まで』

(緑風出版)、『医学者は公害事件で何 をして き

たのか』 (岩波書店)他
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