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暖房 

○大気汚染の問題 

 我が家では、ＦＦガスストーブを使っています。これは外気を

取り込んで屋外に排気するタイプのストーブで、燃焼によって室

内の空気が汚染されないのが特徴です。灯油ＦＦストーブは、灯

油や塗料の匂いで使えませんでしたが、現在使っているＦＦガス

ストーブは反応が少なくて重宝しています。（詳しくは「第２部 

第６章 引越」に書きました。） 

 今回はストーブのメンテナンスの話で

す。２０１０年頃から、黄砂・ｐｍ２．

５などの越境大気汚染が強まってきまし

た。それに伴い、私のアレルギー症状や

ＣＳ症状は悪化の一途を辿りました。特

に黄砂への反応が強く、鼻づまりや息苦

しさの症状が出ます。黄砂は窓を閉めて

いても部屋に侵入してくるらしく、床や

家具の上にザラザラとした砂状のものが降り積もります。ストー

ブなどの空調設備にも、ファンから吸い込まれた大気汚染物質が

内部に侵入してしまうのでしょう。ストーブから出てくる温風が、

いがらっぽくなって、アレルギー症状を起こすようになってしま

いました。  

 標準的なメンテナンスはきちんと行っていました。フィルター

を定期的に掃除する。ストーブの外回りを掃除するなど。しかし、
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内部に入った粒子状の物質は、除去することができず、それが温

風に乗って吹き出してきているようなのです。 

 ストーブの取扱説明書を見てみたら、ストーブ下部に加湿用の

注水皿があるということです。引っ張ってみたら、皿の中にはど

っさりと綿埃や粉末状の汚れがたまっていたのです！ 粉末は黄

砂の粉のようでした。「ここにこれだけ汚れがたまっているという

ことは、ストーブの内部はどうなっているのだろう？」と身震い

しました。 

 ＦＦストーブは背面のパイプ類で固定されていて、移動できる

ものではありませんでしたが、私は体を背面に回してみて、壁と

の間から吸気ファンを見てみました。ファンの羽根に細かい粉末

状の汚れがこびりついています。ここを掃除機で吸いながら、歯

ブラシでこすって、粉末を取り除いてみました。この粉を鼻で吸

い込むと、はっきりとアレルギー反応が出たので、これが原因な

のは間違いないようです。壁とストーブの間のわずかな隙間に体

を入れて掃除しているので、念入りに吸い取っても、いくらでも

取り残しがあるようでした。取れるだけ取ったのに、ストーブを

運転してみると、ほとんどアレルギー反応は変わりませんでした。 

 表面からのアプローチはやれるだけやったので、これ以上は、

内部を見てみることになります。私はストーブの前カバーをはず

してみることにしました。分解する前に、電源を抜いて、ガス栓

をしめることが必須です。安全第一です。 

 

○注意点と自己責任 

 暖房器具を分解するというのは、安全上大きな問題を伴うもの

です。火を使う器具なので、何か間違いがあれば火災や事故につ

ながります。決して勧められるものではありません。私も危険を

感じて躊躇しましたが、アレルギー反応がひどくてどうにもなら

ないので、分解しました。作業中な慎重にも慎重を重ねた上で、

機能に問題のないように処理する必要があります。やらずに済む

ならそれが一番、やむを得ずやるなら自己責任で行う必要があり

ます。 

 安全を考えるなら、専門の業者に頼むのが一番です。しかし、

ＣＳ的には厳しい選択になります。業者にまかせると、次のよう

な危険があります。 

 

・洗剤を使って掃除する 

・さび止めの塗料を塗り直してくれる 

・油を差しなおしたり、グリースを塗り直したりしてくれる 

 

いずれもＣＳにはリスクの大きいことばかりです。また、専門の

業者がやってくれるのは、一般的な洗浄のみです。アレルギーが

起きないところまで徹底的にカビやホ

コリを防いでくれるのかどうかは、わか

りません。それを考えると、やはり自分

で分解してみるしかないのかと決心し

ました。 

 

○分解 

 ドライバーでネジをはずし前面カバ
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ーを取ると、内部にも綿ボコリや粉状の汚れが積もっていました。

ここをブラシでこすりながら、掃除機で吸っていきます。どっさ

りとホコリが取れて、ストーブはきれいになったように見えまし

た。カバーを戻して、運転してみました。前よりもいくらかアレ

ルギー物質は少なくなった感じがするものの、それでもまだ反応

します。 

 さらに本格的に分解して原因を突きとめる必要があります。前

カバーをはずしたあと、中央の炉のカ

バーをはずし、シロッコファンをはず

します。ネジはなくさないように、元

に戻せるように、はずした位置ごとに

紙に貼っていきます。また、一工程ご

とに写真を撮って、確実に元に戻せる

ようにします。迷ったりビビッたりしたら、その先には進まない

方がいいです。元に戻せなくなったらその時点で終わりです。新

しいものを買うにも、ＣＳ患者の場合

は多くの困難があります。  

 はずした部品、カバー類などを丁寧

に掃除機がけし、水拭きできるところ

はきれいに拭いていきます。本体の横

や裏の部品もはずしてきれいにしまし

た。どんな部品も、内部には黄色い粉

が付着していました。黄砂をはじめと

する大気汚染の成分のようでした。ブ

ラシは使い古しの歯ブラシと、やかん

の注ぎ口ブラシを使いました。後者はいろんなところが掃除でき

て、とても便利です。 

 ホコリは掃除機で済ませるのですが、汚れがカビたところは、

よく水拭きしてこすり落とさなければなりません。目に見えない

汚れでも、水拭きするとうっすらと黒いカビが取れてくることが

あります。ひたすらこすって、きれいにしていきました。 

 

 ストーブで一番汚れるところは、空

気を取り入れる機構、ファンです。フ

ァンのボックスごとはずして見てみま

したが、ストーブの背面からあれだけ

掃除したにもかかわらず、手の届かな

いところには、大量に粉状の汚れが付

着していました。ファンをボックスからはずして掃除したかった

のですが、どうしても、この部分がはずれません。つけたままで

も掃除できるところは徹底的に水拭きして、見た目はピカピカに

きれいになりました。 

 全部済んだら、元通りに組み立てて完成です。分解するより組

み立てる方が大変です。疲れが出てくる工程ですが、注意深く丁

寧に組み立てていきます。 

 分解したので、壊れていないか心配でしたが、大丈夫でした。

ちゃんと運転します。吹き出る温風もだいぶきれいになって、７

割方、有害物質は取れたようなのですが、まだ反応します・・・。

それでも、これ以上どうしたらいいのかわからず、このシーズン

（２０１６～２０１７年）は、そのままで使いました。温風が吹
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き出す範囲を避けて、部屋の隅の方で暮らしました。けっこう寒

かったです。 

 

○さらに分解 

 ２０１７年の秋になって、再びストーブを焚くシーズンがやっ

てきました。前年のことを考えると、またストーブを避けて寒い

生活をするのは嫌だと思いました。ワンシーズンの運転でたまっ

たホコリを掃除するためにも、もう一回分解してみることにしま

した。昨シーズン前に徹底的に掃除したこともあり、内部はほと

んど汚れていませんでした。ファンだけは、やはり細かい粉状の

汚れがこびりついていました。ここだけは、どうしても汚れやす

いですね。 

 各部を嗅ぎながら体の反応を見てみると、ファンの付近からは、

特に強いアレルギー性物質を感じます。昨シーズン悩まされた物

質も、ここから来ているのだと思いました。 

 前年にばらせなかったシロッコファンをボックスの中からはず

してみることにします。夫に相談してみると、六角レンチではず

す構造になっているとのこと。レンチを買ってきて力一杯回して

みましたが、どうしてもはずれません。ネットで検索してみたと

ころ、シロッコファンがはずれないのは、油やグリースが固まっ

てくっついてしまっているせいで、ドライヤーで温めるとはずれ

るとのことでした。 

 私はドライヤーの匂いが苦手なので、夫に頼んで熱してもらい

ます。はずれました！ シロッコファンの回転軸のまわりに、モ

ヤモヤと黒いカビ、黄色い粉がみっちりとついています。近づく

と、例のアレルギー反応が起きます。これが原因だったんだな・・・

と思いました。  

 

 

 

 

 

 

 この汚れを掃除機と水拭きできれいにしていきます。ファンは

拭いてもアレルギーっぽさがどうしても残ってしまうので、薄い

洗剤を使って、水洗いしてしまいました。サビが心配なので、で

きるだけ水洗いは避けたかったのですが・・・。洗ったらすっき

りキレイになりました。  

 

 

 

 

 

 

 

 その後、ストーブを慎重に組立て直します。元通りになったら、

スイッチを入れて運転してみました。あれだけ悩まされたアレル

ギー物質がほとんど感じられず、きれいな温風が出てきました！ 

めでたし、めでたし。 

（2017 年 11 月） 
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読書 

 ＣＳ患者は本を読むときに困難に行き当たります。紙やインク

の匂い、綴じてある糊の化学成分に反応してしまうこともあるし、

中古の本や図書館の本であれば、前に読んだ人のタバコや香料の

匂い、カビやホコリの成分に反応することもあります。その対策

として、スモール・データ・バンク「印刷物」では、ビニール袋

に入れて本を読む方法を紹介しました。「ビニール袋をふくらまし、

本と消しゴムを入れて口を縛る。消しゴムでページをめくりなが

ら読む」という方法です。この方法を実践するうちに、工夫を重

ねて、さらに便利で読みやすい方法を見つけてきました。今回は

その方法を紹介していきます。 

 

○改良した方法 

 従来の方法では、次のような問題点が感じられました。 

・口を縛るので、ビニール全体がシワになり読みにくい 

・消しゴムを使ってもページがめくりにくい 

・どのくらいふくらませれば読みやすいのか、加減が難しい 

・ビニールのシワに照明の光が当たってギラギラ光り、目が疲れる 

 

 これらの問題を解決するために私は次のような方法で、ビニー

ル越しに本を読んでいます。 

 ビニール袋は３６×５０ｃｍ（０．０３ｍｍ厚）のものを使って

います。規格袋１７号として売っているものです。１００枚単位

で購入しています。大型本は、５０×６０ｃｍの透明ゴミ袋２０リ

ットル（０．０２ｍｍ厚）を使用しています。薄手のビニールな

ので、破れたり穴が空いたりしないように気をつけて扱います。 

 

〈ビニールに本を封入する手順〉 
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 透明テープは４８ｍｍ幅の梱包用テープです。物によっては化

学的な匂いが強くて具合悪くなりますが、よく探すと匂いが少な

いものが見つかります。私の場合は、「3M スコッチ 梱包テープ 

軽量物用」を使っています。 

 

○ふくらませ具合 

 ストローで袋をふくらませるときに、入れる空気の量を加減し

ます。ハードカバーやじっくり読みたい本は、空気の量を少なめ

にします。ソフトカバーやページをめくる頻度の高い本は、空気

を多めに入れます。空気の量が少ないと、ページは若干めくりに

くくなりますが、ビニールが紙面（印刷面）に密着するので、字

が読みやすいです。空気を多めに入れると、本が安定しないし、

紙面とビニールの距離が遠くなるので、字が読みにくくなります。

しかし、ふくらんでいる分、ページはめくりやすくなります。こ

れは、何冊もビニール詰めしていくうちに、微妙な加減ができる

ようになってきます。  

 どのくらいふくらませたらいいか悩んだときには、だいたいの

見込みより少なめにふくらませておくといいです。それで足りな

ければ、あとから空気を足すことができます。もし多く入れすぎ

た場合は、中の空気を抜かなければならなくなり、有害な空気を

吸うことになってしまいます。 

 

○ページのめくり方 

 中に入れる消しゴムは、市販のものをカッターで切って丁度よ

い大きさにしています。１×１×２ｃｍくらいがつかみやすく、め

くりやすいです。消しゴムの匂いが苦手な方も、ビニールの中に

入れてしまえば匂いを嗅がなくて済むので、入れるまでのちょっ

との我慢で使えるかもしれません。 

 はじめの頃はビニール越しにページをめくるのが難しくて、何

度も失敗しイライラしながらやっていました。それでも、人間は

どんなことにも習熟するものです。そのうち、すんなりページを

めくれるようになり、終いには消しゴムすら必要なくなってしま

ったのです！ 今ではビニール越しに指でページをめくっていま

す。たいていの本は問題なくめくれています。文庫本や新書本は、

紙が薄いので消しゴムを使わないと無理ですが、それ以外の本は、

消しゴム無しで読んでいます。 

 

○光源の位置 

 ビニール面が照明の光を反射してまぶしく感じてしまう点につ

いては、それを防ぐためのコツがあります。光源との位置を図２

のように取って見てください。自分のやや後ろから光が差し込む

ようにすると、ギ

ラつかなくなり

ます。図１のよう

に、光源が自分の

前方にあると、ビ

ニールに反射し

た光が目に入る

ことになってし

まいます。  
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○図書館の本 

 図書館から借りた本を読むときには、また別の注意が必要です。

図書館の本には、表面を保護するために、透明な粘着シートでカ

バーしてある場合があります。 このカバーは割と固い素材なの

で、表紙の角の部分が尖って、指に刺さる感じです。ビニール詰

めして本を読むときに、この尖りでビニールが傷つき、中の有害

成分が外に出てしまうことがあります。これを防ぐために私が行

っている方法です。  

 ボール紙を丸く切ったものを表紙の角にセロテープで貼ってい

ます。普通の本にテープを貼ると、はがすときに紙の表面を傷め

てしまいますが、図書館の本は粘着シートでカバーしてあるので、

きれいにテープをはがすことができます。テープの一端を折り返

しておくと、はがしやすくて便利です。丸いボール紙を、表紙と

裏表紙の４カ所に貼ります。ボール紙は暇なときにあらかじめた

くさん切っておいて、すぐに使えるようにしています。要らない

空き箱などを使ってつくると、廃品利用になりエコです。  

 

 

 

 

 

 

 

 本を返却する前に、ビニールから出して厚紙を取り除きます。

本をビニールに入れるときや出すときは、空気清浄機の前でやっ

ています。カビなどの成分を吸ってくれるからです。 近では、

図書館に行くのが、カビ・ホコリなどでキツイので、夫に代わり

に行ってもらっています。札幌市では、読みたい本をインターネ

ットで検索・予約できるようになり、本当に便利になりました。

夫は読書家であり、しょっちゅう図書館に行っているので、その

ついでに私の本も取ってきてもらっています。 

（2017 年 11 月） 
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は 

パソコン 

 ２００４年にこのサイト「化学物質過敏症 私の方法」を開設

したときには、電磁波過敏症のため、パソコンを使うことができ

ませんでした。それどころか、パソコンのスイッチを入れている

と、家の中にいられないくらいでした。パソコンがついていると、

頭痛がして、頭の中を白いモヤのようなものが襲うように、物を

考えられなくなりました。筋肉の痛みもしました。それで、夫が

パソコンを使うときには、いつも外出するようにしていました。

このサイトは、私が紙に原稿を書き、夫がタイピングして、ペー

ジを作成してくれました。 

 ２００６年頃から、体調が回復してきて、私自身もパソコンを

使えるようになってきました。しかしパソコンに独自のＥＳ対策

を施して初めて、短時間だけなら使えるといった感じでした。パ

ソコンも自分にあったものを使わなければなりません。初期の対

処法については、「第２部 第３章 電磁波過敏症（電化製品）〔３〕

パソコン」に書きました。現在に至るまで様々なことを試してき

た中から、有効だった方法を書いていきたいと思います。  

 

○本体を身体から離す 

 パソコンはデスクトップを使っています。ノートパソコンはプ

ラスチックの薄いカバーで本体が覆われているだけで、シールド

効果が見込めません。モニターと本体が合体しているため、体の

至近にパソコンを設置しなければなりません。ノートパソコンは

電源をつけているだけで、強い肩の痛み、首から背中への張りが

出て、とても耐えられません。 

 デスクトップは筐体（ケース）が金属でできているので、ある

程度のシールド効果が見込めます。モニターと本体を離して設置

できるので、モニターは近くに置き、本体を体から遠くに設置す

ることができます。それで、私は、デスクトップパソコンを次の

ような設置方法で使っています。 

 机の上に乗っているのは、モニター・マウス・キーボード・プ

リンタです。パソコン本体は延長ケーブルを使って机から２．５

ｍのところに設置しています。延長させるためにＵＳＢ接続のマ

ウス、キーボードを使っています。モニターはＵＳＢ接続ではあ

りませんが、専用の延長ケーブルを見つけることができました。 

 

〈各部の説明〉 

 モニターは１９９７年製のブラウン管のものを今でも使ってい

ます。２０年モノです。モニターにはパソコン専用のフィルター

をつけ、アースを取っています。フィルターについて詳しくは「第

２部 第３章 電磁波過敏症（電化製品）〔３〕パソコン」をご覧

ください。フィルターをつけたら、目への負担や痛みが減りまし
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た。アースは接続したりしなかったりで試してみましたが、接続

した方が楽でした。（モノによっては、アースを取らない方がマシ

なことがあるので、きちんと確認します。） 

 ブラウン管のモニターは、ＥＳ的に問題がありそうで、液晶の

方が安全なのではないかと思うのですが、夫が言うには、液晶は

独特の電気的な刺激がある感じがして、ブラウン管より安全だと

は言えない感じがするということです。私自身の感覚でも、液晶

モニターは、目にギラギラと来て痛みが出るし、ビリッとした鋭

い電気的な刺激を感じます。ブラウン管の方は、もっと重くて静

かな電気刺激という感じです。 

 マウスは、ボール式のものを使っています。光学式のものは、

手にビリビリと痛みがあって使えませんでした。絵やイラストを

描くのに、ペンタブレットがほしいと思いましたが、光学式マウ

スと同じ刺激があって無理です。ボール式のマウスはすでに製造

されなくなっているようなので、今のものが壊れたら、光学式を

使わざるを得ないと思います。もうすでにホイールが効かなくな

っているのですが、他の機能で補って、何とか使っています。 

 デスクトップ本体は、スチールとプラスチック部品が組み合わ

さった箱で覆われています。スチールの鋼板がいくらか内部の電

磁波を防いでいてくれるようです。しかし、そのシールド効果も、

それほど高くはないことを後で思い知ることになりました。その

ことについては、後から詳しく書きます。 

 デスクトップなので、蓋を開けて内部を簡単に見ることができ

ます。掃除したり、内部調整したりと、便利です。 

 ＣＤドライブが内蔵されています。ＣＤを入れて回転し始まる

と、強烈な頭痛がします。パソコン本体とは比べものにならない

くらいひどい頭痛です。なのでＣＤドライブはやむを得ない場合

以外は、ほとんど使用しません。 

 ＵＳＢメモリを読み込んだり、データを保存したりするときに

も、強めの頭痛が出ます。接続している間ずっとではなく、デー

タをやりとりしている 中だけです。対策として、データの出し

入れ作業をしている間は、ＵＳＢメモリやパソコン本体から遠く

離れているようにしています。一度ガツンと痛みにやられると、

しばらく頭痛が続くからです。 

 

○新しいパソコンを購入 

 こんな感じでパソコンを使っていましたが、２０１４年春に、

内蔵のハードディスクドライブ２台とマザーボードが突然故障し、

パソコンが立ち上がらなくなりました。完全に故障してしまった

とわかったので、そのパソコンは諦め、新しいものを探さなけれ

ばなりませんでした。幸い内部のデータは、夫が救出してくれた

ので助かりました。 

 壊れたパソコンは、友人から譲ってもらった古い型のものでし

た。同じような型のパソコンを買おうとするなら、中古の品を探

すしかありません。うちから歩いて５分くらいのところに、中古

パソコンパーツを扱うお店がありました。店内がとてもホコリっ

ぽそうなので、夫に頼んで、様子を見に行ってもらいました。 

 夫は希望のスペックを伝えました。店主はパソコンマニアのよ

うな人でしたが、「なぜそんなに古い型のパソコンを求めるのです

か？」と聞いてきました。夫は正直に「妻のパソコンなんです。
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妻は 近のＣＰＵ周波数が高いパソコンでは、具合が悪くなって

しまいます。」と答えました。 

 私は夫の帰宅後にこの話を聞いたのですが、店主はさぞかし怪

訝な顔をしたに違いない、と思いました。パソコンの電磁波で過

敏症が起きるなんて、一般の人々には、とても信じられないでし

ょう！ 

 ところが、店主の姿勢は、私が想定したものとはまるで違って

いました。彼の返答は「なるほど。当然そういうこともあるでし

ょうね」だったのです。店主はパソコンの構造に詳しいので、そ

こから発生している電磁波の性質について、具体的に思い至ると

ころがあったのではないかと思います。 

 理解のある店主に要望を伝えて、数日後、彼がパーツを組み合

わせて組み立ててくれたデスクトップパソコンが、我が家に来ま

した。このパソコンは、壊れたものよりずっとＥＳ反応が少なか

ったです。前より体が楽になって、使いやすくなりました。ただ

し、その分機能も低下したので、それまでサクサク行えていた作

業も、容量オーバーで、すぐに遅くなってしまっていましたが・・・。 

 私が使うのは、インターネット検索（ＣＳ・ＥＳ対策を調べる。

仕事のことを調べる）、ワープロソフト（word 2003）、フォトレ

タッチ（photoshop）くらいで、他のことはほとんどしません。

娯楽では使わず、必要なことを 小限行うだけです。 

 

○不調と対策 

 新しいパソコンで快適な生活を過ごしていましたが、２０１５

年頃から、インターネットを見ていると、たびたびフリーズする

ようになりました。原因はパソコンの低スペックに対して、イン

ターネットサイトの容量が大きくなりすぎたためのようです。こ

の頃から、サイトに大量に広告が貼られるようになり、その一つ

一つが重いので、総体として私のパソコンのキャパシティを越え

てしまうのです。 

 夫に相談したところ、「javascript を切って使うといいよ」とア

ドバイスを受けました。javascript は「バリエーション」や「動

き」のための機能で、私のようにインターネットの文字しか読ま

ない人にとっては、なくてもいい機能です。ふだんから javascript

を切って閲覧するようになりました。目にうるさい広告が表示さ

れなくなったので煩わしさが減ったし、早く表示されるようにな

ったので、よかったです。ＥＳでない人にもお勧めです。ときど

き javascript を有効にしないと見られないサイトもあり、そのと

きだけオンにして見ています。 

 サイトでアイコンなどがチャカチャカと動くのが、とても苦手

です。動きが目に突き刺さるようで痛くなります。私は Sleipnir

というブラウザを使っているので、キーボードの Esc ボタンを押

すだけで、動きを止められます。Firefox では、about:config の設

定を変えると動きを止めることができます。ブラウザごとに設定

が違っていますが、今はネットで方法を詳しく説明しているサイ

トがたくさんあるので、採用してみると、体に優しいＰＣライフ

が送れます。「GIF アニメを停止させる方法」などのキーワードで

検索すると、ブラウザごとの方法が調べられると思います。 
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○フリーズ対策 

 ２０１６年になると、さらにパソコンがフリーズしやすくなり

ました。２０１６年１１月からはもっとひどくなり、ちょっとし

た作業をしていても、すぐにフリーズしてしまいます。起動時に

もフリーズして立ち上がらなくなってしまいました。フリーズの

対策を調べようにも、そもそも立ち上がらないので無理です。困

りました・・・。なぜか５回に１回くらいは立ち上がるので、祈

るような気持ちで起動を待って、対策を調べていきました。 

 原因はよくわからないのですが、とにかくパソコンの容量に対

する負担を減らすことが大切だと思いました。メモリ容量が減っ

てくるとフリーズしてしまうからです。次のような対策をしまし

た。 

 

・インターネット閲覧では javascript を切る。容量の大きいサイトを見な

い。（開くときに遅いサイトは、途中で閉じる。） 

・サイトのスタイルシートを無効にする。スタイルシートというのは、主

にサイトのデザインを決めるもので、おおざっぱに言えば、サイトをか

っこよくするためのものです。これを無効にすると、レイアウトが崩れ、

白地に黒文字の無味乾燥な表示になってしまいますが、容量を抑えら

れる感じがします。また、これは副次的な効果でしたが、よけいな飾り

がなくなるので、私個人としては、見やすい、目に優しいと感じられま

した。 

・サイトを見るときは、１つか２つのページしか開かない。同時に複数

のタブを開くのを避ける。 

・ネットを見ないときは、接続のケーブルを抜く。別の作業をしていても、

アプリケーションソフトの自動アップデートなどのために勝手にネット接

続していることがあり、これがメモリを食うので。 

・ワードを使うとフリーズするので、文書のタイピングはメモ帳で行う。

レイアウトはメモ帳からワードに貼り付けて短時間で済ませる。 

・画像を扱うときは、１ＭＢ以上のものを開くとフリーズするので、それ

以下のものに限定する。 

・同時に２つ以上のアプリケーションソフトを使用しない。 

・ＯＳの自動アップデートをさせない。（Windows XP を使っているので、

どのみちすでにサポート対象外になっています。） 

 

 これに加えて、パソコン本体の蓋を開けて、使わない機能のプ

ラグをはずしまくりました。ＣＤドライブ。オーディオ関係、内

蔵ＨＤＤなどです。ローカルディスクの他に、データ保存用のハ

ードディスクがありましたが、これを切ってローカルディスクの

みにしました。 

 これだけの対策をすると、機能は 小限になり、通常の使用に

も困難を感じるようになりました。まるで１９８０年代のＰＣ原

始時代のような状態です！ それでも、いくらかマシになったも

のの、フリーズは止まりませんでした。 

 

○パソコンのシールド 

 困った私は、結局もう１台パソコンを

買うことにしました。また夫に相談して、

新しいパソコンを探しました。先に買っ

たパソコンショップは店を閉めてしまっ
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たので、今度はネット通販で中古のものを買いました。古い時代

の低スペックの製品なので、安い値段で買えました。  

 我が家にやってきた新しいパソコン。さっそく内部を開けてホ

コリの掃除をします。掃除機で吸ったあと、ケースの裏表をきれ

いに拭き掃除します。電源を入れてみたら、このパソコンは、一

瞬で肩が痛くなってしまいました。ノートパソコンなどで典型的

に見られる症状です。強い痛みで、とても我慢していられません。

「困ったことになった」と思いました。 

 この症状は、内部のＣＰＵや周辺機器から発せられるものが原

因で起きてくるので、その電磁波を防ぐことができれば、症状を

抑えられるはずです。うまくシールドできないかと思案しました。 

 初に蓋を開けて、いらない機能のプラグをはずします。これ

によって、内部から発生する電磁波の量も減るはずです。電源を

つけてみました。変化なし。相変わらず、耐えられないほどの痛

みです。 

 次にアルミ箔でシールドしてみます。パソコンの前面がプラス

チック部品になっているので、ここにアルミ箔を張ります。テー

プで隙間なく貼っていきます。その結果、ＣＤドライブは使えな

くなりましたが、もともと使

う予定がないのでＯＫです。

電源ボタンは、アルミ越しに

押すことができます。アルミ

箔から飛散する金属成分も

苦手なので、さらにビニール

を貼りました。強度が出て、

アルミが破れにくくなる効果もあります。  

 電源をつけてみました。変化なし。相変わらず、肩の痛みが出

ます。  

 次に、吸排気口から電磁波が漏れ出てくる可能性を考えて、網

でシールドしてみることにしました。パソコンは、高い熱を発生

するので、空気を循環させて冷やすことはとても大切です。シー

ルドするにしても、通気性の高い素材を使う必要があります。筐

体の鋼板に細かい穴がたくさん空いていて、空気が通る仕組みに

なっているので、ここをさらに細かい網で覆ってみます。吸気口

と排気口です。吸気口は粉ふるい、排気口は茶こしを貼り付けま

した。 

 電磁波のシールド効果は、その周波数によって変わるようです。

高い周波数のものは、波長が小さいので、細かい網目が必要、低

い周波数のものは波長が大きいので、粗い網目でもＯＫ。このと

きは、どの程度の周波数に反応しているのかはよくわからなかっ

たので、できるだけ細かい網目にしてみました。 

 これで電源を入れてみます。ほとんど効果なし。ダメですね・・・。  

 次に、背面のジャックを差す部分をシールドしてみます。必要

なソケット以外の部分をア

ルミ箔で覆いました。夫が

言うには、直接アルミを貼

ると、ショートして故障に

つながるので、絶縁素材を

間に入れる必要があるとい

うことです。しかし加工が
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難しいのと、テストのため、直接貼ってしまいました。 

 この状態で、電源を入れてみました。今度は効果がありました！ 

もとの症状の２０分の１くらいに軽減されたでしょうか。アルミ

で覆ってみてわかったのは、背面のソケット面は、シールド的に

はスカスカだということです。側面がスチール板でできた箱でも、

背面からは、かなりの電磁波が漏れ出ていることがわかりました。 

 しばらくこの状態で使っていましたが、刺激が２０分の１に減

ったとはいえ、ある程度の時間使っていると、やはり肩の痛みが

出てしまいます。体調のよいときでも、１５分くらいが限度です。

これ以上対策のしようがないということで、このパソコンは諦め

ることにしました。夫がデータバックアップ用に使うというので

譲りました。 

 

○アクシデント 

 困った私は、さらにもう１台パソコンを買ってみることにしま

した。慎重に選んで、古めのものを買うことにしました。２００

０年代初めの頃のパソコンは中古市場にもほとんど売っていない

ので、探すのが大変です。  

 今度のパソコンは、かなり

古い掘り出し物でした。しか

し、届いたその日にアクシデ

ントが起きました。例によっ

て、新しいパソコンの掃除を

していたのですが、ＣＰＵク

ーラーのあたりを掃除して

いて、部品をはずそうとしたら、ＣＰＵクーラーが全部はずれて

しまったのです。なんと、ＣＰＵ本体もくっついて取れてきまし

た。残ったのは、ＣＰＵのソケットのみ！ 壊してしまった？ ま

だ１回も使っていないのに、破壊してしまったー！？  

 ＣＰＵはクーラーの放熱板（ヒートシンク）にガッチリ貼りつ

いていて、はずせません。どうやってもＣＰＵをソケットに戻せ

ません。愕然として、フリーズしまくりの旧パソコンで調べてみ

たところ、「ＣＰＵクーラーとＣＰＵがくっついて取れてくること

は、ままあること。グリースが固まって貼りついているので、ド

ライヤーで温めてはがせ！」と書いてありました。 

 半信半疑で温めてみたところ（ドライヤーが苦手なので、夫に

やってもらいました）、ＣＰＵがはずれてきたではないですか！ 

安心しました。これでＣＰＵをソケットに戻し、ＣＰＵクーラー

も設置しなおせば、元に戻すことができます。 

 ＣＰＵグリースは、ＣＰＵと放熱板の間に塗るもので、古くな

ると固化してしまうのだそうです。本来なら、ＣＰＵの熱を放熱

板に伝えて逃がすためのもので、ＣＰＵグリースがうまく機能し

ないと、ＣＰＵに熱がこもって、パソコンがフリーズしやすくな

るのだというのです。このとき買った中古パソコンは、売る前に

グリースを塗り直すべきだったのでしょうが、古くなって固化し

たまま出荷してしまったようです。 

 ＣＰＵグリースは２年に１回は塗り直さないと機能が維持でき

ないと書いてありました。ＣＰＵやクーラーを元に戻すときに、

新たにグリースを塗り直す必要があるようでした。ネットで調べ

たところ、グリースを塗り直したあと、この成分がパソコンの熱
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で揮発したとき、ＣＳ症状を起こしてしまう可能性がありました。

さらに調べていくと、専用のグリースの代わりに、様々な素材が

使えることがわかりました。ある人がグリースの代わりにワセリ

ンを塗ってみた記事が目に留まりました。ワセリンでも同じ機能

を発揮したとのことです。  

 ワセリンなら我が家にもあります。肌に塗っても反応を起こさ

ない、私にとって安全なものです。これをグリース代わりに塗っ

てみることにしました。元通りに組み立てて、全体をきれいに掃

除しました。 

 

○古いパソコンを分解 

 私は一連の作業で疲れてぼんやりしていたのですが、ハッとひ

らめきました。古い方のパソコンがフリーズし始めたのは、買っ

てから２年くらい経ってからでした。もしかしたら、これも新し

いのと同じように、グリースが古くなっているのかもしれない。

分解してグリースを塗り直せば、機能が回復するのではないだろ

うか？ 

 私は新しいパソコンを

そっちのけで、古いパソコ

ンを分解し始めました。Ｃ

ＰＵクーラーをはずすの

に手こずりましたが、何と

かはずせて、放熱板とＣＰ

Ｕが露出されました。この

間にグリースが塗ってあ

るはずなのですが、ほとんど何も残っていません。長期間の使用

の末に、ＣＰＵの熱でグリースが揮発してなくなってしまったの

ではないでしょうか。これでは正常な放熱が行われず、高温にな

ってフリーズしてしまったのもうなずけます。ここに、グリース

代わりのワセリンを塗って、組立てなおしました。  

 そして、電源を入れてみました。分解したことによって壊れて

しまったのではないかと危惧しましたが、大丈夫でした！ それ

までとは違って、サクサクと起動プロセスが進んでいきます。イ

ンターネットを見てみましたが、それまですぐにフリーズしてし

まったような重いページを開けてみても、大丈夫です。画像ファ

イルも１ＭＢが限度でしたが、３ＭＢくらいの大きな容量のもの

を開けてもフリーズしません。 

 原因は、ＣＰＵグリースにあったのです！ その後、古いパソ

コンは完全に復活し、現在でも問題なく使用できています。専用

のＣＰＵグリースを塗れば２年くらい持つらしいのですが、ワセ

リンはだいたい３ヶ月くらいしか持たないことがわかりました。

そのくらいたつと、まただんだんと遅くなってきて、フリーズし

やすくなります。ワセリンを塗り直せば治ります。専用のグリー

スを買うことも考えましたが、やはりＣＳ反応が心配なので、ワ

セリンを頻繁に塗り直すようにしています。 

 新しく買ったパソコンは、電源をつけてみたら肩の痛みが出な

かったので、古いパソコンが壊れたときのために取ってあります。 

 

 今回の一連の事態で学んだことがありました。「パソコンのフリ

ーズを防ぐ方法＝ＣＰＵに負担をかけない方法＝ＥＳ反応が少な


