
化学物質過敏症 私の方法 

第１章 電磁波過敏症（携帯電話） 

〔１〕電磁波過敏症の経緯――発症から現在まで 

〔２〕観察――電磁波の感じ方と症状の出方 

ａ．中継アンテナへの反応 

ｂ．症状 

ｃ．携帯電話機（端末）への反応 

ｄ．金属製品による症状 

〔３〕対策 

ａ．電磁波発生源を避ける 

ｂ．金属製品の除去 
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〔１〕電磁波過敏症の経緯 

－発症から現在まで 
○発症 

 ２００１年５月のことでした。私は外出先で強烈な目の痛みの

発作に襲われました。それは突然やってきました。気づいたとき

には、目を焼かれるような強烈な痛みと、強い頭痛に襲われてい

ました。あっという間に激烈な症状となり、そのあまりの強さに

自分でも何が何だかわかりません。目は化学薬品を注ぎ込まれた

みたいな痛みとなり、頭の中では巨大な振り子が音を立てて頭蓋

骨に衝突しているような衝撃がありました。私は強い恐怖心を感

じ、急いで家に帰りました。 

 そしてベッドに寝ながら、２時間ほど苦しみました。２時間た

つと次第に衝撃はおさまっていき、強い疲労感が残りました。お

さまってから、記憶を呼び覚まそうとしても、発作時のことがよ

く思い出せません。発作の原因や症状がよく把握できず、正体が

つかめない恐怖がありました。 

 同様の発作は何度も何度も訪れるようになり、頻度も増してい

きました。日常的に目がただれたような状態が続き、常に目の痛

みがあります。それがときに激烈な発作に発展するといった状態

になっていました。目が過敏なので、身の回りの日用品にも次々

と刺激を感じるようになってきました。それまで何ともなく安全

に使っていたものにも、強い目の痛みを感じてしまいます。 

 特に、除草剤や殺虫剤など農薬類には、強烈な目の痛みを感じ

るようになってきました。外出時に除草剤をまいて草が枯れたよ
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うなところに行くと、強い目の痛みを感じました。また、田んぼ

の近くに行ったときにも、同様の症状が出ます。それまでも農薬

では強いＣＳ症状を起こしていましたが、症状は頭痛･めまい･吐

き気･ふらつきなどでした。目の痛みを感じたのは、このときが初

めてです。それまでとは比較にならないくらい強く激烈な症状で、

いったい何が起こったのかまったくわかりませんでした。 

 

○水道水への反応 

 その後、水道水にも強い目の痛みを感じるようになってきまし

た。水道の蛇口から強烈な刺激のある液体が流れ出てきており、

とても目を開けていることができません。水が刺激性の物質に変

わってしまったため、通常の日常生活を送ることができない状態

に追い込まれてしまいました。 

 水は生活のあらゆる場面で使用されます。飲み水･掃除･洗濯･

料理･洗顔･シャワー･トイレ・歯みがきなど…それらすべてに支障

が出てきて、不便な生活を強いられることになりました。水を使

えば使うほど、強い刺激に触れなければならず、水で洗浄したも

のはすべて刺激性の物質に変わっていきました。身の回りのもの

が、どんどん汚染されて使えなくなってきました。 

 当時、仙台に住んでいましたが、生活は次第に限界に近づいて

きました。私が考えたことは、農薬が刺激の原因となっており、

それ水道水にも混じってきているのではないかということです。

しかし、前年までこのような刺激を感じなかった農薬が、２００

１年に入ってから、突然刺激性の物質に変わってしまったという

のはどういうことなのか、説明がつきません。その後、何年にも

わたって観察を続けなければ、その原因はなかなか把握すること

ができませんでした。 

 

○原因の分布図 

 外出先で、突然強い発作を起こすことが頻繁にありました。徒

歩や車で、ある場所を通ったとき、不意に強烈な目の痛みを感じ

ます。そして、数秒のうちに激しい発作に発展していきました。

それは、道路を走行中だったり、スーパーの駐車場を歩いている

ときだったり、いろんな場所で起きました。 

 最初はどこで起こるのかわからず、恐怖でいっぱいでしたが、

何度も反応するうちに、次第にある特定の場所に行くと、特に強

い目の痛みに見舞われるということがわかってきました。その場

所は何十ヶ所もありましたが、いつも同じ場所で症状が起きてき

ました。そのような危険な場所をよく覚えていて、なるべく近づ

かないようにしました。しかし、そのような場所は生活範囲の至

る所にあり、生活上どうしても行かなければならないことがあり

ました。その場所に行くたびに強い発作症状を起こしていました。 

 私は反応を起こすたびに、原因となる化学物質が近くにないか

探していました。しかし不思議なことに、ＣＳ反応であれば思い

当たるような原因物質が見あたらないのです。この頃には、私は

感覚を磨いて、かなり高い割合でＣＳ原因を探り当てることがで

きるようになっていました。それにもかかわらず、反応を起こし

ても原因が見つからない例が、多く発生するようになってきまし

た。２００１年から起こった激烈な症状については、正体のわか

らない、全く新しい現象のような気がしました。 
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 ７月までは、生活に必要な用事をするために、無理に外出をし

ていましたが、８月には全く不可能になり、夫が代わりにしてく

れるようになりました。当時、私たち夫婦は住む家が見つからず、

それぞれの実家に住んでいました。夫は片道５０㎞の道のりを訪

ねてきて、私の代わりに用事をしてくれました。 

 特に私が忘れられないのは、地下鉄構内の反応で、２００１年

６月２日地下鉄に乗っているときに、激しい発作に襲われたこと

です。（あまりにも強い印象があるので、今でもこの日付がそらで

出てきます。）電車内で強い目の痛みを感じ、焼けるような痛みで

その場にうずくまってしまいました。電車を降りて地上に出ると、

しばらくして症状はおさまっていきましたが、あのときの苦痛･

恐怖は忘れることができません。それから地下鉄に乗るたびに同

様の発作が起こり、７月頃には、もう地下鉄に乗ることはできな

くなってしまいました。 

 常に強い目の痛みを感じながらの生活は「天然の拷問」という

のにふさわしいものでした。私はあまりの目の痛みに、まともに

物を考えることができませんでした。そんな中で、これまでにな

い奇妙な症状が次々と現れ出てきました。 

 

○金属製品への反応 

 ２００１年の夏頃から、私は金属製品に強い目の痛みを感じる

ようになってきました。アルミ箔は、それまで何の問題もなく使

っていましたが、この頃からアルミ箔を見ると、突き刺さるよう

な強い刺激を感じるようになってきました。がんばって表面を見

つめようとするのですが、箔全体からまぶしい光線が発している

ようで、見つめることができません。アルミ箔全体がバチバチと

火花を散らしているような、強い光が点滅しているような独特の

衝撃がありました。「これはどういうことなんだろう？」 私は、

見つめようとしても見つめられないアルミ箔を前に、とまどって

いました。 

 同時に、金属製の鍋やボウル・缶･髪どめ･ヘアピンなどにも同

じ刺激を感じるようになってきました。スーパーの調理用品売場

に行ったとき、壁一面にフライパンや鍋がぶら下がっていました。

それを見ると、猛烈な目の痛みを感じました。とても見ていられ

ないような痛みです。カトラリー（フォークやスプーン)売場も同

様でした。その売場一帯が強烈な刺激を帯びており、一瞥をくれ

ることもできません。アルミ箔のときと同じように、売場全体が

輝いて点滅しているように感じられました。 

 私はＣＳ対策として、物をしまっておく入れ物には、化学物質

の揮発が少ない金属缶を利用していました。この頃から缶に接す

ると、強烈な目の痛みを感じるようになりました。原因物質を探

ろうと、缶全体から化学物質の揮発がないか観察してみましたが、

目の痛みに阻まれてよくわかりません。鼻を近づけて嗅いでみて

も、金属の匂いが少しするだけで、化学物質の匂いは感じられま

せん。化学物質が原因ではないようでした。 

 ヘアピンや髪どめについては、もっと奇妙な症状がありました。

ヘアピンを手にとって眺めてみると、手にチリチリ･ピリピリとし

た刺激が起こり、指先から肘に向かって流れていく感覚がありま

す。ピンを見つめようとしても、目にバチバチとした刺激があり、

見ることができません。そして、ヘアピンにも点滅したフラッシ
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ュライトが当たっているかのように、チラチラと瞬いて見えまし

た。ヘアピンを髪につけると、その部分がチリチリと刺激を発し

て（見つめているわけではないので目の痛みはありませんでした

が）、触れている部分の頭皮が痛みました。次第に金属製のヘアピ

ンや髪どめは使えなくなり、プラスチック製のものを使うように

なっていきました。 

 金属製品について特別奇妙に思われたのは、視界の点滅です。

金属製品を見ると、突き刺さるような目の痛みと同時に、視界が

チラチラと点滅するようになります。それはまるで、切れかかっ

た蛍光灯が点滅しているような感じでした。点滅の周期は速くて、

明暗がめまぐるしく変わり、とても目が疲れます。この症状はそ

れまでにはなく、２００１年からはっきりと現れてきました。 

 冒頭に紹介したいちばん最初の発作時にも、確かにこの点滅す

る感じは起きていました。目の痛みと頭痛が激しかったために、

客観的に自分の症状をとらえることなど不可能でしたが、おぼろ

げながら思い出してみるに、頭の中の振り子が揺れると同時に、

激しいフラッシュライトが瞬いていました。 

 この反応はどうも化学物質が原因ではないようでした。とする

と、これはＣＳ反応ではないということになります。金属が原因

の過敏症状といえば、金属アレルギーがあります。金属アレルギ

ーは、金属に接触することによって皮膚がかぶれたりするアレル

ギー反応のことです。私が体験している神経への強い刺激反応が、

金属アレルギーによるものとは思えませんでした。それならこの

反応はいったい何なのだろう？ 私は、それまで知られていない、

全く新しい種類の症状を経験しているのかもしれないと思いまし

た。 

 私が２０００年までに体験していたＣＳ症状は、化学物質に触

れると頭痛･吐き気･意識障害･呼吸困難などが起きるもので、“静

的な症状”と言えるものでした。苦しさの中で、麻酔にかかった

みたいにスーッと意識が遠のいていきます。そのまま深くて暗い

水底に沈んでいくような感覚がありました。 

 それに対して、２００１年に起きた一連の症状は“動的な症状”

と呼べるもので、環境中のものに反応して激しい刺激を感じるも

のでした。発作中はまぶしい光の明滅、頭の中に大きな塊がぶつ

かってくるような衝撃、大音響の音楽が頭の中で鳴り響いている

ような感覚です。この刺激に襲われると、私はまったく眠れなく

なりました。心の休まる暇もありません。 

 ２００１年の１年間は、常にこのような刺激を感じ、日夜まっ

たく休めることがありませんでした。その後、症状の強弱や変遷

を経てきましたが、その間ずっと“刺激”は途切れることなく続

いており、現在（２０１１年）に至るまで一度も「安らぎ」や「静

寂」が得られたことはありません。残念ながら、この先もこのよ

うな人生が続くものと思われます。２００１年、それは私の人生

が大きく変わってしまった年であり、私はこの年に受けた衝撃を

決して忘れることができません。 

 

○「電磁波過敏症では？」 

 ２００１年の秋までには、農薬や水･金属製品･日用品への症状

は激烈さを増していき、まったく生活が立ち行かなくなってしま

いました。一番の問題は「水」でした。水道水がまるで劇薬のよ
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うに強い刺激を帯びているために、手を洗ったりトイレで用を足

すのにも支障を来すようになりました。それに対して、様々な対

策をしたにもかかわらず効果が出ませんでした。私は全くの無力

でした。生活は限界に近づいていました。 

 様々な症状のうち、原因がはっきりわかっているのは「農薬」

でした。そして、水の問題も、水道水に農薬が混じり込んだこと

が原因ではないかと推測していました。一般の人が感じないよう

な微量でも、私には強い症状を引き起こしているのではないかと

思いました。 

 農薬に対する過敏症状は、数ある「目の痛み」の反応の中でも、

比較的理解しやすいものでした。以前と反応のしかたが変わった

とはいえ、それは農薬に含まれる化学物質によって引き起こされ

るＣＳ反応だと考えることができたからです。他の反応について

は、原因も症状のメカニズムも全くわかりませんでした。見当も

つきませんでした。まずは原因のよくわかっていることから対処

していこうと思いました。 

 私と夫は農薬の少ない地域に引っ越すことを考えはじめました。

そして、全国の地域を検討した結果、札幌に引っ越すことになり

ました。 

 札幌での家探しの相談に乗ってくれたコンサルタントが言うに

は、私の症状は「携帯電話の電磁波による過敏症ではないか」と

いうことでした。私はそれまで全く考えたこともない原因を指摘

されて、とまどいました。この時点で、電波通信や電気製品の知

識はほとんどありませんでした。 

 １９８５年に化学物質過敏症を発症し、その後１５年は原因不

明の体調不良に悩まされてきました。１９９９年にとうとう自分

の病気の原因が化学物質であることに気づき、対策を進めてきま

した。それが功を奏して、次第に症状がおさまってきた頃です。

その２００１年に、私はそれまで想像したこともないような激烈

な症状に襲われることになったのです。これは、１５年間悩まさ

れてきて、つらいながらも慣れ親しんだＣＳ症状とは、全く違っ

ていました。私は新たな事態が起こってしまったことを、強く感

じずにはいられませんでした。 

 「電磁波過敏症」の指摘が気にかかりながら、私たちは２００

２年５月に札幌に引っ越しました。引越後３ヶ月は、新居をＣＳ

体質に合ったものにするために働き続けなければならず、息つく

暇もありませんでした。この引越で、それまで仙台で悩まされて

いた農薬や水道水による強い目の痛みは軽減され、激烈な症状を

回避することができました。この引越は成功でした。しかし、依

然として中程度の目の痛みは途切れることなく続いており、その

原因究明と対策は不可欠なものでした。 

 

○携帯電話のしくみ 

 ２００２年の秋頃から人心地ついて、電磁波過敏症について調

べはじめることができました。私は携帯電話や高圧送電網につい

て基本的な知識を得ることができました。 

携帯電話は当時持っていませんでしたが、２０００年に夫が会社

の携帯を持っていたので、一度だけ使ったことがあります。その

ときは耳元に振動のような刺激と強い頭痛を感じて、使うことが

できませんでした。夫に「何これ？ ぐあい悪くなるよ」と言っ



 6

たら、夫も「俺も長時間使っていると気持ち悪くなってくるんだ」

と言っていました。引越をした頃、我が家には携帯電話はないし、

私はＣＳ症状のためにほとんど外出できなかったので、携帯電話

機に接する機会はほとんどありませんでした。しかし、携帯電話

のしくみとＥＳ症状を考えるときに避けて通れないのが、中継ア

ンテナの存在です。携帯電話は無線電波を飛ばして、各所にある

「中継基地局」と呼ばれるアンテナと交信しています。中継アン

テナは、全国に５００ｍ～１ｋｍおきに設置されており、タワー

型であったり、建物の屋上に設置されていたりします。（図１・写

真１、２）自分が携帯電話を使わなくても、この中継基地局から

発せられる電磁波で症状を起こす可能性があるということでした。

 

  
 

○アンテナの観察 

 引越した２００２年は、ほとんど外出ができませんでしたが、

２００３年から少しずつ観察を始めました。当時、私の行動範囲

は車で５分のスーパーに買い物に行くことくらいで、その間に携

帯電話の中継基地局はありませんでした。家から５０ｍ位のとこ

ろに、２ヶ所、ＰＨＳのアンテナがありました。歩いて観察しに

行ってみました。（図２） 

   
            図２ 自宅とＰＨＳアンテナの位置関係 写真２写真１

図１ 
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南北にそれぞれドコモとアステル（当時）のアンテナがあり、こ

の近くに来ると目がビリビリと痛みます。離れてみると痛みが少

なくなります。それで、ＰＨＳのアンテナが目の痛みの原因であ

ることがわかりました。 

 ただ、これはとても奇妙なことなのですが、私には、北側のア

ステルのアンテナより、南側のドコモのアンテナの方が、格段に

強く感じられました。そして、よく体感を観察してみると、大変

奇妙なことに、刺激はもっと西寄りの方、南西の方向から来てい

るようなのです？ 

 この家に引っ越してきたとき、私と夫はフェリーに車を乗せて、

仙台港から苫小牧港まで来ました。苫小牧から高速道路を走って

２時間かけて、札幌市の西区まで来ました。道中、何度も目の痛

みの発作に襲われました。それは５月９日のことで、道路沿いに

広がる田畑の農薬に反応していたのだと思います。しかし、田畑

がないところでも鋭い反応を起こすこともありました。そして、

インターチェンジを降りて、一般道を新居まで走っていたとき、

何ヶ所か目の痛い場所を通り過ぎました。さらに進んで、家の近

くまで来たとき、〔図２〕に書いた交差点でも、私は強い目の痛み

を感じました。家から約５０ｍのところです。私はこんな場所で

暮らしていけるのかと、不安になったことを覚えています。この

家で暮らしていると、日々絶えることなく目の痛みがありました

が、やはりそれは北側より南西側から来ているように感じました。

当時は季節柄、農薬の影響も受けてＣＳ反応も起こしていたので

判然としなかったのですが、南西側からの刺激は絶えず降り注い

でいるようでした。家の２階南側の窓から外を見るとき、視界が

点滅し、ビリビリとした刺激が到達しているのがわかりました。

あんな小さなＰＨＳのアンテナが原因になるのだろうか？と悩み

ました。ＰＨＳは、携帯電話より短い間隔で中継アンテナが立っ

ています。携帯電話の中継アンテナより数が多いので、一台のア

ンテナが送受信する電磁波の量は、携帯電話のものより少なくな

るはずです。この強い刺激は、一体どこからやってきているのだ

ろう、と疑問に思いました。 

 

○中継アンテナを発見 

 ２００３年２月、雪かきをしながら隣近所の人とおしゃべりを

していたとき、隣家の人に携帯電話のアンテナについて聞いてみ

ました。そうしたら、この人は「すぐ近くにあるんだ」と言いま

した。私が「ＰＨＳのアンテナですよね。５０ｍ先に南北１つず

つあります」と言うと、「１００ｍ先だよ」と言います。何分間か

話のかみあわない状況が続きましたが、隣人は少し離れた空き地

にある雪山に連れて行ってくれました。「あれだよ」雪山に登って

隣人が指さした先には、マンションの上に給水塔のようなものが

…（写真３）。 

  

写真３  
マンションの上の 
携帯アンテナ 
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「あれが携帯電話のアンテナだよ。２年前に設置されるとき、こ

の近所の人は反対運動をしたんだけど、結局建ってしまった。住

民に反対されたから、隠すようにアンテナの周りに囲いをつくっ

たんだね。」 

 この時、私は謎が解けるのと同時に、自分が携帯電話の電磁波

に反応しているのだということを確信しました。家の２階に上が

って南側の窓の外を見てみると、はっきりと、あのアンテナが見

えました。私がそれまで目の痛みを感じながら正体がわからず来

たのは、携帯電話の中継アンテナだったのです。（図３） 

 

○かつて発作を起こした場所を訪ねて 

 引越して約１年後の２００３年に、私は故郷の仙台に帰省する

ことができました。仙台には５～９月の農薬シーズンには、ＣＳ

反応を起こしてしまうので戻ることができません。秋～春に帰省

することにしています。これは２０１１年の現在でも変わりませ

ん。夏期に帰省すると、強い目の痛みの発作を起こすことになっ

てしまいます。２００９年の５月末に、どうしても帰らなければ

ならない用事があって帰省したときには、やはり激烈な目の痛み

の発作に見舞われてしまいました。緊急のとき意外には、いつも

夏を避けて帰省しています。 

 ２００３年に帰省したときに、私はかつて強い目の痛みの発作

を起こした場所を訪ねてみました。発作を起こしていた当時は、

何がなにやらわかりませんでしたが、この時の私には電磁波につ

いての基本的な知識がありました。中継アンテナがどういうもの

かもわかっていました。記憶を辿って、当時発作を起こしたとこ

ろを順に訪ねてみると、まさにその場所場所に、携帯電話の中継

アンテナがあったのです。その場所は何十ヶ所もありましたが、

ここにそのうち２ヶ所の写真を載せます。（写真４・５） 

  
                写真４                  写真５ 図３ 
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それを見ると、目にバチバチとした刺激がきて、視野が点滅しま

す。２００１年当時より目の過敏性が下がっていたので、その頃

のような激しい発作は起こりませんでしたが、かなり強い刺激を

感じました。かつて反応を起こしたところに中継アンテナがあっ

たという事実は、衝撃でもあると同時に、正体がわかって妙に納

得することでもありました。私の目の痛みの症状を起こしていた

原因の１つは、携帯電話の電磁波だったのです。 

 そうやって訪ね歩いて何ヶ所も確認していくと、地域内のほぼ

全域で原因を特定することができました。このとき、忘れること

ができない地下鉄の構内での反応の原因も探りに行きました。改

札を通って地下のホームに降りていくと、目の痛みが強まりまし

た。私はホームの天井から携帯電話のアンテナがぶら下がってい

るのを見つけました。（写真６） このアンテナに近づくと目の痛

みが強まり、離れると痛みが弱まりました。それで、地下鉄での

反応も電磁波が原因であることがはっきりしました。あれだけの

恐怖をもたらした目の痛みの発作。その原因をつかむことができ

て感無量でした。何とも言えず「安堵した気持ち」と「救われた

感じ」、そして、「哀しみ」を感じました。いろんな感情が交じり

合っていました。 

    写真６ 

 このようにして、目の痛みの原因の１つが、携帯電話の電磁波

であることがわかりました。しかし、原因は電磁波だけではなく、

他のいくつもの要因が混じり合っているように見えました。その

ため、症状を起こすたびに原因を特定するのが難しいと感じまし

た。原因を見極めなければ、対策を取るのも難しかったです。目

の痛みの原因については、農薬･水･電磁波･金属製品など多くの要

因が考えられます。 

 農薬の化学物質に対する強い目の痛みはＣＳ反応と考えていま

したが、ひょっとしたら携帯電話の電磁波に対する反応によって

目の過敏性が増し、農薬にも目の痛みを感じるようになったのか

もしれません。また、農薬が新しい種類のものに代わり、その化

学物質の影響で、強い目の痛みが出ているのかもしれず、結果と

して電磁波にも反応するようになったのかもしれません。 

このように、強い反応が一時期に同時に発症したために、何が根

本原因で、何が副次的に発生した症状なのか、把握することは難

しかったのです。多くの要因が複雑に絡み合って、反応と症状の

全体像をつくり上げているようです。 

 この複合要因について、解明する試みを、後の章「目の痛みの

症状」で行ってみるつもりです。この章では、携帯電話の電磁波

のふるまいを観察し、様々な対策を試みた様子を書いていきます。 
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〔２〕観察－電磁波の感じ方と症状 

ａ．中継アンテナへの反応 

 

○中継アンテナの観察 

 携帯電話の電磁波による症状を軽減させるために、本を読んで

調べたり、実際に自分の体で観察してみたりしました。２００３

年頃から少しずつ外出できるようになったので、実際に携帯電話

の中継アンテナを見に行き、自分の身に起こることを観察しまし

た。４～１０月は農薬の影響でＣＳ症状が出て、目の痛みが起き

たり、体調の悪い日が続きます。秋～春の農薬が少ない時期が格

好の観察期間となりました。 

 中継アンテナに近づいていくと、次第に頭痛が強まり、バチバ

チと火花が散るような刺激が強まっていきます。頭痛は頭全体が

均等に痛むのではなく、頭に次々と長い針金が突き刺さっていく

感じで、鋭い痛みがあちこちに起こりました。例えば、車で中継

アンテナの左側を通り過ぎるときには、アンテナに近づくにつれ、

右前方から右前頭部に刺激が鋭く突き刺さり、アンテナのちょう

ど左側にきたときには、右側頭部、通り過ぎて去るときは右後頭

部といった感じで、突き刺さる位置が移動していきます。（図４）

しかし、これはアンテナから体までまっすぐ直線で来るのではな

く、何かに邪魔されたり散乱されたりする感じで、やってくる方

向にばらつきがあります。（図５）頭痛と同時に筋肉の痛みも起こ

ります。これも基本的にはアンテナの方向からまっすぐ来ますが、

やはり方向にぶれがあり、散乱されたようにばらついた方向から

来るように感じます。とおりすぎると強い頭痛や筋肉痛はおさま

りますが、鈍い痛みが残ります。筋肉は、運動した後のような筋

肉疲労と痛みが残ります。ふだんの行動半径を観察してみると、

だいたい５００ｍ～１ｋｍおきに中継アンテナが配置されており、

車で出かけると何本かのアンテナには出会うことになってしまい

ます。反応が強いところはなるべく避けて、ルートを決めるよう

にしていました。 

 

 図４ 

 図５ 
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○アンテナ自体の強度の差 

  私の体感では、同じタイプのアンテナでも立地場所によって

刺激に強弱があるように感じられました。また、アンテナの種類

によっても刺激の強さが違うように感じました。 

 種類別 大規模なタイプ（写真７）＞中規模なタイプ（写真８）

＞普通のタイプ（写真９） 

   
         写真７          写真８            写真９ 

 

○時間による電磁波強度の変化 

 同じアンテナを異なる時間に観察したときに、やはり刺激の強

さに変化があるように感じました。このような観察の結果から、

私が考え出した結論は、携帯電話の中継アンテナは、交信してい

る携帯電話機（端末）の数によって、電磁波の強さが違うらしい

ということです。使用者が多く、たくさんの電磁波が中継アンテ

ナとやり取りされているときは刺激も強くなり、使用者が少ない

ときは刺激も弱まるといったふうに。だから繁華街にある中継ア

ンテナは刺激が強く、郊外にあるものは刺激が弱く感じられまし

た。また、同じアンテナでも、日中や夕方は強く、深夜は弱く感

じます。 

 私は前述のように、中継アンテナから１００ｍの木造住宅に住

んでいました。私はこの距離で、家にいるときにもアンテナの刺

激を感じていました。毎日、日記をつけて体調を記録していまし

たが、次第に電磁波影響の傾向がつかめるようになってきました。

私が住んでいるところは住宅地だったので、昼間は仕事に出てい

る人が多いためか、電磁波はそれほど強くありません。しかし、

夕方になると（買い物などの用事が増えるためか、「帰るコール」

のためか）強度が強まってきます。それにつれて、頭痛や目の痛

み･視界の点滅が強まっていきます。また、週末（土日）は、平日

よりずっと強度が強く感じられました。目の前がチラついて頭痛

がしてくると、夜あまり眠れなくなります。土日は充分に睡眠が

取れない状態が続きました。 

 さらに月末になると、ふだんより刺激が強まります。月末は人々

の用事が増えて携帯電話の通話量も増えるためだと考えました。

そして、１年でもっとも刺激が強まるのが年末年始です。体感で

はふだんの１００～１０００倍くらいの強度を感じます。これは

携帯電話で年賀メールを送信する人が多く、大量の電磁波がやり

取りされることと、ニューイヤーコールとして通話も増えるため

と思われます。初詣や初売りに繰り出す人、年賀メールに返事を

出す人など、とにかく日本全体で使用量が格段に高まるようです。 

 

○年末年始の反応 

 １２月は師走と呼ばれるように、人の活動が活発になる月です。

私は１２月になったあたりから、それまでよりずっと頭痛･目の痛
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みが強くなり、眠れなくなります。痛みが少しずつ強まっていき、

１度目のピークが１２月２３日（天皇誕生日）～１２月２５日に

訪れます。その後いったんおさまった後、正月休みの１２月２９

日頃からどんどん強まっていき、大晦日に１２月でもっとも刺激

の強い日を迎えます。そして、年の明けた１月１日の午前０時に

いったん激烈なピークがきて１時３０分頃まで続きます。（カウン

トダウン･ニューイヤーコール･初詣の通話と思われます。）三が日

はずっと刺激が強いまま（体感ではふだんの１００倍以上）の状

態が続き、その後少し下がって１月４日から成人の日の三連休ま

で続きます。私は全身が押しつぶされるような圧迫感（深海に潜

っているような）、目を開けていられないほどのまぶしさ･視界の

点滅（フラッシュライトを当てられているような）･座っていられ

ないほどの強い頭痛で、３日間、ほぼ寝たきりになります。それ

が、私の正月です。１２月初め～１月中旬の長丁場である上に、

年明けの１週間は地獄のような苦しみなので、私はふだんから年

末年始にとても強い恐怖心を感じています。今、この原稿を書い

ていても身が震えるほどの恐怖です。このような苦しみを回避す

るために、私が毎年とってきた対策については、この章の最後に

「年末年始の避難」の項で詳しく書きたいと思います。 

 

○年度末の反応 

 年末年始と比べればずっとマシなのですが、３月末の年度末に

も症状が強まります。３月１５日の確定申告最終日の頃に、一度

反応が強まった感じがあり、それがいったんおさまった後、月末

に向けてまた反応が強まる感じです。２００９年から札幌市内で

自営業をしているのですが、通勤途中に税務署があり、確定申告

の時期にはこの付近を通ると強い頭痛がします。 

 

○イベント開催に注意 

 週末･月末･年末と“末”がつくときに電磁波の刺激が強い傾向

にありますが、他に市内でイベントが開催されているときも注意

が必要です。人の大幅な移動や連絡が増加するときに症状が出や

すいからです。イベントでは夏祭りや「よさこいソーラン祭」の

ときなど、注意が必要です。神社のお祭りの日、マラソン大会な

ども気をつけています。札幌は国際的なイベントをよく開催して

いるので、その日を把握しておきます。国際会議もよく行われま

す。注意しています。 

 ６月に「よさこいソーラン祭」が行われているとき、気づかず

会場の近くの店に、買い物に行ってしまったことがありました。

（会場は市内に何ヶ所かありました。）そのときは、強い頭痛と激

しい腹痛の発作を起こしてしまいました。自宅にいても、近所の

小学校で運動会が行われるときなどに頭痛が強まることがありま

す。 

 

○選挙時のＥＳ反応 

 他に、不定期で行われるものとして「選挙」があります。選挙

期間中は年末年始に次ぐ体調不良期間となるので、警戒していま

す。選挙は告示日から投票日まで、たいてい２週間くらいですが、

その間ずっと症状が続きます。最初に、告示日に少し強いピーク

があります。その後１週間くらいは少し楽な時期が続き、次の１
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週間は次第に反応が強まっていき、木曜日頃から相当強くなりま

す。金曜日はとてもつらく、土曜日には「“最後のお願い”コール」

の日のためか、かなり頭痛が強まります。そして、日曜日の投票

日にはだいぶおさまり、月曜日には終了します。議会の動きから、

解散･総選挙の気運が高まると、私の気持ちも憂鬱になってしまい、

何とか選挙を回避してもらえないかと祈ります。 

 ２００９年８月の解散･総選挙のときは苦しかったです。任期が

来て行う選挙は、告示日～投票日までの問題ですが、解散のとき

は告示日までの約２週間もＥＳ症状が強まります。多くの人々が

候補者擁立のために動いているのでしょうか。１ヶ月以上、症状

が続きます。ここ数年は何かにつけ解散･総選挙をするという政治

状況になりやすいので、そのたびにドキッとしてしまいます。思

い起こせば、麻生政権のときにも、半年以上解散すると言い続け

たので、心が安まりませんでした。選挙本来の目的を考えれば、

このような感じ方は的外れに思われるのですが、これが私の率直

な感じ方です。 

 ２０１１年３月１１日の東日本大震災の後、４月１０日投票の

統一地方選挙がありました。私の住む札幌では、大音量での街宣

活動は時宜にふさわしくないということで、自粛ムードの選挙戦

でした。私にとっては、これまでになく体が楽な選挙期間となり

ました。体感では、ふだんの５分の１くらいの症状ですみました。

街宣車もほとんど来なかったので、静かでよかったです。 

 このように、携帯電話の使用者数･使用量が多ければ多いほど、

症状が強まる傾向を把握しています。 

 

ｂ．症状 

 携帯電話の電磁波によるものと思われる症状をまとめてみます。 

 

◇頭痛 

 大変強い頭痛が起きます。これは電磁波の強度が増すに従って、

強くなっていきます。頭に針金を突き刺されたような鋭い痛みが

あります。さらに強くなると、鉄板を差し入れたような頭痛にな

ります。頭の中でフラッシュライトが点滅しているようなバチバ

チとした刺激があります。大音響の音楽をヘッドホンで聴かせら

れて、何が何だかわからなくなるような強い刺激があります。 

 

◇目の痛み 

 パチパチと火花がはじけるような強い刺激があり、目が焼けた

だれるような痛みになります。タマネギのみじん切りをすると、

健康な人でも強い目の痛みを感じますが、あれより痛みは強い感

じです。化学薬品や香辛料を目に注ぎ込んだような痛みです。痛

みが強いと何も考えられなくなり、気が遠くなり、意識を失いそ

うになります。目の痛みが強いときに、目のあたりを指で探って

確認してみると、目の縁の皮膚がヒリヒリしている感じがあり、

特に目尻の方が強いです。それと同時に、眼窩のくぼみに沿って、

頭蓋骨のあたりがジンジンと痛んでいる感じがあり、痛みがそこ

から頭蓋骨の奥の方に伝わっている感じがあります。脳自体に痛

覚はないので、実際はその付近を走る神経や、顔の表面の筋肉が

痛んでいるのではないかと思います。神経の走り（流れ）に沿っ

て、バチバチと刺激を帯びている感じがあります。 
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◇視覚 

 視界が点滅します。かつてテレビがアナログ放送だった頃、深

夜の放送終了後に出ていた砂嵐の映像に似ています。また、蛍光

灯が切れかかって点滅している様子にもよく似ています。テレビ

で、暗い風景を暗視カメラで撮ったものが放映されることがあり

ますが、それにもとてもよく似ています。視界がザラついてドッ

トに分割され、チラチラと揺れ動いて点滅している感じです。と

ても目や神経が疲れます。神経の休まるいとまがありません。こ

のチラつきは前述のように、この１０年間一度もおさまったこと

がなく、多かれ少なかれ存在し続けています。この視界の点滅は、

携帯電話の電磁波発生源の近くに行くと明らかに増すので、原因

の指標として大変わかりやすい症状です。 

 

◇味覚の鈍化 

 ＥＳ症状が進むと、味が鈍くなります。あまり味が感じられな

くなります。そして、食欲が落ちてしまいます。これは特に、年

末年始の長期ＥＳ症状期間に顕著になります。まさに砂をかんで

いるような味気なさで、食べるものに困ります。 

 

◇筋肉痛 

 電磁波の強いところに行くと、筋肉の痛みが出ます。自分で筋

肉を動かしたわけではなく、ただリラックスして座っている状態

でも、体の筋肉が勝手に収縮している感じがします。以前、低周

波治療機というマッサージ機を使ったことがあります。肩の筋肉

に電極を貼り付けて、電気を流すものでした。スイッチを入れる

と、勝手に肩の筋肉が収縮･弛緩を繰り返します。それによって、

コリがほぐれるというしくみでした。 

 電磁波による筋肉の痛みも、このマッサージ機のように、自分

の意志とは関係なく筋肉が収縮する感じです。ＥＳの場合、収縮

しっぱなしになっている感じがあります。そして、長時間その状

態が続くと、その筋肉が何ともいえず疲れて、だるい感じになっ

ていきます。電磁波発生源と自分の体の位置関係によって、収縮

する筋肉の場所が変わってきますが、同じ姿勢で同じ位置にいる

と、ある筋肉ばかりが痛くなってくるので、姿勢を変えて別の筋

肉に変えてやります。 

 ２００８年にタイ古式マッサージの仕事をしているＣＳ患者と

知り合い、個人的にマッサージをしてもらいました。その人は、

仕事でこれまで何百人もの人をマッサージした経験がある人です

が、その中でも私の筋肉のコリは最も強いと言っていました。３

０分ほどかけて全身をもみほぐせば、普通の人なら何日間かコリ

のつらさから解放されるのに、私の場合は、もんだ直後からまた

筋肉のハリやコリが始まってしまうといっていました。例えば、

肩の筋肉を１０分かけてほぐしたときのことです。右肩の内側か

ら外側に書けて順番にほぐしていきましたが、外側の肩をもんで

いるときには、すでに数分前にもんだ内側の筋肉は、元の固さに

戻っているというのです。その人は、全身汗だくになってマッサ

ージしてくれましたが、私の体は、あっという間に元の木阿弥に

なってしまいました。 

 私はこの経験から、自分の筋肉の症状についてよく考えてみま

した。多分、何らかの原因があって筋肉が収縮してしまうのでし
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ょう。そして、その原因は常に作用しているため、もみほぐして

もすぐに元に戻ってしまいます。常に強力に筋肉を収縮させる力

が働いているということです。当時の観察から、それは通信用の

電磁波ではないかと思いました。いくらほぐしても、常に降り注

いでいる電磁波によって、筋肉が収縮を続けてしまうようなので

す。 

 ２００８年頃から、全身の筋肉の痛みは次第に増して行って、

２００９年･２０１０年になると、普通に家事をするのも難しくな

ってきました。ものを持ち上げたり、階段を上ったりするのがた

まらなくつらくなり、ときには座っていたり、ベッドで体を起こ

しているのもつらい状態になってきました。当時調べた中では、

「慢性疲労症候群」や「繊維筋痛症」に近い症状だと思いました。

その後、この体の痛みは耐えられないレベルまで強まり、生活も

立ち行かなくなったため、最終的には木造の家から鉄筋コンクリ

ートの建物に引っ越しました。鉄筋コンクリートの建物は、木造

より屋内への電磁波の侵入が少ないようで、筋肉の痛みはだいぶ

楽になりました。引越や建物のシールド効果については、後に詳

しく記します。 

 

◇不眠 

 目をつぶっていても、まぶたの裏にチラチラという点滅が見え

て、刺激が強く眠れません。暗闇で目を開けていても、闇がチラ

チラと点滅しています。神経が休まりません。また、筋肉痛の症

状が強くなると、全身が疲労した状態になり、身の置き場のない

怠さを感じて眠れません。 

◇腹痛 

 電磁波による症状で、もっとも激烈なのが腹痛でした。２００

２年～２００５年にかけて、しょっちゅう発作を起こしていまし

た。年末年始の電磁波が強いときや、人の多いところに行ったと

きに、突然腹痛の発作に襲われました。発作時には、あまりの痛

みにうめき声を上げ、転げ回ってしまうので、周囲の人々を驚か

せてしまいます。夫は私のあまりの苦しみように、生きた心地が

しなかったと言っています。救急車を呼んでもらわなければなら

ないような強烈な発作です。発作時、私は苦しみの中で、「とにか

くこの場所を離れるように」と夫にお願いしました。確かに原因

となる電磁波発生源から離れると、強い腹痛はおさまっていきま

した。 

 ２００３年元旦に初売りに行ったとき、人混みのお店で腹痛の

発作を起こしました。前述した「よさこいソーラン祭」のときに

も発作を起こしてしまいましたが、会場を離れるに従って痛みが

おさまっていきました。 

 

◇精神症状 

 電磁波過敏症によって精神症状も現れます。これまでも書いて

きたように、発生源からの刺激が強く、痛みやまぶしさ･視界の揺

れを感じるので、精神にも影響が現れてきます。それはまるで目

くらましにあっているような思考がかく乱された感じで、ものを

考えられなくなり、意識も不確実なものになっていきます。頭の

中が白く空っぽになるような恐怖心があります。そして、感情が

希薄になってきます。抜け殻のようになって、自分の頭がおかし
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くなっていくのではないかと恐ろしくなります。 

 また、症状が特に強いときには、発作のように感情が揺り動か

されるときもあります。２００５年に大通公園（札幌市の中心部）

に行ったとき、そのような激しい発作に襲われました。大通の１

～４丁目は、ＮＴＴビルの屋上にある出力の大きい複合アンテナ

と札幌テレビ塔（テレビ塔）に挟まれて、私にとっては大変危険

な場所です。（図６） この時は、事情があって、バスで大通りに

行かなければなりませんでしたが、下調べしていたのとは違って、

終点のバス停が大通公園のど真ん中だったのです。私はすぐさま

バスを降りて安全な場所に逃げようと思いましたが、間に合いま

せんでした。 

 強烈な頭痛と目の痛みに襲われ、頭の中には轟音と共に巨大な

振り子が揺れています。意識は遠のいてモザイク状になり、自分

がどこにいて何をしているかもわからなくなりました。私はすぐ 

 

 
図６ 

さまアンテナが見えないビルの陰に隠れようとしましたが間に合

わず、地下鉄に続く階段を駆け下りました。地下に下るにつれて

だんだん刺激はおさまってきて、頭痛や目の痛みはおさまってき

ました。しかし、頭の中が空洞化した感じ･無感情の状態はその後

３０分近く続き、私は抜け殻のように呆然と歩き続けました。 

 このような発作のとき、理由もなく激しい恐怖心に見舞われる

ことがあります。これだけ激烈な発作を起こしているのだから、

それに対して恐怖を感じるのは当然です。しかしこの反応はそれ

とは違う恐怖心のようなのです。脳には恐怖心を司る扁桃体（図

７）と呼ばれる部位がありますが、ここが私の意志や外界の状況

とは関係なく勝手に刺激されて、自動的に恐怖心がわき上がって

くるといった感じなのです。 

 

 図７ 
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 私は後に「パニック障害」の本を読んで、私のこの発作がパニ

ック障害にとてもよく似ていることに気づきました。電車や人混

みの中で突然襲ってくる激烈な身体症状。「発狂か死か」という強

い恐怖心。この恐怖心は人間の精神にとって根源的なもので、と

てもぬぐい去ることのできない強い禍根を残します。パニック障

害の人は、その後も発作が起こるのではないかという“予期不安”

によって通常の生活を送ることができなくなるといいます。その

気持ちが私にはよくわかりました。私の場合は電磁波が原因とな

って症状が起きていることと、原因から離れれば症状がおさまる

ことがわかっているから、まだ理性を保っていられるのです。も

し、いつどこで発作が起こるかわからなかったら、とてもまとも

な人生は歩めないでしょう。そのくらい破壊的な恐怖心なのです。

パニック障害と呼ばれる人々の中には様々な原因の人がいると思

いますが、その一部は、もしかしたら私と同じように、電磁波が

原因で起きているのかもしれません。発作中の恐怖心はあまりに

も強いので、私はおさまったとき、人目もはばからす泣き出して

しまうことがあります。当初は恐怖から逃れることができた安堵

感から涙が出るのかと思っていましたが、今では、それもまた脳

にダイレクトに信号が送られて感情が引き起こされている“自動

現象”の１つだと解釈しています。 

 

 

 

 

 

ｃ．携帯電話機（端末）への反応 

 携帯電話の中継アンテナ（基地局）への反応と同時に、携帯電

話機（端末）への反応も出ていました。私自身は携帯電話を持っ

ていないので、端末に触れる機会といえば、外出時、他の人が使

う携帯電話でした。我が家には夫の携帯電話がありますが、夫が

一人で外出するときの緊急連絡用であり、私と一緒にいるときは

電源をつけることはありません。第２章で詳しく説明することに

なると思いますが、私は携帯電話の充電池にも反応しているらし

く、強い目の痛みを起こします。普段の携帯を保管するときには、

電話機を缶に入れて、それを車のトランクにしまっています。電

源を切っていても充電池から放電しているようで、その電磁波に

反応するからです。このように保管すると、体への影響を最低限

に抑えることができます。 

 外出時、他の人が携帯電話を使っていると、頭痛などの症状が

出てしまいます。たいていは、あるていど距離をとると、影響を

抑えることができます。２００６年頃までは通話している人と５

ｍ、メールしている人と１．５ｍ、電源を入れている人と１ｍほ

ど離れれば、症状は少しですみました。携帯電話は電波の送受信

をしなくても、電源を入れているだけで電波を発信しているそう

です。位置確認情報として、常に自分がいる場所を直近の中継ア

ンテナに知らせるため、数秒に１回電波を発信しているといいま

す。電源をつけている携帯電話は、強度は大きくないのですが、

微弱な電磁波を発信していることになります。 

 使用者と「安全距離」を取れると、強い症状を起こさなくてす

むので、外出時はなるべく避けるようにしていました。しかし公
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共交通機関を利用するときは、間近で携帯電話を使う人がいるの

で、本当に困りました。車両が空いている時間帯は、他の人と適

度な距離をとることができます。しかし、混んでいる時間になる

と、他の人々と体が密着するほどの状態になります。地下鉄やＪ

Ｒの車両では、３割以上（ときには５割）の人が携帯電話をいじ

っているので、これは私にとって危険な状態でした。なるべく混

んでいる時間を避けていましたが、やむを得ず利用することもあ

りました。そのときには体に刺さるような刺激を感じ、フラフラ

になってしまいます。乗り物を降りた後も、しばらくフラフラと

する感じがとまらず、頭痛は一昼夜続きます。そういう日の夜は

眠れません。頭痛と全身の痛みが強いからです。 

 それでも２００６年頃までは地下鉄やＪＲに乗ることができて

いました。２００７年頃からは、携帯電話の電磁波が強まってき

て、その種類も変化してきたように思います。それまでにない刺

激を感じるようになり、公共交通機関を利用できなくなってしま

いました。地下鉄・ＪＲは全く無理になりましたが、バスだけは

最後まで利用していました。空いているバスはあまり携帯電話を

使用する人がいなかったからです。しかし、それも２００８年ま

でには難しくなり、以降は、ほとんどの移動を自家用車のみです

ませています。 

 

○反応の変化 

 ２００６年か２００７年頃は、携帯電話で動画が送れるように

なったり、ネットを長時間利用できるようになった時期だったと

思います。人々の携帯電話の使い方も変化してきました。また、

それまでは年配の人々は携帯電話を使う割合が低かったのですが、

普及率がどんどん上がってきました。この頃、ワンセグでテレビ

放送が見られるようになったことも、大きな変化でした。携帯電

話をミュージックプレーヤーとして利用したり、ネットゲームを

長時間楽しんだりする人が増え、通信だけでなくマルチ情報端末

として性質が変化してきました。スマートフォンの発売で、はっ

きりと“携帯できる小型パソコン”の性質が出てきて、用途や位

置づけも変化しています。 

 ２００７年頃から、他の人が利用している携帯電話に近づくと、

強い症状が出るようになってきました。それまでの安全距離では

防げなくなり、過敏性が増してきました。通話している人とは２

０ｍくらい、メールをしている人とは１０ｍ、電源を入れている

人と１０ｍ以上離れないと反応してしまう感じです。 

 症状自体も強くなったので、行動範囲が限られるようになって

きました。繁華街や人の集まるところには行けなくなりました。

買い物や用事もすいている店ですませます。祭やイベントなどに

は、まず行くことができません。札幌では専門分野のお店は、ほ

とんど札幌駅か大通の繁華街にありますが、行けなくなったので

不便に感じることがあります。やむを得ず行かなければならない

ときは、覚悟を決めて出かけるのですが、頭痛や全身の痛みのた

め疲れ切って帰ってきて、夜眠ることができません。１週間くら

いは症状を引きずってしまうので、なるべく出かけないようにし

ています。 
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○携帯通話の音色 

 外出先で携帯電話を使用している人を見たら、なるべく近づか

ないように気をつけています。２００７年頃、携帯端末に強く反

応するようになり始めたときには、いつどこで携帯使用者に出会

うかわからないので、常に気を張り詰めていました。話し声がす

ると、携帯電話でしゃべっているのではないかとビクッとしてし

まいます。声が聞こえるたび、ふりかえっていました。携帯電話

で話している場合と、友達同士で直に話している場合がありまし

た。最初の頃は、常に意識を研ぎ澄ましていなければなりません

でしたが、何事も回数を重ねると要領がわかってくるものです。

４年ほどたった現在（２０１１年）では、携帯電話使用者が近く

に来ると、勘が働いてわかるようになり、以前よりスムーズに避

けられるようになってきました。後方で話し声がしたときに、携

帯電話で話しているのか、サシで話しているのか区別がつくよう

になってきました。携帯電話を使用している人のそばにすると、

鋭い刺激が頭に突き刺さる感じがあるので、そういうときは待避

行動をとります。 

 それと、これは私個人の感覚的なものなのですが、直に話して

いる人の音声と、携帯電話で話している人の音声とでは、違う響

きに聞こえます。もちろんコミュニケーションのスタイルが違う

ので、話し方や口調も声音も変わってくるでしょう。しかし、私

が感じるのは、そういうコミュニケーションの違いではなく、物

理的な音声の違いです。うまく表現しづらいのですが、携帯電話

を使っている人の音声は、電気処理されたように無機質で、振動

しているような響きに聞こえます。響きが水の中を伝わっていく

ような響きになります。そういった特徴を覚えることができたの

で、携帯電話使用者を要領よく避けられるようになってきました。

それでも、不意に近くで携帯電話の電磁波に触れてしまったとき

には、ガツーンと鋭い頭痛に見舞われてしまいます。 
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ｄ．金属製品による症状 

 

○電磁波との関連 

 ２００１年に始まった強い目の痛みの症状、それは農薬や水道

水や金属製品に対して起こりました。また２００３年までには携

帯電話の中継アンテナに反応していたこともわかりました。私は

金属に対する反応と電磁波過敏症との関連を疑っています。その

後の観察によって通信電波のふるまいと金属への反応が連動して

いることに気づいてきたからです。 

 ２００１年の夏頃から缶やアルミ箔･カトラリー･ヘアピンなど

の金属製品を見ると、激しい目の痛みが起こるようになってきま

した。また、ヘアピンやカトラリーなどは、手で持つと指先から

ビリビリと刺激が伝わって腕全体に広がっていく感じがありまし

た。握っていると筋肉がたまらなくだるくて痛くなり、疲れてし

まって持っていられません。目の痛みの症状に関しては、特に面

積の広い金属面を見ると起こってくるようになりました。アルミ

箔や缶のふたなどです。スチールラックの棚板やアルミブライン

ドなどにも反応しはじめました。私はそれまでＣＳ対策として、

化学物質のふるまいや影響･対策について考えてきたので、同じよ

うな方法で対策できないかと考えたのですが、金属製品について

は、それが全く通用しないことに気づかされました。 

 化学物質のふるまいは割合単純です。発生源からガス状･粒子状

の物質が放射状に広がっています（図８）。風が吹くと広がり方が

変わります（図９）。対策としては、表面を覆って化学物質の発散

を抑えたり、干したり洗ったりして、化学物質自体を除去する方 

          図８                   図９ 

  
 

法が有効です。金属製品については、私は電磁波の影響などは思

いもよらなかったので、初めは化学物質が原因に違いないと思い、

ビニールで覆う方法を試してみました。例えば、缶の表面に塗っ

てある塗料の成分が発散して目の痛みを起こさせているのだとし

たら、完全にビニールで覆うことによって発散を防ぐことができ

ます。しかし金属製品をビニールで覆っても、目の痛みは全く取

れませんでした。化学物質とは別の原因が作用しているのだと考

えるしかありませんでした。 

 

○反射の作用 

 よく観察してみると、金属製品の影響はかなり奇妙でした。例

えば、全く同じ金属製品が２つあるとします。金属のスプーンが

２つあった場合、それらを離して置くと、片方は目が痛く、片方

は目の痛みが起きません（図１０）。１つのスプーンを手に持って

動かしてみると、ある角度･位置では目の痛みが出るのに、別の角

度･位置では痛みが出ません。特に反応がわかりやすかったのは鏡



 21

で、これはガラスに金属箔を蒸着させたものなので、広い面を持

った金属板と考えてよいでしょう。２００１年から、私は鏡面に

も強い目の痛みを感じるようになってきました。キャスターのつ

いたスタンドミラーを動かして、鏡の位置や角度を変えてみます。

ある角度･位置になったとき、鏡全体から強烈な刺激を感じ、目が

痛くなってしまいました。しかし、別の角度では痛みは弱いので

す。このような観察を繰り返すうちに、私はこの現象が光の反射

によく似ていることに気づきました。太陽が映った鏡はとてもま

ぶしくて見ることができません（図１１）。しかし、ほんの少し角

度を変えて太陽が映らないようにすれば、まぶしさは消えます。

私は金属製品について、それと似た現象が起きているのではない

かと思ったのです。通信用の電磁波は、光のように目で存在をは

っきりと確認することはできませんが、見えない刺激となって目

の痛みを起こさせているようです。 

 

  

                      図１０            図１１ 

 

○ブラインドへの反応 

 広い面積を持った金属による反応は、あちこちで観察できまし

た。角度によって反応が違うので、生活上困ったことを引き起こ

していました。私は木造の２階建ての家に住んでいましたが、２

００３年にアルミブラインドを買ってきて、１階のリビングの窓

につけました。その瞬間から強烈な目の痛みを感じました。その

ため、このアルミブラインドを使うことはできませんでした。と

ころが、２階の夫の部屋にこのブラインドをつけてみたところ、

私は目の痛みを起こさなかったのです。２０１０年に引越するま

で約８年間、２階の部屋にこのブラインドをつけていましたが、

その部屋に入っても目の痛みを起こすことがありませんでした。 

２００５年にもう一度、夫の部屋からブラインドを持ってきてリ

ビングにつけてみたことがありました。そのときにも、前と全く

同じ反応が出ました。強烈な目の痛みで、目を開けていられませ

ん。すぐに夫の部屋に戻しました。 

 ２００６年にスチールのＣＤラックを買ったときも、奇妙な現

象が起きました。購入者が自分で組み立てる製品だったので、梱

包を解いて、パーツをひとつひとつ組み立てていきました。横倒

しで組み立てているうちは大丈夫だったのに、完成して立ててみ

たら、なんと強い目の痛みが起きたのです（写真１０）。どういう

現象が起きているのか信じられませんでしたが、“光の反射”現象

で考えれば、説明がつくような感じがします。電磁波の発生源と

金属製品の角度がちょうど合って、強い反射が起きるときに、目

の痛みが引き起こされるようです。 
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○アルミシートへの反応 

 ２００１年、激しい目の痛みの発作を起こし始めた年の１２月

に、私は広い金属面によって焼けるような目の痛みを経験してい

ます。私が実家に住んでいた頃のことです。家族がホットカーペ

ットの断熱用下敷きを購入したのです。それは２ｍ四方のアルミ

シートで、ホットカーペットの下に敷くと、床面への熱が逃げる

のを防ぎます。ホームセンターで買ってきてリビングの床に敷い

たら、私はその瞬間から強烈な目の痛みに襲われました。視界全

体がバチバチとはじけているような衝撃を感じ、目を開けていら

れません。焼けただれるような目の痛みで、眼球がバクバクと脈

打っています。その痛みが目から頭につながって、激しい頭痛を

起こしました。私は苦痛のあまり気を失ってしまいそうでしたが、

夫に急いで断熱シートを取り除いてくれるようにお願いしたので

す。 

 私はこの時点では、自分が何に対して激しい症状を起こすのか

理解していませんでした。予想もできなかったので、症状はいつ

もこのように突然やってきました。ふだんから気の抜けないよう

な強い警戒心と恐怖心がありました。なぜ断熱シートのようなも

のに反応するのかはわかりませんでしたが、とにかく家に運び入

れたらすぐに激しい症状を起こしたのだから、それが原因に違い

ありません。 

 夫は断熱シートをたたんで、店に返品しにいってくれました。

そうしたら次第に目の痛みはおさまっていきました。目がとても

過敏になっているので、痛みがおさまるのに時間がかかりました

が、断熱シートを敷いていたときのような強烈な刺激は去りまし

た。 

 この時は、まだ電磁波過敏症の存在も知らず、金属製品に対す

る反応も起き始めたばかりだったので、自分の身に何が起きたの

か理解できませんでした。その後、金属製品に対する反応をいく

つも観察していくうちに、どのような現象か、少しずつ理解して

いくことになりました。 

 引越直前にＣＳコンサルタントの人が、新居の畳の部屋にアル

ミ箔を強いて、その上に石膏ボードを強いてくれました。ＣＳ対

策として、畳から上がってくる化学物質を防ぐためです。私はこ

のアルミ箔にも強い目の痛みを感じました。上から石膏ボードで

覆っているので、アルミの化学成分の発散は抑えられているはず

です。化学物質による反応とは考えられませんでした。石膏ボー

ドを持ち上げて、敷き詰められているアルミ箔を全部取り除いた

ら、燃えるような目の痛みはおさまりました。 

 金属面でも平滑な面より、アルミ箔のようなシワのあるものの

方が、より強く目の痛みを感じました。電磁波が均一に反射せず、

バラバラの方向に反射するからでしょうか。光に例えれば、まる

で水面に太陽の光が反射して、波紋によって光が散乱されている

ような感覚です。 

 

○金網状の物への反応 

 金網･パンチングメタル･メッシュ状のものにも反応しました。

金網は光を透過させますが、携帯電話の電磁波は光よりずっと波

長が大きいので、細かい編み目であれば、電磁波を反射します。

そのため、金属製のザルや金網にも目の痛みを感じました。夫が
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言うには、衛星放送のパラボラアンテナも皿状の部分が金網で覆

われているそうです（図１２）。全面を金属にしなくても電波を集

めることができるからだそうです。 

 

  図１２ 

 

 ２００１年に引越したとき、スチール製のベッドを運び込みま

した。これは布団を敷く面が金属製のメッシュ状の金網になって

いました。ベッドを１階の部屋に運び込むと、大変強い目の痛み

になりました。しかし隣の部屋に、このベッドの網を立てかけて

おくと、目の痛みは起きません。このベッドは自室で使うことが

できず、もうひとつのスチールベッドを使いました。こちらは布

団を敷く面が５センチ幅の格子状になっており、目の痛みは起こ

りませんでした。格子が粗いので、電磁波が反射されず、透過し

ていったものと思われます。 

 このように位置によって目の痛みが起きたり起こらなかったり

するので、金属製品を購入するときは大変緊張しました。もし売

場で見て大丈夫でも、家に運び込んだときに目の痛みを起こすこ

ともあるからです。私は当時、木製品に強いＣＳ反応を起こして

いたので、薬剤処理のない天然木１００％の製品も使うことがで

きず、たいていプラスチック製品か金属製品を使っていました。

そんな中で、金属製品に反応しはじめたのはこたえました。プラ

スチック製品は強度がないため、ベッドなどの製品については代

替品が見つからないからです。床に直接寝ると、空気より重い化

学物質やホコリをたくさん吸ってしまって、苦しくて寝られませ

んでした。ベッドについては、別の機会にあらためて書きたいと

思います。 

 

○凹面への反応 

 広い面を持った金属製品の他に、様々な金属製品に反応を起こ

していました。特に、中華鍋のような凹面には強い反応がありま

した。パラボラアンテナのように電磁波を集めるからではないか

と思います(図１３)。金属製のザルやボールは目の痛みのため使

うことができなくなり、プラスチック製のものに買い換えました。 

 

 図１３ 

 

また、凹面鏡（拡大鏡）が２００１年から使えなくなってしまい

ました。あまりにも強い目の痛みが出るためです。特に強い反応
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が出たのはＵＶカットの日傘で、布の表面にアルミが蒸着してあ

るものです。それを広げると全身が焼けるような刺激と熱感を感

じました。それは恐ろしい体験でした。大きなパラボラアンテナ

の形状をしているためと思われます。 

 このように、金属による反射や形状による変化などを、観察に

よって把握できるようになってきました。 

 

○発生源と反射･散乱･回折の関係 

 太陽の光源は、発生源が１つで、目に見えるものなので、反射

の現象を確認することは容易です。室内の電灯についても、２，

３個までなら、反射の現象をとらえやすいでしょう。しかし、携

帯電話の電磁波の場合は、目に見えない上に発生源も多くあるの

で、現象をとらえるのは容易ではないと感じました。私は携帯電

話の中継アンテナからの電磁波、携帯端末からの電磁波に反応し

ていましたし、それに加えて、テレビやラジオの電磁波や衛星放

送、GPSなど、携帯以外の電磁波にも反応している可能性があり

ました。それぞれについて自分がどのような反応をするのか把握

できていませんでした。だから、発生源と自分の症状との関連を

きちんと法則化できずにいます。角度や位置によって反応が変わ

るのはわかるけれども、なぜ、そうなるのかはっきりと説明でき

ないことが多いです。また、この形状の金属製品をこの位置に置

いたらどういう反応が起きるのか、ということも予測できていま

せん。私は大変複雑な現象の一端をおぼろげながらつかんでいる

といった有様で、この状況をコントロールするには遠く及びませ

ん。電磁波に対する反応の他に化学物質に対するＣＳ反応もあり、

事態をさらに複雑にしていました。わからないことがたくさんあ

りましたが、激烈で耐え難い症状が頻繁に起こるので、わかって

いる範囲内だけでも、対応していかなければなりませんでした。 

 私が現在暮らしている世界は、携帯電話をはじめとして、様々

な電磁波に満ちています。それがとめどもなく大量に混じり合っ

て、まぶしい世界をつくっています（図１４）。少しでも状況を把

握して対処していけることを目指しています。 

 

 
 

○金属製品による筋肉症状 

 目の痛みの症状と共に強く表れているのが金属製品による筋肉

の痛みです。これも生活に大きな影響を与えています。金属製品

を手でつかんだり身体を接触したりすると、そこの筋肉が痛くな

ってくるのです。それと同時に筋肉に波状に振動が伝わる感じが

あります。筋肉が勝手に収縮して、緊張と疲労を起こさせます。

金属製品をつかんでいると腕の痛みが強くなってきて、それを持

ち続けることができなくなってしまいます。金属製のフォークや

スプーンは使えなくなり、プラスチックや磁器製のものに変えま
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した。カトラリーについては、ビリビリとした刺激の他にも症状

がありました。カトラリーが舌に触れると、ゾッとするほど金属

の味がして耐えられなくなるのです。困ってしまうのは、スチー

ル製のベッドやパイプ椅子などで、これらのものに寝たり座った

りすると、全身がたまらなく痛くなってしまいます。代わりのも

のを見つけられるときと難しいときがありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔３〕対策 

ａ．電磁波発生源を避ける 

 携帯電話のアンテナの位置をよく知って、なるべく近寄らない

ようにしました。日常的に出かける場所については、地図にアン

テナ位置をプロットしておき、その場所に近づかないようにし、

通り過ぎなければならないときでも、とどまらず、すばやく通り

過ぎるようにしました。 

 また、携帯電話の電磁波が強くなる時間帯や時期をよく観察し

て、それに備えるようにしました。以下のような電磁波カレンダ

ーをつくりました。 

 

電磁波カレンダー 
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 基本的に携帯電話の電磁波は避けることができません。しかし、

このように時間的な強弱の変化を知っていれば、自分の体調を管

理することはできます。電磁波が強いと予想される時期に体調が

悪ければ（たいていはそうなります）、それは電磁波が原因だとわ

かり、いつ症状が回復するのかも予測できます。自分の置かれて

いる状況を把握して予想を立てられることは、私にとっては大き

な安心感となりました。避けられないまでも、自分で生活をコン

トロールしている感じを持てました。 

 ２００３年に自宅から１００ｍのところに携帯電話の中継アン

テナを見つけたときには、引越をするべきか悩みました。２００

２年に命からがらという感じで仙台から避難してきてから、まだ

１年もたっていません。引越からアンテナ発見までの期間、家を

住みよい場所にするために、ひたすらＣＳ対策をしてきました。

また、自分が特殊な体質であることを周囲から奇異な目で見られ

ないように、近所の人々ともよい関係を築くよう努力してきまし

た。幸い、近所の人々はよい人ばかりで、私の生活事情に同情し

てくれて、協力してくれるようになっていました。 

 私は「いずれこのアンテナが原因で引っ越しせざるを得なくな

るかもしれない、しかし、今はまだ通常の生活もままならない状

態で、引越しても新しいところでやっていけるだけの力はない。

もっと体調がよくなるまで、ここで何とか頑張っていこう」と決

心したのでした。そして、その後７年間をこの家で過ごし、最終

的には２０１０年に、このアンテナが一因となって引越をするこ

とになったのです。 

 

○避難場所を探す 

 自宅から１００ｍのところに中継アンテナがあるので、電磁波

の強い時期には家にいても大変つらい症状が出ました。そのため、

小規模な避難場所を求めて模索する日々が続きました。携帯アン

テナは約５００ｍ～１ｋｍおきにあるので、アンテナとアンテナ

の中間地点にいれば、受ける影響を小さく抑えることができるは

ずです(図１５)。アンテナ地図を見ながら、体感で電磁波の弱く

なる場所を探し回りました。２００３年のことです。 

 

    図１５ 

 

しかし、当時は３社の携帯アンテナの他に、ＰＨＳがドコモ･ＫＤ

ＤＩ･アステルと３社あり、それが網の目のように通信網をつくっ

ていました。携帯電話のアンテナを避けても、５０ｍおきくらい

にＰＨＳのアンテナがあり、避けきれません。また、化学物質過

敏症もあるため、夏期には農薬の影響のある場所（農地や公園や

河川敷など）も避けなければならず、制約が多すぎて安心できる

場所を見つけることは難しかったのです。 
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 また、年末年始や選挙など、携帯電話の電磁波が強くなる時期

は、至る所で電磁波量が増大します。そうすると、ふだんは影響

が少ない場所でも、アンテナからの電磁波強度が増すため、反応

を起こす場所になってしまうのです。（図１６） 

 

     図１６ 

 

 年末年始はふだんの１００倍以上とも感じられる大量の出力量

になるので、市内全体が電磁波の海となったようで逃げる場所を

見つけることができませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．金属製品の除去 

 金属製品による症状を軽くするために、生活からなるべく金属

製品を取り除くようにしました。目の痛みの起こる生活用品は代

用品を探しました。前述のように、金属製のカトラリーや調理器

具をプラスチックのものに変えました。また、身につけるものか

ら金属製品を取り除いていきました。本で調べていて、「金属製品

を身につけていると、それがアンテナとなってＥＳの症状が出る」

との記述を読んだからです。しかし、私は本当に金属除去の効果

があるのかどうか確かめる必要があると思いました。もし効果が

ないのだとしたら、無駄な対策はしたくありません。 

 私はまず、サンダルについている金具を、右足の分だけ取り除

いてみました。それで１日外出してみました。帰宅したとき、心

持ち右足だけが軽いような感じもしましたが、はっきりとした違

いがわかりません。１日だけではまだわからないと思い、その後

２週間、そのサンダルを履いてみました。１週間を過ぎた頃から

明らかに右足の方が軽く感じられるようになり、夜の足のだるさ

や筋肉痛、重さが違ってきました。左足はだるくて筋肉が張って

いますが、右足はそれが少なかったです。２週間後、私は左足の

金具もはずしてみました。そうしたら、両足とも軽くなり、歩き

やすくなりました。金属を除去することで、筋肉の症状に効果が

あることがわかりました。 

 その翌年、今度は別のサンダルを履いてみましたが、足がとて

もだるくなりました。古いサンダルを出してきて履いたので、底

が減ってクッション機能が弱くなっていて、足が疲れやすいのだ

と思いました。私は金属除去のことをうっかり忘れていました。
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それを３日ほど履いた後、ようやく金具が原因だと気づきました。

金具を取り外してみたら、一気に足が軽くなったのです！ 金属

除去の効果はここまであるのかと驚きました。 

 冬になると札幌の道路は凍結して滑りやすくなります。そのた

め、スパイクピンがついた靴が売られています。私はスパイクピ

ンがついている靴を履いていたのですが、非常に足が疲れました。

それで、ピンのない靴に変えたら、足のだるさはおさまっていき

ました。 

 他に金属除去をしたのは次のような製品です。 

 

◆髪どめ・ヘアピン 

 ヘアピンは２００１年に使えなくなってしまいました。代わり

に髪ゴムでしばったりしていたのですが、ゴムの匂いによるＣＳ

反応で具合悪くなってしまいます。ゴムを伸ばしてよく干してか

ら使っていましたが、やはり化学的な匂いがしてつらかったです。

その後、木綿の裁縫用の黒い糸で縛るようになりました。ゴムの

ように伸び縮みしないので、しっかりと留まらず、ほどけてきて

しまいます。糸で大きめの輪を作って何度も髪に巻き付けると、

重なった糸同士の摩擦力でほどけなくなります。現在でもヘアピ

ンや髪ゴムが必要なところには、糸を使っています。 

 髪どめ（バレッタ）は、プラスチック製のものでも、ちょうつ

がいやバネのところに金属が使われていることが多いです。この

金具の部分がチリチリとした痛みを引き起こします。オールメタ

ルフリーのものを探すのが大変でしたが、ついに見つけました。

（写真１１） この髪どめはオールプラスチックである上に、素

材の匂いが弱く、私でも使うことができました。適度な弾力性が

あって、しっかりととまります。札幌市内のイトーヨーカドーで

２００５年に見つけました。プラスチック製なのに壊れにくいで

す。 

 これを使う前には別のタイプ（図１７）を使っていましたが、

はずれやすい上に棒が折れやすく、使い勝手がよくありませんで

した。 

  
               写真１１                    図１７ 

 

◆下着 

 ブラジャーのホックやアジャスターなど金属製の部品をすべて

プラスチック製のものに替えました。部品は大型手芸店で買いま

した。（札幌では「カナリア」という店で売っていました。）金属

製のワイヤーははずしました。脇のところに金属の針金が入って

いたのではずして、プラスチック板を切ったものを代わりに入れ

ました。 

 

◆ファスナー 

 スカートなどのファスナーをすべてプラスチック製のスナップ

ボタンにつけなおしました。ファスナーをほどいてはずし、適当

に加工してボタンあきにします。ジャンパー・コート類のファス
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ナーもはずしてボタンにしました。ブラウスの包みボタンが金属

製だったので、プラスチック製のボタンに替えました。ちなみに、

オールメタルフリーのファスナーがないかと探してみましたが、

存在しないようです。手芸店の人の話によると、スライダーの部

分だけは強度が必要なので、金属でつくるしかないそうです。 

 

◆眼鏡 

 眼鏡をメタルフリーのものにしました。私がつくったのは「ア

イフォリクス」。スイスのメーカーのものです。はじめは眼鏡店で

フレームだけプラスチックのものを探したのですが、ちょうつが

いのところもメタルフリーのものを見つけて驚きました（写真１

２・１３）。 

  
                写真１２               写真１３ 

 

 私はもともと視力に問題がなかったので、それまで眼鏡をかけ

たことがありませんでした。この時つくった眼鏡も度が入ってい

ないものです。２００１年に強い目の痛みの発作を起こすように

なってから、目を保護する必要性を感じていました。最初は何が

原因かわかりませんでしたが、常に目の痛みを感じ、視界がまぶ

しく、刺激を感じていました。太陽光や照明の光の反射がまぶし

く、つらく感じられました。私が考えたのは、紫外線を防ぐＵＶ

カットの眼鏡をかければ、目の負担が減って痛みも軽くなるので

はないかということでした。当時は化学物質や金属製品など、多

くのものに目の痛みを感じており、どのように対策したらよいの

か、はかりかねていました。２００２年頃からは携帯電話を初め

とする通信電波にも反応していることがわかってきました。 

 ＵＶカットの色つきサングラスをかければ、まぶしい光を防い

で目の負担を軽くできるかもしれないし、紫外線を防ぐことによ

る効果も期待できます。ダイレクトに原因を防ぐことはできなく

ても、いわば援軍として眼鏡を活用できないかと考えていました。 

 

○まずは安いものから 

 ２００２年の１２月から、１００円ショップで買ったサングラ

スを使って実験を始めました。初めから高価な眼鏡を買って効果

がなかった場合、大きな損失になります。まずは低価格のもので

実験してみようと思いました。 

 私が買ったのは淡い青色が入ったＵＶカットのサングラスです。

外出時には、これを常にかけているようになりました。かけるよ

うになると、明らかに視界の刺激が減りました。外出のとき、昼

も夜も、晴天時も曇天時も、外でも屋内でもかけていました。は

ずすとすぐに強烈な光の刺激が来て、目が痛くなるからです。そ

のサングラスは少し派手なデザインで、直射日光がないようなと

ころでかけているのは場違いな感じがありました。もしこのサン

グラスが目の負担を減らす効果がなかったら、人目を気にして、

かけ続けていることはできなかったでしょう。しかし、私にとっ

てはそれをしのぐだけのはっきりした効果が感じられ、手放すこ
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とができなくなりました。そのサングラスはちょうつがいの部分

に金具が使われていたので、心配でした。私は金属製品を身体に

近づけると筋肉痛などの症状が出るからです。そのサングラスを

かけると、金属部品のあたりにピリピリと刺激がありましたが、

小さな症状ですみました。目の痛みを軽減する効果はそれをしの

ぐほど大きいものでした。 

 

○本格的なメガネをつくる 

 １ヶ月ほど１００円の眼鏡の効果を実感した後、私はもっと標

準的なデザインの眼鏡をつくることにしました。普通の眼鏡のよ

うなデザインであれば、どこにでもかけていくことができます。

眼鏡店に行って、フレームがプラスチックのものを探していると、

店員さんがオールメタルフリーのものを紹介してくれました。こ

れはフレームの軽量化のために開発された製品だそうです。ちょ

うつがいの部分にも金属を使っていないので、私にとってはまた

とない最適な製品となります。化学物質過敏症の私にとっては、

眼鏡の素材に対するＣＳ反応もチェックしなければならない点で

す。眼鏡店には様々な製品が置いてあり、店内の建材や空調から

発散される化学物質もあります。私は眼鏡のサンプルの匂いをよ

くかいで体への反応を調べましたが、はっきりとした有害性は感

じられなかったので、注文することにしました。後はつくってみ

て、長期間使っていくときの影響を確認するしかないようです。 

 私はできれば透明のレンズにしたかったのですが、色つきのも

のでないと光の刺激を抑えられないかもしれない、とその点も気

がかりでした。ＵＶカットの透明レンズのサンプルを借りて、目

への作用や物の見え方を試してみました。ＵＶカットレンズを通

した方が視界のぎらぎらとした刺激が減り、目の負担が減るよう

に感じました。それで、グレーのフレームと透明なＵＶカットレ

ンズの組み合わせで、おとなしいデザインの眼鏡を作ってもらう

ことにしました。 

 １週間ほどで注文した眼鏡はできてきました。幸い、眼鏡のプ

ラスチックなどにＣＳ反応を起こすこともなく使うことができま

した。この眼鏡をかけると、視界のギラギラした刺激が減り、も

のを見やすくなります。それまでは外界の事物をじっと見つめよ

うとすると目に強い痛みが走るので、目をそらすように、焦点を

ぼやけさせてみていました。この眼鏡をかけると、ものに焦点を

合わせてはっきりと見ることができるようになりました。目の痛

みが格段に楽になりました。夜寝ているとき以外は常にかけるよ

うになりました。 

 この眼鏡は紫外線を防いで、目の負担を減らしてくれます。そ

れに加えて、私は体感で、この眼鏡は携帯電話などの電磁波も防

いでくれているように感じました。電磁波に詳しい人に相談して

みると、ＵＶ眼鏡が紫外線を反射するしくみはいくつか種類があ

るようですが、中には通信電波を反射する作用を持つものもある

のではないかということでした。 

 眼鏡をかけて携帯電話の中継アンテナの近くに行ったとき、ア

ンテナからの電磁波が前方から来る場合には、眼鏡がその刺激を

反射して防いでくれるようです(図１８)。アンテナが背中側にあ

るときは、後方から来た電磁波の波が、眼鏡のレンズの内側に反

射するようで、ときどきギラッと強い痛みが走ることがあります。
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電磁波の発生源とレンズの角度によって、反射する角度が決まる

ので、常に刺激があるわけではないのですが、ちょうど角度があ

ったときに刺激が目に刺さるようです。（図１９） 

  
                    図１８               図１９ 

 

 １年後に同じメーカーでリムレスの眼鏡をつくりましたが、こ

れは強い刺激があって使えませんでした。リムレスなので、レン

ズを接着剤でつけているのだそうです。この接着剤が私にはよく

なかったようです。眼鏡は高い買物なので、はずれると経済的に

厳しいです。１つでも使える眼鏡ができてよかったです。 

 

○ゴーグル 

 目の痛みが強いときは、ＵＶカット眼鏡の上から、さらにＵＶ

カットのゴーグルをかけて二重にしました。かなり楽になります。

ＵＶカットのゴーグルはホームセンターで作業用に売っていたも

のです（写真１３）。二重にするとパソコンの画面を短時間だけな

ら見られるようになりました。それまでは強い目の痛みが出て、

見ることができませんでした。 

     写真１３ 

 

 ゴーグルは側面からの紫外線なども防いでくれるので、保護効

果が高いようです。さらに、ホームセンターで色つきのゴーグル

を買ってみました。日差しや刺激の強いときサングラスとして使

え、目の負担をさらに軽減する効果があるのではないかと考えた

のです。しかし、このゴーグルは素材自体に目の痛みを感じて使

うことができませんでした。化学物質が原因なら干すことで刺激

を軽減することができるはずです。２年ほど直射日光下で干して

いましたが、刺激が減ることはありませんでした。私はＵＶカッ

トや電磁波シールド用の素材に対して、金属製品と同じような反

応を起こすことがあるので、それが原因かもしれないと思いまし

た。その後、晴天時用に１００円ショップで色の濃いサングラス

を買ってみましたが、それもプラスチックへの反応なのか、目が

痛くて使えませんでした。私の場合、反応を起こす物質が数多く

あるので、はじめにつくった眼鏡は運良く使えて、本当にラッキ

ーだったと思います。 

 

○症状の変化 

 ２００７年頃から、私のＣＳ・ＥＳは様子が変わりはじめ、理
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由ははっきりとはわからないのですが、透明レンズの眼鏡をかけ

ると、かえって目の痛みが強まるようになってきました。この眼

鏡はかけることができなくなってしまいました。その後は、一番

はじめに（２００２年１２月）お試し用に買った１００円ショッ

プのサングラスを外出時だけ使うようにしています。色がついて

いるので、まぶしさを防いで楽です。 

 ２００７年頃からの変化については原因を探るのに何年もかか

りましたが、どうやら中国大陸からの黄砂や大気汚染の到来が関

わっているように感じられます。この点については、後の章「黄

砂・越境大気汚染」で詳しく書きたいと思います。 

 

◇パイプ椅子 

 パイプ椅子に座ると、パイプの部分がちょうど太ももの後ろ側

にあたり、そこからビリビリと刺激が来て座っていられません。

全身がだるくてしかたがなくなるので困りました。私は月１回趣

味のサークルに参加していましたが、そこの椅子はみんな金属フ

レームのものばかりでした。その会合は会員の自宅の施設で行っ

ていたので、お願いして、私専用の木製の椅子を置かせてもらう

ことにしました。それに座ると金属製のものよりずっと体が楽で

す。木製品の匂いが少し気になりますが、金属製のものより格段

に楽になりました。 

 ２００８年の春に、東京で行われる会合に出ることになりまし

た。このとき会場の会議室はすべてパイプ椅子だというので、私

は段ボール製の折りたたみ椅子をつくって持っていきました。座

り心地はよくないですが、パイプ椅子よりはずっと楽でした。 

◇照明の傘 

 ２００２年に引っ越した家では、プラスチックよりも化学物質

の発散が少ないだろうということで、金属製の電灯の傘を購入し

ました。それを設置している部屋にいると目の痛みや頭痛、全身

の痛みを感じました。原因がしばらくはっきりしなかったのです

が、照明と自分の体の位置関係を観察していくうちに、電灯の傘

が原因であることがわかりました。照明に頭を近づけると特に頭

痛が強くなります。傘は円錐形をしていたので、パラボラアンテ

ナのように電磁波を集めていたのだと思います。金属製のボール

を使っていたときに起きた症状と似ていました。この傘をはずし

たら、頭痛などの症状が軽くなりました。金属製の傘の代わりに

プラスチック製のものを探しましたが、よいものが見つからなか

ったので、傘なしの裸電球のまま使うことにしました。 
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ｃ．シールド 

 電磁波対策としてシールドもいろいろ試してみました。化学物

質の対策がビニールで覆うことで有効なのだから、電磁波だって

覆って害をなくす方法があるはずです。 

 

○シールドクロス 

 私が携帯電話に過敏なことを知って、夫の友人が電磁波シール

ドクロスを送ってくれました。そのクロスは銀の繊維を織り込ん

であるものでした。これを頭に巻くと有効だということです。し

かし、私はクロスの金属臭に具合が悪くなってしまい、使うこと

ができませんでした。 

 電磁波過敏症について調べてみると、アルミ箔を帽子の中に入

れて頭を覆い、電磁波を防ぐ方法が紹介されていました。しかし、

私はアルミ箔自体に強い目の痛みを感じていたし、金属と接触す

ると痛みを感じていたので、そのような方法をとることはできま

せんでした。ＯＡエプロンなども「体の一部だけを覆ったところ

で効果があるのか？」と疑問を投げかける声が多くありました。

スウェーデンの携帯電話会社の社員だったパー・セガベック氏は

携帯電話の電磁波によって過敏症となり、制限の多い生活を強い

られています。氏はスチール製の部屋に住み、外出するときは電

磁波防護服を着ます。それは宇宙服のような防護服でした。効果

的に電磁波を防ぐには、やはり体の一部を覆うだけではなく、そ

のくらいの重装備が必要なのだと思い起こさせてくれます。 

 

 

○シールド小屋 

 携帯電話の電磁波強度が強くなったときのつらい症状を抑える

ためにシールド小屋のようなものをいくつか試してみました。は

じめにやったのは、ステンレス金網を使ったシールド小屋です。

幅９０ｃｍのものを数ｍ買ってきてつくることにしました。まず

この素材でペンケース大の箱を作り、そこにＰＨＳの電話機を入

れます。(図２０) そして、自宅の固定電話からかけます。つな

がりません。うまいぐあいにシールドされているようです。次に

９０ｃｍ幅の大きな金網を縦に巻いて、円筒形をつくります。上

下を網で覆ってその中に私が入ります。そうして効果を見てみる

ことにしました。（図２１） 

  

                図２０                    図２１ 

 

 まずはじめにＰＨＳの端末を中に入れて、家の電話からかけて

みます。…つながりました。少しでも隙間があるとダメなようで

す。金網同士の継ぎ目がすかないように、よく押さえて再び電話
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してみました。今度はつながりませんでした。成功です。そして

次に私が中に入りました。上に網をかぶせてもらって、よく押さ

えます。すると、それまで全身をしばっていたような圧迫感が消

え、みるみる体が軽くなったのです。すばらしい！と思うと同時

に、本来なら体はこのくらい軽いはずなのに、電磁波の影響でふ

だんはあんなに強い筋肉痛が起きていたのかと思うと、何とも言

えない気持ちになりました。私は１０分ほどその小屋に入ってい

ましたが、だんだん頭痛がしてきました。金網の金属の匂いが気

持ち悪くて吐き気がします。いくらがんばってもこの匂いは１０

分が限界だと思いました。体は軽くなったけれど、別の反応が現

れてきてしまいました。 

 金属の匂いが立ちこめているということは金属の成分が発散し

て鼻の粘膜に到達しているということです。これもＥＳ的によく

ない効果を及ぼしているように感じました。フラフラになったの

でいったん外に出て、働かない頭で考えてみました。外に出た途

端、またあの重苦しい筋肉痛が戻ってきてしまいました。 

金網を加工するときや出入りするときに金網の端で手足を傷つけ

てしまい、そこが赤く腫れてしまいました。かゆみもあります。

じんましんのような症状で、金属アレルギーを起こしたようです。

そしてこの日からピーナッツを食べるとじんましんが出るように

なり、食べられなくなってしまいました。金属臭の問題やアレル

ギーの問題・・・乗り越える課題はたくさんあるようです。いっ

たん金網によるシールド作戦はやめにしました。金網にさわるこ

とでアレルギー症状が出ることが怖かったからです。 

 

○シールドルームづくり 

 金網実験の痛手から立ち直り、次に試したのがスチールラック

を使ったシールドルームづくりです。これは鉄板を粉体塗装した

スチールラックを材料として使うもので、塗装してある分、金属

のにおいを抑えることができます。これを組み合わせて箱状のも

のをつくりました（写真１４）。 

    写真１４ 

まだ途中でしたが、いったん中に入ってみると、隙間から光が漏

れているのが見えました。ここをふさぐ必要があります。アルミ

箔やアルミテープはそのものに強い目の痛みを感じるので使えな

いでしょう。アルミテープは粘着剤によるＣＳ反応の心配もあり

ます。また、完全に密封すると暗いし、息ができなくなるので、

一部を金網で覆う必要があります。金網はステンレスむき出しの

ものだと、二の舞になるので、ビニールで被覆したものを使えば

よいと思いました。ホームセンターに見に行きましたが、被覆し

た金網からは、何ともいえない化学臭・金属臭がしてします。（機

械油のような匂いです。）使えるものが見つからず帰ってきました。

その後、完成に向けてあれこれいじっていたのですが、その中で

感じたことは、金属製品に長く接していると、様々な症状が出て
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きて具合が悪くなるということです。金属の板や部材そのものが

ビリビリと刺激を帯びており、それを見たりさわったりすると痛

みが起こります。そうしているうちに金属によってシールドしよ

うとすると、その金属自体に反応してしまうということに気づき、

対策方法を根本的に見直す必要に迫られたのです。スチールのシ

ールドルームは解体され、元のスチールラックに戻り、その後も

棚として使用されることになりました。この試みは失敗に終わり

ました。 

 

○金属板による遮蔽 

 携帯電話のアンテナによる反応を見ていると、鉄筋コンクリー

トや金属壁の建物の陰に隠れると症状が和らぐような感じがあり

ます。特に電磁波が強い場所（大通など）にいったときには、こ

ういった建物の陰に隠れて、直接電磁波を浴びないようにすると、

症状が和らぎます。建物が電磁波を遮蔽してくれるからだと思い

ます。まるでついたてか屏風のように遮ってくれます。光源の前

についたてを置くとまぶしくなくなるのと同じです。しかし、つ

いたての裏側は薄暗くなりますが、真っ暗にはなりません。少し

ずつ光が回り込んでつい立ての裏側にも到達するからです。携帯

電話の電磁波もこれと同じで、建物の裏側にまで回り込むのでし

ょう。体への影響は残ってしまいますが、それでも直接浴びるよ

りは楽だと感じました。 

 私の家は携帯電話の中継アンテナから１００ｍのところにあり

ましたが、家の一部が隣家の陰になっています。（図２２・２３） 

ほんのわずかな“陰”でしたが、ここにいると楽でした。我が家

は木造で壁はモルタル造りでしたが、隣家は防寒のため外壁全体

を鉄板でサイディングしていました。この金属が遮蔽材になった

ようです。私は１階の自分の部屋のベッドを、この遮蔽された空

間に置いてみました。ほんのわずかなスペースしかないので、ベ

ッドを斜めに置く羽目になってしまいましたが、こうすると楽で

す。私はスチール製のベッドを使っていたので、そのため全身の

筋肉が痛くなっていたのですが、こうやって建物の陰になると楽

でした。 

 

 図２２ 
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                         図２３ 

 

○ＥＳ症状が悪化 

 ２００６年頃からワンセグ機能の携帯電話が出るようになり、

他にもネットを見たり使い放題のプランが出たりと、通信環境が

変化してきました。通話やメール以外にも長時間携帯電話を使う

利用者が増えてきました。それに伴い、私のＥＳ症状も強まって

きたように思います。 

 それまで人混みに行ったり、公共交通機関を利用することも何

とかできていましたが、２００７年頃には難しくなってきました。

そして、家にいるときもそれまでとは違う全身の筋肉の痛み・だ

るさ・頭痛が出るようになり、生活がつらくなってきました。そ

れまでは家事をしたり、ＣＳ対策を行ったり、だるさがある中で

も何とかこなしていたのですが、２００７年頃からちょっと体を

動かすのもつらくなり、家事も滞りがちになってきました。化学

物質の影響は次々と訪れてくるので、そのたびにきちんと対策し

ていかなければならないのですが、どうしても体が動かず、対策

できないことが多くなってきました。また、家事もＣＳ仕様とな

っているため、一般の人々より手間のかかることが多く、それが

次第に滞ってくるようになりました。例えば、私は洗濯機の匂い

やカビが苦手で、洗濯をすべて手洗い（浴槽で足踏み洗い）で行

っていましたが、これは体力のいる作業なので、次第につらくて

たまらなくなってきました。我が家では浴槽がステンレス製だっ

たので、金属に過敏な私にとっては、これもつらかったです。浴

槽の中で手足を使いながら洗濯するのですが、足がステンレス面

に触れているだけで、ビリビリと上がってくる刺激を感じ痛くな

ってしまいます。ステンレス浴槽の形状は、金属板が凹面になっ

ており、身をかがめると電磁波の影響を強く感じました。夏場は

蒸気が充満して、それだけで体力を奪われます。冬場は暖房を充

分に使えないので、氷点下となった浴室で洗濯をしていました。

体を動かすたびに全身に痛みが走るようになったのも、この頃で

す。それで、用事があっても体が動かず、一日中、座っているか

寝て過ごすことが多くなりました。また、大変疲れやすく、外出

した後は２～３日だるくて活動できないことが多くなってきまし

た。外の世界も電磁波の量が多くなってきたためと思います。 
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 ２００８年になると、電磁波環境ばかりか、ＣＳやアレルギー

の面でも住環境は悪化していきました。気候の変化により、札幌

の夏の湿度は年々上がりはじめ、古い木造の家はカビの発生が多

くなってきました。また、近所に大きな自然公園がオープンし、

そこで使用する殺虫剤や除草剤も大きな影響を及ぼしました。他

にも様々な要因が重なり、最終的には家に住み続けることが難し

くなりました。引越せざるを得なくなってしまいました。 

 

○鉄筋コンクリートの建物 

 私はそれまでの観察で、木造の建物より鉄筋コンクリートの方

がずっと体が楽なように感じていました。引越先は鉄筋コンクリ

ート製の建物にしようと決心しました。私たち夫婦は２００９年

から札幌市内で小さな会社を経営しています。そのオフィスが鉄

筋コンクリート製のマンションの中にあり、そこにいると体がと

ても楽に感じます。ＣＳ的にはいろいろと問題のある場所でした

が、ＥＳ的にはよかったのです。オフィスにいると、体が軽く動

きやすくなるのを感じました。２００９年の１２月には、毎年恒

例の年末ＥＳ期間のため、頭痛・筋肉の痛み・目の痛みが増しま

したが、会社の事務所にいるとかなり楽でした。仕事が終わって

家に帰ると、いつもの全身の痛みや頭痛に見舞われてしまいます。 

 鉄筋コンクリートの壁は、電磁波を遮蔽して室内に入れない効

果があるようです。しかし、問題となるのは窓です。ガラスは通

信電波を透過させてしまいます。私の会社がある建物は、防火基

準の指定地域に建っているため、窓ガラスに飛散防止の鉄線が格

子状に入っています。格子の間隔は約１．５ｃｍくらいです。こ

れが窓から入る携帯電話の電磁波をうまく防いで室内に入る電磁

波量を減らしているようでした。 

 室内にいても携帯電話は通じるので、完全に遮蔽できているわ

けではないのですが、屋外よりも、木造の建物内よりも、格段に

電磁波量が少ないようでした。会社では、マンション内の同じフ

ロアに２部屋事務所を借りています。コードレスフォンで実験し

てみましたが、それぞれの部屋に親機と子機を置いて電話を受け

てみると、親機からの電波が別の部屋の子機に届かないことがあ

りました。鉄筋コンクリートの壁、鉄線の入った窓、鉄製の厚い

ドア、これらがシールドとなって、電波のやり取りを防いでいる

ようです。電磁波対策として有効な部屋だと思いました。 

 

○ついに引越 

 引越先として、同じような条件の建物を探せばいいと思いまし

た。２０１０年の春頃から引越を強く意識していたのですが、体

調が思わしくないこともあり、なかなか進みませんでした。そん

な中でも住んでいる家のＣＳ・ＥＳ環境はどんどん悪くなってい

きます。２０１０年の秋頃に限界を感じ、引っ越すことを決意し

ました。物件を決めるのは難しかったです。いくら下見をしたか

らといって、実際に住んでみたらどんな不具合が出るのかわかり

ません。結局少しでも内部を知っている方が有利だということで、

会社の事務所が入っているマンションに引っ越すことにしました。

夫は初めこの引越先に反対でした。というのは、このマンション

は単身者向けのワンルームマンションで、家族で住むようにはで

きていなかったからです。同じ仕様のファミリー向けマンション
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を探していたのですが、どうしても間取りが大きくなると、一部

屋くらいは和室が入ってきてしまいます。私の場合、畳によるＣ

Ｓ反応はあまりに強く、住居内に一部屋でも畳の部屋があればア

ウトです。もう迷っている時間はないということで夫も納得し、

ワンルームマンションに引っ越すことになりました。夫と私とそ

れぞれワンルームを１つずつ借ります。バタバタと慌ただしい引

越準備の末、２０１０年の１１月下旬に私たちは引っ越しました。

（引越の経緯については後に独立した章を設け、記述する予定で

す。） 

 ＣＳ的にはずいぶんと対策が必要であり、今でもまだ解決でき

ていない部分もありますが、ＥＳ的には予想していたとおり、体

調は格段によくなりました。１日ぐったり過ごしていたのが、体

が軽くなり動きやすくなりました。それまでこなしきれなかった

家事がだんだんできるようになってきました。頭痛や目の痛みも

軽くなり…前の家では限界を感じていたので、本当に救われたと

思いました。 

 

○自作のシールド板（窓用） 

 私が借りた部屋は角部屋で、ベランダ側の窓には鉄線が入って

いますが、もうひとつの小窓には入っていません。この窓からの

電磁波の侵入が体につらいので、ここをシールドすることにしま

した。着脱できるシールド板をつくりました。 

 

 

 

－つくりかた－ 

（窓枠の大きさ：約１２００ｍｍ×６００ｍｍ、窓枠は金属製） 

 

材料： 

角材（５×１４×１８００ｍｍのもの）２本 

車の窓に貼るＵＶカットシート 

ビニール袋（４５リットルのもの）２枚 

ホチキス 

木工用ボンド 

 

①１８００ｍｍ長の木の棒を１２００ｍｍと６００ｍｍに切り離

す。（のこぎりがなかったので、カッターを使いました。） 

 

②それを四角の枠に組んで、木工用ボンドで接着する。補強のた

めにホチキスで留める。（図２４） 

 

③ＵＶカットシートを枠の大きさより大きめに切ってホチキスで

貼っていく。そのとき裏に折り込むようにする。（側面も覆う）（図

２５） 

 

④全体をビニール袋で包んで木材の成分の揮発を防ぐ。ホチキス

の錆も防ぐ。できあがり。 
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 図２４ 

 

 図２５ 

 

 シールド効果のキモとなるＵＶカットシートですが、２００３

年に車のスモーク系シートが携帯電話の電磁波をシールドできる

ことを発見していました。このとき住んでいた家の窓に、スモー

ク系シートを貼ったりしました。（木造だったので壁は素通しだっ

たし、窓の一部だけに貼ったので、あまり効果を感じられません

でした。）今回シールド板をつくるに当たって、新たにＵＶカット

シートを買ってきました。今度は家の窓用の物で、透明度の高い

のを買いました。シールド板をつくる前に、このシートで携帯電

話を覆ってみて、本当にシールドできるかを実験しました。 

 

－実験手順－ 

１．まず、フタ付きの缶に夫の携帯電話を入れて缶のフタを閉め

る。家の電話から携帯にかけてみる。→結果：つながらない。シ

ールド成功。 

 

２．次に缶のフタを開け、携帯電話を入れ、缶の上部をＵＶカッ

トシートで覆う。家の電話から携帯にかけてみる。→結果：つな

がらなければシールドは成功。つながればシールドは失敗。 

（＊携帯電話がつながると私の体には危険なので、夫が缶の部屋

にいる役、私が別の部屋から電話をかける役をしました。） 

 

 この方法で実験しましたが、透明ＵＶカットシートは、携帯が

つながりシールドは失敗しました。このシートは返品して、次に

車用のミラー仕様のＵＶカットシートを買ってきて同様に実験し

ました。これも携帯がつながりシールドは失敗。しかたがないの
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で、２００３年に買ったＵＶカットシートの切れ端を出してきて、

同じように実験してみたところ、今度は携帯がつながらずシール

ドが成功しました。 

 そういうわけで、このシートの切れ端をいくつか貼り合わせて、

６００×１２００ｍｍより少し大きめのシートを作り、枠に貼り

付けたのでした。こうしてシールド板は完成しました。これを窓

に重ねて設置すると、室内のＥＳ環境がよくなり、頭痛や体の痛

みが減ります。窓に密着させるために、テープで貼る予定でした

が、上下のサイズが偶然にも窓枠にぴったりなので、ググッと押

し込むとちょうどいい具合に密着してくれます。 

 このシールド板をつくる前は、応急処置として窓にアルミ箔を

貼っていました。そのままむき出しで貼るとアルミ箔から発散し

ている何らかの成分（金属の匂いがします）に反応してしまうの

で、アルミ箔をビニールで包んだものを貼っていました。これも

きちんと電磁波を防いでくれますが、光の透過性がないので、部

屋が暗くなります。車用のシートの場合は、部屋が若干暗くなり

ますが、光を透過するので、完全に暗くなることはありません。 

 夏になって窓を開ける季節になると、会社の事務所も私の部屋

もシールド効果がなくなります。実際、引越後の２０１１年の夏

に窓を開けて１日事務所にいると、頭が痛くなってしまいました。

自室のシールド板のつくりかたで、針金を網状に張り巡らせた風

通しのよいシールド板をつくれないかと検討中です。針金は金属

の匂いがしないように、ビニールで被覆されたものを使う予定で

す。 

 

 以上、携帯電話による電磁波過敏症について書いてきました。 

 


