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第２章 電磁波過敏症（年末年始） 

 

 年末年始は一年でもっとも電磁波過敏症（ＥＳ）が悪化する季

節です。カレンダーが１２月に変わったあたりから、人々の外出

が増え、街中が人で賑わいます。働いている人々も、年内に仕事

を終わらせるために活発に活動する時期です。携帯電話の使用量

が増加します。そのため、私の体感では、外界の電磁波量が増し

たように感じ、ＥＳ症状が強く出ます。症状は、頭痛、全身の筋

肉の痛みと圧迫感、目の痛み、視界のちらつき・点滅、食欲不振、

不眠です。特に年が明けてからは、ニューイヤーコール、年賀メ

ール、初詣、初売りなど、携帯電話の使用量が社会全体で増加す

るようで、症状が格段に強くなります。全身の圧迫感は、深い海

の底に潜って水圧で押されているような強い圧力で、全身を締め

つけられるような苦しさがあります。腕や足、首、肩などは、誰

かにつかまれて押さえつけられているような痛みを感じることが

あります。全身の筋肉が萎縮していて、そのため呼吸筋や内臓筋

がスムーズに動くことができず、呼吸が浅く、消化機能が低下し

たように感じます。常に息苦しく、食べても消化できない感じが

あります。そして、視界の点滅は、まるでフラッシュライトの点

滅を見続けているような衝撃があり、目がくらまされて、何が何

だかよくわからなくなります。この光の明滅と頭痛のため、夜は

ほとんど眠ることができません 

 

 期間中の症状の移り変わりをグラフで表現してみました。 
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年末年始ＥＳ症状グラフ（２０１１年頃） 

 
 カレンダーが１１月末日から１２月１日に変わると、それまで

より症状が強くなった感じがあります。１２月第１週は高め、特

に土日は年末の買い物客が増えるためか、症状が強くなります。

１２月の第２週、第３週は、１週目より少し軽い印象。そして、

２３日の天皇誕生日、２４日のクリスマスイブの前後にぐっと強

まって、２６日以降は少し収まります。企業や官公署が年末休み

に入る１２月２９頃からまた強まってきて、大晦日は１２月でも

っとも症状が強い日です。年が明けた１月１日午前０時に一気に

強まる感じがして、それは午前２時頃くらいまで続きます。朝５

時までには少し落ち着いて、１月１日の昼間にまた高まります。

三が日は形状しがたい激しい苦しみに見舞われます。１月４日は

少し下がりますが、仕事始めの日であり、まだ高め。１月７日頃

からいったん下がってきますが、成人の日の３連休には、また苦

しみが戻ります。３連休が終わると、通常の期間より少し高めで

すが、ほぼ普段通りに戻ります。１ヶ月の長きにわたるＥＳ増悪

期間です。すでに１２月中でかなり苦しいのに、年が明けるとそ

の何倍にも何十倍にも症状の強さが跳ね上がる感じがあり、追い

打ちをかけられます。今こうして思い出してみても、恐怖が募り

ます。 

 この１年でもっともＥＳが悪化する時期に、どのように苦しみ

を回避し、軽減させるのかということが、毎年の課題となってき

ました。２０００年頃から年末年始の体調悪化を自覚するように

なってきました。２００３年、２００４年には、それをはっきり

と自覚するようになり、２００５年からは、電磁波の少ない場所

に避難するようになりました。２００２年から記録が残っている

ので、年ごとの症状や対策法を振り返ってみたいと思います。 
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       〔１〕２００１～２００２年 

年末年始のＥＳ症状を自覚 

 

 この頃は現在より電磁波の強度が小さかったため、主に悩まさ

れたのは、年明けの症状でした。２００１年大晦日の年越しカウ

ントダウンの後、２００２年午前０時になってみると、頭にパー

ンとはじけるような強い衝撃が走り、そのままベッドに倒れ込ん

でしまいました。それから午前５時までの記憶がありません。５

時に意識が戻ってみると、頭全体を強い頭痛が覆っていました。

とても起き上がれないような頭痛です。午前８時頃、頭痛はさら

に強まってきましたが、夫と一緒に初詣に行くことになっていた

ので、無理して起きて出かけました。この年は、まだ元日に出か

けることができていました。 

 

          〔２〕２００２～２００３年 

初売での惨事 

 私たちは、２００２年の５月に仙台から札幌に引っ越してきま

した。札幌で初めての年越しです。仙台では、１月２日まで初売

りが解禁されていませんでしたが、札幌では１月１日から初売り

をやるといいます。それで、「これは珍しい」ということになって、

大きなスーパーマーケットに出かけて行ったのでした。店内はす

ごい人混みでした。「これも正月の風物詩ね」なんて言いながら、

店内を見て回っていましたが、そのうち、お腹にパーンとはじけ

るような衝撃が走り、次の瞬間、強烈な痛みに襲われ、その場に

うずくまってしまいました。自分の体に、大変な異変と危険を感

じたために、私は夫に言って、すぐに家に帰ることにしました。

うまく歩けないので、夫に手を引かれて、前屈みでそろそろと進

んでいきましたが、痛みはますます強くなっていきました。私は

駐車場の車の中に押し込まれるように乗り込みましたが、この辺

りから意識がもうろうとしてきました。のちに夫が聞かせてくれ

たところによると、私は大きな声でうめきながら、後部座席で転

げ回っていたそうです。夫は血の気が引いて、生きた心地がしな

かったと言います。「救急車を呼ぼうか？」の声に、「ここから離

れれば、良くなるはずだから！」と叫んだのはよく覚えています。

原因が混み合ったスーパーマーケットであることがわかっていて、

離れれば症状が治まるはずだと考えたのです。「どうか治まってほ

しい」と祈るような気持ちでした。しかし、混み合った駐車場は、

長蛇の列でなかなか進みません。永遠とも思われる時間が過ぎ、

車が駐車場を出て走り始めたとき、少しだけ希望が見えた感じが

しました。そして、車が交通量の少ない閑散とした田舎道まで来

たとき、私の腹痛は少しずつ少しずつ治まっていったのです。私

の激しいうめき声がやんだので、夫は安心したようでした。私は

苦しみから解放されて、ただただひたすら疲れていました。私た

ちは初詣の予定を取りやめて、家に帰りました。 

 それまでも年明けには強い頭痛などを経験しており、年末年始

に問題があることはわかっていましたが、本当に危険を認識した

のは、このときからです。元旦に人混みに行くなどという危険を、

二度と冒すまいと決心しました。この年は、三が日は頭痛がして

いましたが、その後に、通常の状態に戻りました。     
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         〔３〕２００３～２００４年 

自宅で過ごすのは限界 

 前年に強い腹痛を経験しているので、年末から身構えていまし

た。前の年同様、年明けの瞬間にはじけるような衝撃と頭痛があ

り、寝込んでしまいした。三が日は、前年よりずっと症状が強く

感じられました。視界の点滅を強く意識したのがこの年です。本

を読んでいましたが、点滅が強く、行を目でうまく追うことがで

きません。頭全体を圧迫されるような強い頭痛があって、座って

いるのもつらく、横になってしまいます。 

 自宅の近くには神社があって、初詣客でにぎわいます。夫が様

子を見に行ったところ、２００～３００人の参拝客が行列をつく

っており、それぞれの人が手持ちぶさたそうにしていたり、携帯

電話をいじったりしていたそうです。神社にいる人たちが携帯電

話を使った場合、私の家から１００ｍのところにある中継アンテ

ナが電磁波を送受信することになるので、家にいる私にも影響が

出ているようです。中継アンテナは当時、一番大きなシェアを占

める大手携帯会社のものだったので、それだけ通話量も多そうで

した。この行列は夕方まで続き、少しずつ数を減らしながらも、

３日間続きました。この期間は大変な苦しみで、「来年からは、と

ても家にいることはできない、避難が必要だ」と思わされた年で

した。 

 

 

 

 

       〔４〕２００４～２００５年 

洋上のお正月 

 ２００４年の１０月頃から、年末のことを考えると、全身を焼

かれるような強い恐怖心を感じていました。２００４年の正月の

ような体験は、二度としたくなかったから、「何とか難を逃れる方

法を考えなければ」と思うのですが、恐怖に心が凍りついている

ようで、前向きに進めないような心持ちでした。 

 札幌市内のように住宅が密集しているところにいれば、携帯電

話を使用が増える年末年始には、地域全体で相当な電磁波量とな

ります。建物がまばらな田舎や過疎地に行けば、それを軽減でき

るはずです。道東のオホーツク海沿岸や、阿寒湖などの奥地に行

けば、そのような環境に身を置くことができるかもしれません。

私は北海道の地図を見ながら、思いを巡らせました。 

 

 新年をホテルや旅館で迎える「年越しツアー」のプランが旅行

会社から出ていたので、それを検討してみることにしました。そ

んな中で、新聞の広告が目に飛び込んできました。「船上で迎える

お正月・初日の出ツアー」。船で沖合に出てしまえば、携帯電話は

通じなくなるかもしれない、そうすれば、電磁波による症状を起

こさなくて済みます。夫に相談し、旅行会社に問い合わせてみる

ことにしました。 

 旅行会社の担当者の説明によると、 

○航路は苫小牧を出港して、室蘭沖まで航行する 

○沖合数ｋｍ～数十ｋｍのところを航行 

○実際には初日の出が見やすいところ（雲の少ないところ）を探
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して航行するので、ルートは確定していない 

○船内は携帯電話が通じるが、年配の参加者がほとんどなので、

実際の使用者は少ないはずということでした。（注：この原稿を書

いている２０１１年現在は、すでに高齢者の大半が携帯電話を使

用していますが、２００４年当時は、まだあまり普及していませ

んでした。） 

         航路 

 私は考えてみました。１２月３１日～１月１日の１泊２日、参

加人数は４００名、年配の人が多く、携帯電話の使用率は少ない。

４００名が乗る船の中では、携帯の電磁波の影響は受けますが、

船外は数ｋｍ以上にわたって無人となります。それに対し、当時

私が住んでいた住宅地は、家々が密集して、途切れることがなく

続いています。地図を見ながら計算してみると、私の家のある区

画には、１００ｍ四方に約６０軒の住宅が並んでいます。携帯電

話の中継アンテナ１つの圏内が１ｋｍ四方とすると、その中には

約６０００軒の家が存在することになります。５００ｍ四方で計

算すると、１５００件くらい。１件あたり平均２人が暮らしてい

るとすると、１ｋｍ四方では、１２０００人。５００ｍ四方では、

３０００人。しかも船上とは違って、切れ目なくさらに住宅が続

いていきます。 

 別の方法でも計算してみました。おおざっぱな計算方法ですが、

札幌市の人口は約２００万人。地図を見ると、住宅密集地は直径

約２０ｋｍの範囲に収まっています。人口を面積で割ると、１ｋ

ｍ平方あたり６０００人くらい。誤差を考えても、１ｋｍ平方あ

たりの人口は、数千人～１万数千人ということになりそうです。 

 もし船上の旅行客と住宅地近辺の住人が同じ割合で携帯電話を

使うとしたら、そこから受ける影響は格段に違ってくるはずです。

しかも、旅行会社の人が言うには、参加者は高齢者が中心で、携

帯使用率が低いということです。このように考えてみると、船上

で過ごすのは、かなりのリスク軽減になると思い、このツアーに

参加してみることにしました。 

 泊まる船室は、「特等」にしました。料金は高かったですが、こ

れがＣＳ的に一番負担が少ないと判断しました。一番安い２等船

室は和室だというので、畳が苦手な私には難しいと思いました。

また、相部屋なので、他の客が使用する化学物質による反応も問

題となります。各部屋にテレビがついているので、ふだんから電

磁波過敏症のためテレビを見られない私にとって、それも問題と

なりそうです。１等の寝台も相部屋のようなもので、ＣＳ・ＥＳ

的に自信がなかったので、特等の個室をとることにしました。 

 

 １２月３１日の昼に札幌を出発し、苫小牧港までバスで６０ｋ

ｍ。バスの車内では携帯電話を使っている人はほとんどなく、症

状を起こさずに済みました。ＣＳ的にも耐えられるレベルでした。
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フェリーに乗船してから年越しまで、様々なイベントがあり、大

晦日の華やいだ雰囲気に包まれていました。にぎやかなイベント

に参加しながら、「こんな年越しも悪くないな」と思いました。 

 合間に船内を探検してみました。２等船室の和室は、実際に見

てみると、畳ではなく、カーペット敷きになっていました。畳よ

りはカーペットの方がＣＳ反応はずっとマシですが、各部屋には

テレビがつけっぱなしになっていたので、ここに泊まるのは難し

かったと思います。１等船室は、ＪＲの寝台車のような作りにな

っているところと、カプセルホテルのような作りのところがあり

ました。のぞいてみたら、どちらも建材の化学的な匂いがしてお

り、２等船室よりずっとＣＳ反応が強かったです。特等の個室を

選んでよかったと思いました。特等船室は船の先頭の方にありま

すが、２等船室は船尾の方にあります。体感では、船尾の方は燃

料の重油が燃えた匂いが強くしていました。煙突がどこにあるの

かわかりませんでしたが、排気が船の後ろの方に流れているよう

に感じました。この点でも船体の前方に部屋を取れたのは幸運で

した。 

 
 そして迎えた年越しの瞬間。イベント会場には２００人以上の

人が詰めかけ、みんなでカウントダウンをすることになりました。

年が明けた瞬間に全員がクラッカーを鳴らすことになっていて、

１人１つずつ配られました。私はクラッカーの火薬がＣＳ的にま

ずいと思い、一人身構えていました。司会の人が「カウントダウ

ンの練習をします」と言って、クラッカーを鳴らすタイミングの

練習をしたのですが、これだけ人がいると、何人かは練習の時に

鳴らしてしまいます。私はすかさずその人に声をかけて、使用済

みのクラッカーをもらいました。嗅いでみると、火薬の匂いがし

ます。１つだけだったら何とか耐えられるレベルだけれど、これ

が２００人となると・・・。私はカウントダウンが始まるまでは

会場にいましたが、クラッカーを鳴らす直前に部屋を出て、廊下

で新年を迎えました。会場からは次々と鳴らされるクラッカーの

音が聞こえてきて、私も会場のみんなと心を１つに合わせること

ができました。私の分のクラッカーは、会場に残った夫が代わり

に鳴らしてくれました。 

 そして、年が明けた瞬間のパーンとはじけるような衝撃と、頭

痛の到来を覚悟していたのですが・・・起こりません。０時５分、

１０分・・・と時間が経過していきましたが、私の体には異変が

起きません。まわりを見渡すと、船内の各所のソファでくつろい

でいる人たち、皆表情は新年を迎えた喜びに満ちていましたが、

ほとんど携帯電話を使っている人がいません。０時１５分くらい

になると、気持ちが落ち着いてきて、このツアーに参加して本当

によかったと思いました。家にいたら、きっと、とんでもない具

合悪さに襲われていたでしょう。 

 その後、初日の出の時間まで部屋で寝ることにしましたが、あ

まり眠れませんでした。部屋の家具や寝具にはＣＳ反応がありま

した。それと、船なので、レーダーを搭載していると思うのです
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が、そういったものに対するＥＳ反応を感じました。それでも、

地上にいて年越しするよりずっと楽で、少しずつですが、睡眠を

とることができました。 

 

 １月１日も新春イベントがあり、楽しい新年を満喫できました。

初日の出は、寒い甲板の上で、みんなでふるえながら拝みました。

とにかく凍えるような寒さでした。初日の出にあまり関心がない

夫は、朝風呂を浴びに大浴場に行きました。みんな甲板に出払っ

ているので、広い浴室を独り占めでき、しかも浴室の窓からはき

れいな初日の出が見えたそうです。暖かい浴室で、湯につかりな

がら初日の出を拝んだ夫が、４００人の客の誰よりも、良いご来

光を迎えることができました。 

 １月１日の午後に苫小牧で下船して、バスで札幌まで帰りまし

たが、家に帰ってからの２日間が、本当につらかったです。１月

３日まで、３が日はやはり携帯電話の使用量が大きいのでしょう。

強いＥＳ反応を起こしてしまいました。年越しの爆発的な症状は

抑えることができましたが、１月３日までの期間の症状をどう防

ぐかが、その後の課題となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

      〔５〕２００５～２００６年 

ビジネスホテルに避難 

 毎年のことですが、１０月になると、年末のことを考えて憂鬱

になります。２００５年には、前年の経験をふまえて、１２月３

１日～１月３日の期間に避難できる場所を探すことにしました。

自宅は木造でしたが、鉄筋コンクリートの建物の中では、ＥＳ症

状が軽くなるのを感じていました。そのため札幌市内であっても、

鉄筋の建物に避難できれば症状を軽くできるのではないかと考え

ました。観光客が泊まるようなホテルは、お正月の特別料金で高

くなります。ビジネスホテルに素泊まりするのであれば、価格が

ふだんと変わらない可能性が高い上、宿泊客も少なそうです。当

時はまだインターネットの情報が充実していなかったので、図書

館に行って札幌市内全域の電話帳を見ながら、ビジネスホテルを

チェックしていきました。どのホテルも当然、便利な場所にあり、

繁華街か駅に近いところばかりです。繁華街や人の集まるところ、

観光地、神社の近く（初詣で人が集まる）は何としても避けたい

場所でした。 

 札幌市内のビジネスホテルは、たいていが札幌駅付近か大通付

近にあり、他は、１件２件ずつ地下鉄駅の近くにあったりします。

そんな中で、北海道大学の周辺エリアにあるビジネスホテル群は、

状況が違っていそうでした。大学は年末年始には冬休み期間でお

休みだし、大学周辺に住んでいる学生たちも、故郷に帰省します。

このエリアは、繁華街もショッピングセンターもなく、お正月に

は閑散としていそうでした。このエリアのビジネスホテルを当た

ってみることにしました。電話帳でホテルをピックアップした後、
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実際に現地に行ってチェックすることにしました。 

 地下鉄南北線北１８条駅付近のビジネスホテルを見てみました。

地下鉄駅のすぐそばに何軒かホテルがありましたが、当時、私は

地下鉄直近の場所では、路線からの電磁波によるＥＳ反応を起こ

していました。症状は、頭痛・全身の痛みや重さ。（地下鉄による

ＥＳ反応は、携帯など通信電波によるＥＳとは違い、目の痛みや

視界の瞬きがないのが特徴です。）それで、少なくとも地下鉄から

２００～３００ｍ離れた場所にしたいと考えていました。 

 
 駅から北大方面に数百ｍ歩いていくと、大学そばのビジネスホ

テルが何軒かあります。ここが狙い目でした。ところが、期待し

ていた一軒は建物の屋上に携帯電話の中継アンテナが乗っており、

泊まれそうにありません。このアンテナはマンションなどに乗っ

ている通常のものより、大型のものでした。１２枚のアンテナが

寄り集まっているもので、体感では１０月の平日であっても、強

い刺激を感じました。このエリアの他のホテルも、このホテルの

近くに密集して建っています。アンテナが近すぎて、他のどのホ

テルも難しいと感じました。このエリアから離れて、東の方に歩

いていくと、一軒だけビジネスホテルがありました。周辺の電磁

波環境は良さそうです。しかし、ここでパンフレットをもらって

見てみると、個室にポータブルの石油ファンヒーターを置いてあ

り、この灯油の匂いにＣＳ反応を起こしそうです。他に暖房器具

がないようで、寒い冬にストーブを付けずに過ごすこともできな

いので、ここは無理だと思いました。 

 しばらく歩いて、今度は北１２条駅付近を見て回りました。こ

のエリアにあるホテルのうち一軒は、近くに携帯電話の中継アン

テナがなく、条件が良さそうでした。難を言えば、地下鉄の駅か

ら近すぎること、１２０ｍ先に小さな変電所があることでした。

しかし、この他に良い条件のところを見つけられなかったので、

ここに泊まってみることにしました。１２月３１日～１月３日の

３泊を予約しました。１２月３１日～１月１日の年越しは、ツイ

ンの部屋で夫と過ごします。１月１日～３日はシングルの部屋で

一人で過ごすことにしました。 

 いよいよ１２月３１日を迎えました。当時、私は自家用車にＣ

Ｓ反応を起こしていたため乗ることができず、移動は公共交通機

関を使うしかありませんでした。バスや地下鉄を乗り継いでホテ
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ルまで移動します。本来なら、自宅から地下鉄大通駅を経由して、

ホテルまで行くところですが、私は大晦日に、人通りの多い大通

駅に行く勇気がありませんでした。ひどい発作が起きれば、自分

の身に何が起きるかわからず、怖かったのです。 

 そのため、本来ならまずあり得ないルート、札幌市の西側にあ

る自宅から、市の北側を経由して行く方法にしました。バスに乗

り、地下鉄に乗り、バスに乗り、地下鉄に乗り・・・ホテルまで

２本のバスと２本の地下鉄路線を使います。恐ろしく時間がかか

りましたが、危険を回避するためにはこうするしか良い方法が見

つかりませんでした。 

 
 当時、軽油を燃料としたバスには乗れましたが、天然ガスを燃

料としたバスは、目の痛みが強く出るので乗ることができません

でした。どのバスが来るかは、乗る直前になるまでわかりません。

もし天然ガス車が来たら、一台やり過ごして次のバスを待たなけ

ればなりません。年末年始ダイヤで、ふだんよりバスの本数が減

っていたので、その場合は、待ち時間も長いものになりそうでし

た。１２月３１日に自宅からホテルに移動したときには、大丈夫

なバスが来たので、すんなりいくことができました。夫は、私と

は別に車でホテルに行きました。２人で合流して、チェックイン。 

 客室に入って、すぐに部屋のチェックを行いました。内装もほ

どほどに古く、何とか泊まれそうでした。部屋の冷蔵庫、テレビ

のコンセントを抜き、窓にアルミ箔を貼って電磁波の侵入を防ぎ

ます。アルミ箔の上をさらにビニールで覆って、アルミの匂いや

成分が発散するのを抑えます。こうして、窓をシールドしました。 

         窓のシールド 

 

 年越しの瞬間は大変緊張しましたが、あのはじけるような頭痛

の衝撃はなく、少し頭の中がザワザワとしただけで済みました。

本当にホッとしました。ホテルの廊下に出てみると、頭痛が強ま

ったので、部屋の中では、窓のシールドがよく機能しているよう

です。「避難は成功した」と思いました。 

 

 翌日、チェックアウトの時間に、夫は家に帰っていきました。
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私はツインからシングルの部屋に移動しました。ところが、この

新しい部屋に入ると、強い目の痛みを感じました。とても目を開

けていられないような痛みです。部屋の中の何に反応しているの

かわからず、悩みました。 

 窓を開けると、隣の建物がすぐに迫っており、ＦＦ式ストーブ

の排気筒から煙が出ています。すぐ隣の建物の人が灯油ストーブ

を焚いているようです。「目の痛みはこの排気によるものだろう

か？」と悩みました。とりあえず、窓にアルミを貼り、ビニール

を貼って、完全に窓を密封してみましたが、目の痛みは治まりま

せんでした。部屋の中に原因があるのかもしれません。室内を見

渡して、怪しいと思われるものを１つ１つビニール詰めしていき

ました。浴室は、寝室よりずっと目の痛みが軽かったので、寝室

側の何らかの物質が原因となっているようです。目の痛みのため、

だんだん思考力が落ちてきて、うまく物を考えられない状態にな

ってきてしまいました。焦れば焦るほど原因がつかめないような

感じになってきます。よく嗅ぎ分けてみると、どうやら部屋のビ

ニール壁紙が原因のようです。前日のツインの部屋では、壁紙は

古くなって、ところどころヒビ割れていましたが、この部屋では

真っ白な新しい壁紙が貼ってありました。目が痛いので、その日

は仕方なく浴室でずっと過ごし、１月２日になって、フロントに

部屋替えをお願いしました。何部屋か空き部屋があって、見せて

もらいました。入ったときの数分間で決めなければならないので、

緊張します。中に、目の痛みが少なく、壁紙も古そうな部屋があ

ったので、その部屋にしました。新しい部屋で、また窓のアルミ

シールドを作り直しました。 

 アルミを貼っているので、外の光が入りません。一人で暗い部

屋にずっとこもっていると、気持ちも閉塞気味になるので、とき

どき廊下や屋外に出ていました。１月１日以降は、大晦日よりず

っと電磁波の刺激が強いように感じました。客室にいても、すべ

ては防ぎきれていないようで、じわじわと迫ってくる症状があり

ました。なるべく安静にして、ゆったりと過ごすようにしていま

した。本を読もうとしたけれど、あまり頭に入りませんでした。

家にいるよりずっと楽でしたが、それなりに苦しい思いをしまし

た。目をつむると、まぶたの裏がチラチラと点滅していました。 

 

 私は、以前、水道水で激しいＣＳ症状を起こしたことがあるの

で、自宅以外の場所で水道水を使うのが怖くてしかたありません

でした。そのため、食糧の補給もかねて、１月２日の夕方に、一

度自宅に戻りシャワーを浴びることにしていました。午後になっ

て、バスと地下鉄に乗りました。１２月３１日にホテルに来たと

きと同じように、市内の北よりのルートで帰ります。大晦日には、

天然ガス燃料のバスに当たらず、トラブルなく来ることができま

したが、この日は有害なバスが来てしまいました。１台見送って、

次のバスを待ちましたが、正月ダイヤで本数が減っているので、

長時間待たなければなりませんでした。次に来たバスも、天然ガ

ス車でした。すでにこのバス停で１時間半の時間が経過していま

した。このバスを見送った後、さらに１時間以上待つ気力はあり

ませんでした。寒さと電磁波による症状で、体調は限界に近づい

てきてしまいました。 
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私は仕方なく・・・大通で乗り換えるルートで帰る決心をしまし

た。そのときの恐怖心は尋常ではありませんでした。人が多く、

電磁波も強いことが予想される危険なルートです。大通で地下鉄

を乗り換えて、自宅の最寄り駅まで行くには、初詣客の多い円山

公園駅を通らなければなりません。どれだけの人出があるのでし

ょうか。恐怖でした。「もし乗車率が２００パーセントになったと

しても、それ以上の人は乗ることはできない」「人出が多くても、

地下鉄の構内に存在できる人数は限られている」「地上の携帯電話

の電磁波は、地下まではやってこないに違いない」「それほど強い

症状は出ないのではないか」このように自分に言い聞かせるよう

にして、地下鉄に乗り込んだのです。 

 地下鉄の車両が大通駅に近づくと、たくさんの人が乗り込んで

きました。ぎゅうぎゅう詰めの中、頭痛がどんどん強くなってき

ました。乗客はさらに多くなってきます。頭痛が強まり、意識が

遠くなってきました。恐怖心が募ってきます。倒れないように脚

に力を入れながら、心の中で「落ち着いて、大丈夫」と自分に言

い聞かせるように、何度も何度も唱えていましたが、ますます血

の気が引いてきて、意識が遠のいていきます。 

 「そろそろ来るかもしれない！」と身構えたその瞬間、頭の中

に破裂するような激しい衝撃が走り、目の前に次々と閃光が見え

ました。まるで火花が散っているようなまぶしい閃光がやってき

て、目を開けていられません。頭が激しく振動するような頭痛、

まるでお寺の鐘の中に上半身をすっぽり入れられて、外から鐘を

鳴らされているような轟音と衝撃がおそってきました。私はその

場に倒れ込まないように、何とか姿勢を保っていなければ、と思

っていたけれども、次々と衝撃に見舞われて、意識が遠のいてい

きました。私はこの発作の最中、「落ち着いて、落ち着いて」と唱

え続けていたのですが、その声もどんどん轟音にかき消されて遠

くなってしまうようでした。人の流れに押されながら、大通で乗

り換えて、初詣客でごった返している円山公園駅まで来ると、さ

らに大量の人が乗り込んできて、発作は強まって行きました。も

う時間の流れも、自分のいる場所もわからず、とにかく強い恐怖

心がありました。耳を押さえて、その場にうずくまってしまいそ

うになりましたが、人混みに押されて動くことができません。衝

撃は、誰かに頭を両手で捕まれて揺すられているような、激しい

ものでした。 

 

 車両が発車して、円山公園駅から遠ざかると、波を引くように

発作は治まっていき、次第に周囲の音が聞こえるようになって来

ました。まるで水の中で聞いているようなくぐもった響きでした。

自宅の最寄り駅に着いたとき、激しい衝撃は去っていましたが、
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私は全身の緊張が抜けた反動で、ボロボロと涙を流して泣きまし

た。反射のように、次々涙が出てきました。本当は大声を上げて

泣きたかったのですが、すんでのところで思いとどまりました。

バスに乗って家に帰ったときには、魂が抜けたような強い疲労感

がありました。道中も家に帰ってからも、正月三が日の強いＥＳ

症状があって、身の置き場がない感じでした。私はシャワーを浴

びて、自宅のベッドに横たわりましたが、全く眠れませんでした。

強い頭痛と視界の点滅がありました。 

 私は人混みに恐怖心を抱いていたので、翌朝、まだ人気のない

早朝に、地下鉄とバスを乗り継いでホテルに戻りました。夜は電

磁波の影響が少ないので、自宅で過ごすことができたけれども、

昼間はまだ避難が必要でした。１月３日のチェックアウトの時間

は、午前１０時になっていましたが、まだ昼間の人出が多そうな

ので、延長できるぎりぎりの午後２時までいて、チェックアウト

しました。３日の午後は強いＥＳ症状が続いていましたが、日付

が変わって１月４日になると、ずいぶん和らいだように感じまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      〔６〕２００６～２００７年 

年々強まっていく電磁波 

 この年も前年と同じビジネスホテルに泊まりました。１年間の

変化として、自家用車に乗れるようになったことがあります。そ

のため移動が楽になり、前年のような恐怖を味わわずに済みまし

た。また、壁紙でＣＳ反応（目の痛み）を起こしたので、前年に

大丈夫だった部屋を指定して、予約を入れることにしました。私

は何もかも記録しておかなければ気が済まない“記録魔”なので

すが、前年のルームナンバーを記録していたのが役に立ちました。

この年も、１２月３１日～１月１日はツインに、１月１日～１月

３日はシングルに泊まりました。２年目なので、勝手がわかって

いて、いろいろ工夫できたのが良かったです。ただ、外界の電磁

波の強度は、前年よりずっと強くなったように感じました。前年

と同じ部屋にいるのに、体で感じる刺激や症状はずっと強くなっ

ていました。そのため、ホテルの部屋にいても、なかなか眠れず、

頭痛が切れることがありませんでした。全身の圧迫感も強く、だ

るくて身の置き場がない感じです。年越しの瞬間は、前年よりや

や強い頭痛で済みましたが、１月１日～１月３日の昼間の症状が

格段に強くなっていました。その１年で社会全体の携帯電話の使

用量が増えてきたためではないかと思います。私自身は、携帯電

話を使わないので疎かったのですが、知り合いに聞くと、年賀状

代わりに一斉メールで大量の年賀メールを出すそうです。それを

全国の人が行ったら・・・ふだんよりずっと多くの電磁波が外界

を行き交うに違いありません。また、このホテルはＪＲ札幌駅か

ら９００ｍのところにあって繁華街に近く、前年まではぎりぎり
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回避できる距離かもしれないと思っていたのですが、電磁波量の

高まりと共に安全距離ではなくなってしまったようです。札幌駅

付近は、初売り客が大量に集まるので、そこから１ｋｍ以内のエ

リアで過ごすのは難しいと感じました。次の年越しのために、ま

た新たな場所を探さなければなりません。 

 １月３日に夫に迎えられて、車で家に帰りましたが、この道中

に受けた電磁波的な刺激も、前年より強いものでした。頭に次々

と衝撃が走り、座っていることができませんでした。後部座席に

横になりながら、意識がもうろうとしているうちに、家にたどり

着きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      〔７〕２００７～２００８年 

電磁波の少ない土地を求めて～道南地方編～ 

 この年も１０月頃から計画を立てました。札幌市内ではやはり

電磁波が強すぎるので、もっと人口密度の低い、人家もまばらな

ところに行くのがいいと思いました。夏であれば、田舎の方はた

いてい農業を営んでいるので、農薬の影響で行くことができない

のですが、冬の北海道の大地は、一面雪に覆われるので、農薬の

心配は無用です。 

 北海道の道路地図帳を見ながら、良さそうな地域を探していき

ました。やはり道東やオホーツク沿岸のようなところがよいので

しょうか？ あるいは、稚内の南側に広がるサロベツ原野の辺

り？ 人が少ないというと、札幌から遠い場所になるので、行く

のが大変そうでした。 

 

 悩んでいたときに、夫が知り合いの人に相談してみると、「せた

な町、乙部町、江差町がいいよ。何もないところだから、冬には

誰も行く人がいない」というありがたいアドバイスをしてくれま

した。聞いたことのない町名です。地図で調べてみると、確かに
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人が行く理由がなさそうなところです。 

 

札幌からの距離もそれほど遠くない感じがしました。それで、こ

の地域をねらって、宿探しをすることになりました。この頃まで

に、私はある程度パソコンへのＥＳ反応が弱まり、インターネッ

ト検索ができるようになってきていました。ネットでこの地域の

ホテルを探しました。３町は小規模な町なので、どうかと思いま

したが、小さなビジネスホテルや民宿は、それなりにあるもので

す。民宿や旅館は和室が中心で、畳にＣＳ反応を起こす私には無

理です。ホテルやペンションを中心に探しました。検索で見つけ

た乙部町のホテルは良さそうなので、さっそく図書館に行って、

地形図で確認してみました。ところが、このホテルは高圧送電線

の真下に立地しています。私は、高圧送電線の近くに行くと強い

頭痛を起こすので、そこに泊まるのは無理です。他にも何件か候

補を挙げてみましたが、和室だけの部屋しかなかったり、近くに

神社があったりして（初詣客がたくさん来る）、条件がよくありま

せんでした。 

 

 探すポイントは・・・ 

○洋室：これはインターネットで調べることができました。 

○近くに大型スーパー、駅、神社など人が集まる場所がないこと：

図書館に行き、地形図、道路地図、住宅地図などで確認しました。 

○ＮＴＴのビルが近くにないこと：ＮＴＴビルの屋上にはたいて

い大型の通信用複合アンテナがあって、携帯電話をはじめ、様々

な通信電波をやりとりしているようです。このアンテナに近づく

と、強い症状が出ます。ＮＴＴビルは、道路地図を見ると場所が

わかりました。住宅地図でも確認できます。ＮＴＴ以外の通信会

社の携帯中継アンテナは、ビルの屋上にあったり、タワー型だっ

たりしますが、ＮＴＴビルのもののように、巨大な複合型のもの

は少ないようです。 

 携帯電話の中継アンテナについては、インターネットに載って

いる宿の外観写真である程度確認し、実際にホテルに電話して問

い合わせてみました。問い合わせのとき、「携帯電話の電波状況を

確認したいのですが・・・。そちらのホテルでは携帯電話が通じ

ますか？」と聞きます。ホテルの担当者が「通じます」とはっき

り即答する場合と、言葉を濁す場合がありました。言葉を濁す場

合は、「いえ、通じない方がいいのです」と言って事情を話します。

そうすると、担当者の声はみるみる明るくなって、親切にいろい

ろ説明してくれます。ふだんは「通じないのでは困る」などと苦

情を言われることが多いのでしょう。しかし、このような携帯の

受信環境が悪い宿はどんどん減っていき（廃業するか、新たに近

辺にアンテナを建てる）、私にとっての安全な場所は、減少してい

く傾向にあります。 
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 宿を検索するのと同時に、交通機関も調べていきました。せた

な町や乙部町は交通の便が悪く、車かタクシーでないと、行くの

が不便な場所のようでした。前述のように、夫と私は冬道の運転

になれていません。自家用車は、仙台に住んでいた頃から１０年

以上乗っている古い車です。この車は冬道に弱い後輪駆動車だっ

たので、冬期、長距離を運転するのは危険すぎました。だから、

公共交通機関を使うしかなかったのです。 

 様々な宿を検討した結果、次の２軒が浮上してきました。 

 

 
 

○八雲町・八雲温泉 

 温泉宿なのに洋室があります。電話で問い合わせたところ、携

帯アンテナは直近のものが３．５ｋｍ先。電波状況は悪いという

ことでした。道央自動車道の南の終点、八雲インターチェンジの

辺りにあり、札幌から交通の便がよい立地です。駅から遠く、周

辺はまばらに住宅がある程度。海と山に挟まれた狭い土地なので、

少ししか人が住んでいません。線路に近いのがＥＳ的に少し難点

といえます。 

○大沼公園駅近くのホテル 

 大沼公園駅付近も住宅がまばらで、町の外れにぽつんとホテル

があります。電話で問い合わせたところ、「携帯電話は一応通じま

すが、建物の周囲で目に見える範囲に中継アンテナはありません」

とのことでした。ここは観光地なので、真冬とはいえ、それなり

に観光客がいそうで、その点が気がかりでした。 

 

 旅程が次のように決まりました。 

１２月３１日～１月２日 八雲温泉 

１月２日～４日     大沼公園 

 

 １２月３１日の出発の日、八雲までは高速バスで行くことにな

りました。このバスは、２００６年冬、青森に旅行したときに乗

ったことがあります。気をつける点は、車内トイレのパラゾール

（パラジクロロベンゼンの消臭剤）と車内のテレビです。パラゾ

ールは乗車中だけ、夫がビニールで包んでくれました。下車する

ときに、元に戻しました。テレビはずっとついていて、視界がチ

ラチラしてつらいのですが、なるべく目をそらして窓の外を見る

ようにしていました。車内には、帰省する若者も乗っており、携

帯電話をずっといじっている人が多くいました。そのため、バス

の中はつらかったです。頭が痛いけど、我慢して乗っていました。

全身の痛みや怠さも出ました。 
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 八雲町の国道沿いでバスを降りて、八雲駅まで歩いていきまし

たが、本当に何もない町でした。大晦日なのに、町には人影がな

く、さびしい感じがしました。途中いくつか建物の上に携帯電話

の中継アンテナを見ましたが、驚いたことに、大晦日にもかかわ

らず、ふだんの札幌市内の電磁波量よりずっと少なく感じました。

体が楽でした。この避難は、かなり有効なのではないかと思いま

した。駅前からホテルまで交通機関がないので、タクシーで行き

ました。国道を南下している間、沿線の携帯アンテナをチェック

していました。道中１本だけ見つけ、そこからさらに３ｋｍちょ

っとすすんだところで、ホテルに着きました。本当に、ホテルか

ら直近のアンテナは３．５ｋｍ先のようです。携帯の電磁波の点

では、安全な宿だと思いました。 

 

 

八雲温泉ホテルの玄関 ホテルの外はすぐ海になっています 

 

 ホテルは古い建物で、客室はＣＳ的に、いろいろと問題があり

ました。私は部屋の中や建物の周辺を見回って、問題点の把握に

努めました。客室内は、長年使われた部屋の匂い（特にタバコの

匂い）に、家具や洗剤や消臭剤、カビなどの匂いが混じって、あ

まり良い環境とは言えませんでした。私はあらかじめ用意してお

いた大判のビニール袋を切り開いて、家具の合板がむき出しにな

っている面を覆いました。ビニールはマスキングテープで留めま

した。窓にアルミとビニールでシールドを施しました。部屋の空

気がよくないので、寒い冬のさなかでありながら、窓を開けて換

気をしました。しかし、窓のすぐ外は厨房の換気扇からの排気が

出ており、外の空気はよくなかったです。部屋を変えてもらった

方がいいかどうか迷って、他の部屋の状況も屋内・屋外から確認

してみましたが、どの部屋もそれぞれに難があり、結局この部屋

で過ごすことにしました。 

 電磁波の問題としては、ふだん自宅にいるときよりずっと楽で、

ほとんど感じませんでした。四六時中、一年中、途切れることな

く続いていた視界のジラジラとした点滅が、ここでは止んでいま

した。私は常時、この点滅に神経を刺激されていて、まるっきり

くつろいだ状態になることはなかったのに、この日は全身の固さ

がほぐれて、心の中にも平安を感じたのです。私は夕食の後から

眠って、ずっと正体もなく眠り続けました。こんなにぐっすり眠

れたのは久しぶりです。とっくりと深い眠りに入っていきました。

年が明ける前に夫に起こされて、一緒に年越ししましたが、また

寝入ってしまったようです。１月１日は、朝食を食べてから、ま

た昼頃まで寝てしまいました。さすがにその後は眠ることができ
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ませんでしたが、ベッドに横たわったまま、瞑想するように思考

の流れに身を任せていました。 

 ２００１年のあの衝撃的な発作から７年間、休むことなく電気

的な刺激を受け続け、心休まる時間がありませんでした。それが

あまりにも長く続きすぎたため、当たり前になってしまっていま

した。私がこの７年間失っていたものは何だろう？ 安らぎ、平

安のようなもの？ それはいつか取り戻せるのだろうか？ こん

な風にゆったりと物事を考えられるようになるのだろうか？ 

 眠気が取れると、次第に部屋の中の化学物質の匂いがつらくな

ってきました。ＣＳ症状もだんだん進んできてしまいました。私

と夫は特別やることもないので、本を読んだり、館内を散策した

りしていましたが、１階フロント横を通りかかったとき、ちょう

ど事務所のドアが開きっぱなしになっていて、中が見えました。

スケジュールを書いたホワイトボードがまだ１２月のままになっ

ており、１２月２７日のところに「館内一斉清掃。カビ掃除」と

書いてありました。客室にいるときの薬品の匂いは、もしかした

ら、カビ取り剤の匂いが残っているのかもしれないと思いました。 

 食事場所は禁煙ではないので、フロントに「タバコの煙が苦手」

と相談したら、別の部屋を用意してくれました。配慮してもらっ

て助かりました。大晦日から、元日までの宿泊客が２０名程度。

そのため館内でも携帯電話による電磁波の影響をほとんど感じる

ことはありませんでした。ただ、あまり賑わいのない宿で迎える

お正月は、少しさびしい感じもしました。 

 次第にＣＳ症状が苦しくなってきた１月２日、この宿をチェッ

クアウトして、大沼公園に向かうことになりました。私はこの宿

ではＥＳ反応を起こさなかったので少し調子づいて、大沼に行く

途中、森町の神社で初詣をしようと計画を立てていました。とこ

ろが、タクシーに乗って八雲町の駅前に戻ってみると、２日前、

大晦日に来たときとはまるで違っていました。あのときシャッタ

ーが閉まっていた駅前の商店は営業中でしたが、お客はまばらで

す。しかし、駅前の携帯電話の中継アンテナからは、１２月３１

日とは比べものにならないくらい強い電磁波が発生しているのを

感じ、頭が痛くなってしまいました。年賀メールなどの携帯使用

が増えているのかもしれません。 

 それで、森町の神社に行くのなどとんでもない、ということに

なって、まっすぐ大沼に向かうことになったのでした。私たちは、

大沼に向かうＪＲの２路線のうち、駒ヶ岳の東を回る、特に乗客

の少ないルートを選びました。これが良い選択で、乗客は少なく、

携帯使用によるＥＳ症状はほとんど出なくて済みました。ローカ

ル列車からの景色が美しく、それを眺めながらの楽しい旅となり

ました。 

 
八雲～大沼のルート 
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ローカル列車の旅 駒ヶ岳を望む 

 大沼公園の辺りは、予想通り、観光客の姿が見られました。団

体で旅行に来ている人たちもいるようで、八雲よりは賑わいがあ

りました。また、例のジリジリとした視界の点滅が始まりました。 

 ホテルまで歩いていきましたが、途中、木立の間に携帯電話の

中継アンテナを見つけました。ホテルから１５０ｍくらいのとこ

ろです。目立たないように、木立と同じ茶色に塗ってありました。

事前の問い合わせで、ホテルの人が言ったように、確かにホテル

からはこのアンテナは見えません。しかし、距離は案外近いので、

客室にいても、チリチリと刺激を感じました。 

 ホテルの客室は、アンティーク調で、木部にオイルステインの

ような塗料を使っているのが、実に匂いました。また、室内に香

料をまいているらしく、強い匂いではありませんでしたが、鼻や

のどに刺激がありました。八雲温泉のようなカビ臭や薬品臭はし

なかったのですが、別の種類の具合悪さがありました。息苦しく、

夜眠れない感じでした。 

 

大沼公園のホテル 

おしゃれな客室ですが、家具の塗料の匂いが強かったです 

 

 こんな感じの避難生活を終えて、１月４日には、札幌に戻った

のですが、それから成人の日の三連休が終わるまでがつらかった

です。この２００８年頃から、特につらくなってきました。携帯

電話の使用量が増えてきたのだと思います。もし、１２月３１日

～１月３日に札幌にいたら、どんなにひどい症状が出たかと思う

と、戦慄を覚えました。いろいろ苦しいこともあったけれど、リ

ゾート気分も味わえたお正月でした。 
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      〔８〕２００８～２００９年 

電磁波の少ない土地を求めて～日高地方編～ 

 

 前年のように旅行気分を味わいつつ、電磁波も回避できるよう

なお正月を過ごそうと計画を立てました。１年前と同じように検

討して、この年は、日高地方に行くことにしました。 

 
 

●１２月３１日～１月２日 浦河町のホテル 

 移動の高速バスの車内は、前年よりずっと携帯電話の使用率が

高く、苦しかったです。強い頭痛がありました。宿は浦河駅から

送迎車で８ｋｍ行ったところ。事前に電話で確認したところ、建

物から一番近くの携帯中継アンテナまで、１ｋｍということでし

た。実際に現地に行ってみたら、８００ｍといったところでした。

周囲に住宅はなく、ぽつんとホテルの建物があります。 
 

浦河町ホテル周辺  山と牧場が広がっています 
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 日高地方はサラブレットの生産地で、馬の牧場がたくさんあり

ます。この宿も馬を飼っていて、宿泊客が乗馬体験をできるよう

になっていました。多分、夏になるとハエがたくさん発生するの

ではないでしょうか。館内全体に殺虫・防虫系の消毒の匂いが強

くしていました。私は客室に入った瞬間から、頭が痛くてつらく

てしかたがありませんでした。これが電磁波によるものなのか、

化学物質によるものなのか、判断を付けるのは難しかったですが、

多分消毒剤による過敏症状だったのではないかと思います。携帯

電話の電磁波であれば、時間の経過とともに刺激の強さが変化し

ていきますが、この宿での頭痛はずっと変わることなく続いてい

たからです。やはり、動物がいるような施設は気をつけなければ、

と感じました。 

 年越しの瞬間には、強い頭痛は起こらず、電磁波のための避難

は成功したようです。１月１日の昼間はもっと刺激を感じて、Ｅ

Ｓ症状が出てきてしまいました。この宿の大浴場に、町内の日帰

り入浴客が多く訪れていたので、それも一因だったのではないか

と思います。 

 

●１月２日～４日 日高町のホテル 

２つ目の宿には、もっと強いＣＳ反応が出てしまいました。ここ

は直近の携帯電話の中継アンテナより３ｋｍ以上。敷地から見る

と、はるか彼方にアンテナが見えました。全くＥＳ反応は起こり

ませんでした。その点、前年の八雲温泉に近いものがありました。

しかし、ＣＳ環境は厳しすぎるものでした。ホテルに到着して、

フロントに行くと、「レディースプラン」と銘打って、女性向けに 

日高町ホテル周辺 

だだっ広い牧場を行くと、海辺にホテルがあります 
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アロマなアメニティを提供するコースの案内がありました。香り

の紅茶やせっけん類とお香がセットになったものです。「お香を部

屋で焚いて、部屋中にステキな香りをいっぱいにして、リラック

スしましょう」という趣旨のプランのようです。私たちはアロマ

なプランではありませんでしたが、このようなサービスのある客

室に泊まったら、どうなることか・・・？と心配になりました。

案の定、案内された部屋に入ってみると、お香の強い匂いがして

いました。それまで泊まった宿泊客の焚いたお香の匂いが強くつ

いてしまっています。この部屋で２日間過ごすのかと思うと、暗

い気持ちになりました。 

 しばらくその部屋で過ごしてみましたが、頭痛やむかつき、吐

き気がしてきて、とても耐えられないと思いました。フロントに

行って相談してみたのですが、要領を得ません。ここで働いてい

る人たちは、プロのホテルマンではなく、まるで臨時で雇われた

バイトの人たちみたいでした。内情を勘案してみると、このホテ

ルは全く流行っていなくて、冬期は宿泊客もほとんどいないので、

従業員も 数人のバイトのみ、客室も常に２～３部屋しか使ってい

ないようです。私が部屋替えをお願いしても、「他に良い部屋があ

りません」と言われてしまいました。この日の宿泊客は、私たち

も入れて２組だけでした。夜に照明がついた部屋がそれだけだっ

たから、わかりました。他の部屋は、お客に貸すように準備され

てはいないのでしょう。３階建てのホテルなのに、フロントがあ

る２階だけしか照明がついておらず、他の階は暗かったです。エ

レベーターで行ってみましたが、１階も３階も、扉が開いた先は

真っ暗でした。 

 全館集中暖房は燃料費がかかるということで、客室には新たに

灯油ＦＦストーブが設置されていました。廊下やフロントは凍え

るように寒く、工事現場にあるような屋外用の石油ストーブが２

台あるだけでした。 

 要するに、私が年末年始に求める宿の条件は、人が少ないとこ

ろ、流行っていないところということで、それはつまり魅力に乏

しく、経営状態も苦しいところということになるのです。 

 バイトのような従業員が、受付は勿論、客室清掃からストーブ

の灯油入れなど、何から何までこなしているようでした。「経費節

減」という言葉が頭に浮かびました。従業員には何を尋ねても、

最後まで「私にはよくわかりません」という対応でした。 

 部屋替えの可能性がないということは、私は２日間このアロマ

な部屋で過ごさなければならないということです。香りはむせか

えるように強く、窓を開けて換気したところで薄まるようなレベ

ルではありませんでした。このホテルは瀟洒な洋館で、間取りが

大変広く、ゆったりとした贅沢な造りでした。客室は１５畳くら

い、浴室も３畳はあります。私は浴室のトイレにビニールでカバ

ーをし、排水溝もビニールで目貼りして、匂いが上がってくるの

を防ぎ、２日間をここで過ごすことにしました。浴室は立派な大

理石で内装がしてあり、建材のＣＳ影響はほとんど感じられませ

ん。寝室よりずっと楽でした。夫は夜中にトイレに行くときには、

私の寝ている浴室ではなく、ロビーにあるトイレに行ってくれま

した。ありがたかったです。 

 海岸沿いに立つリゾートホテル。周囲には全く建物がなく、原

野が広がっています。かつて牧場として使われていた土地だそう
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です。私と夫は海岸を散策した他は、手持ち無沙汰で本など読ん

でいましたが、次第にこのホテルの暗い雰囲気に飲み込まれてい

くようでした。夫は「シャイニングのようだね」と言って笑いま

した。「シャイニング」はアメリカのホラー作家スティーブン・キ

ングの小説で、映画化されたこともある有名作です。山奥のさび

しい宿で管理人が精神に異常を来していくというストーリーです

が、この宿の暗さは、まさに「シャイニング」のイメージそのも

のでした。だから、その２日間が終わって、札幌に帰ったときに

は、ＥＳ症状が強くなったにもかかわらず、少し安心しました。

前年のように、成人の日までつらい１週間を過ごして、この年の

年末年始期間は終わりました。 

 

日高町のホテルと陽光の海 日中は雄大さと寂寥感を満喫 

 

      〔９〕２００９～２０１０年 

鉄筋コンクリート建物のシールド効果 

 前年までの経験から、家から遠く離れた宿に泊まるのは、ＣＳ

的にきつく、宿も当たり外れが大きいので、もっと別の方法を模

索するべきだと思いました。宿泊地までの移動中も、他の乗客の

携帯使用によるＥＳ症状が出るようになっていました。私は再び、

自宅から比較的近い場所で過ごす方法を考え始めました。２００

５年～２００７年に泊まった札幌市内のビジネスホテルは、駅や

繁華街に近いことが問題になりました。札幌市内でも、繁華街か

ら遠いところにある鉄筋の建物なら、ずっと楽になるだろうと考

えたのです。 

 私はこの年には、運良くそのような建物を見つけることができ

ました。私と夫は、２００９年の３月に、知人から札幌市内にあ

る会社を引き継ぎました。この建物は住宅地にあり、地下鉄やＪ

Ｒの駅からは離れています。大通や札幌駅などの繁華街からも距

離があります。鉄筋コンクリート造りで、窓ガラスには飛散防止

の鉄線が格子状に入っています。この年も１２月になった辺りか

ら、また年末のＥＳ症状が出てきましたが、木造の自宅にいると

きよりも、会社の事務所にいるときの方が、ずっとＥＳ症状が軽

くて済みました。 

 また、毎日会社で仕事をしている生活の中で、前年までのよう

にゆっくり宿探しをしている時間がないという事情もありました。

忙しくしているうちに１２月になってしまい、そのまま会社の建

物で年末年始の避難をすることに決まってしまったという感じで

した。 
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 １２月３１日に、夫と２人で会社に行きい、年越しをしました。

年が明けた瞬間は、それまで数年、過疎地で過ごしたときとは違

い、頭に衝撃がありました。それから３日間ずっと頭痛が続きま

した。特に１月１日の昼間から夕方にかけてがつらく、１月２日

の昼間がそれに続きました。夫が言うには、携帯の年賀メールは、

ユーザーが年末のうちに予約機能で送信したものをサーバーに送

っておき、１月１日に相手に送信される仕組みですが、一度に一

定の量しか送れないため、一定量ずつ、順繰りに送信されるとい

うことでした。そのため、１月１日の一日中、電磁波量が多い状

態が続いたものと思われます。ニューイヤーコールや年賀メール

の返事など、三が日は携帯使用量が増して、外界の電磁波量が増

えたのではないでしょうか。会社の事務所内にいても、苦しいＥ

Ｓ症状が出ました。私は三が日を会社のオフィスで過ごし、夫は

２日の朝、家に帰っていきました。１月２日の早朝５時頃、会社

のオフィスから外に出てみたのですが、人の活動が少ないこの時

間でも、外では強いＥＳ症状が出ました。室内とは比べものにな

らない強さです。建物内にいると、ＥＳ反応が軽減できているの

を実感しました。これまで泊まったホテルに比べて、格段にＣＳ

反応が少なく、楽に過ごすことができました。 

 

 

 

 

 

 

      〔１０〕２０１０～２０１１年 

家族と過ごすお正月 

 この年も同じく、会社の建物で過ごしました。前年と同じ条件

のはずですが、この年の方がずっとＥＳ反応が強く出ました。視

界は激しく点滅しており、全身の強い圧迫感、頭に突き刺さるよ

うな痛み・・・何とかがんばって耐えましたが、つらいものでし

た。しかし、木造の家で過ごすよりは、ずっと苦痛が軽減できま

した。 

 この年に特筆すべきは、何と言っても、自宅でお正月を迎えら

れたことです。私たち夫婦は、２０１０年の１１月に、会社のオ

フィスがあるマンションに引っ越してきていたからです。私は２

００３年以来、始めて自宅で年越しをすることができ、三が日も

夫と過ごすことができたのです！ 感無量でした。強いＥＳ症状

が出ていましたが、長距離を避難する必要がないので、体への負

担が少なくて済みました。 

 

 毎年、次々と新しいことを試してきました。前年までに体験し

たことを生かして、対策を改善していきました。知識と経験が蓄

積されるに従って、対策法も、年々、着実に進歩してきたように

思います。この先も環境中の電磁波は、増加して行くに違いあり

ません。よく観察し、よく考え、よく計画を練って、対処してい

きたいと思います。これからも様々な可能性に挑戦していきたい

です。 

（２０１１年７月） 
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 〔追記〕 ２０１１～２０１５年の状況 

 本編では、２０１１年までの年末年始の様子を記述してきまし

た。ここでは、それ以降の様子を追記します。全般的な電磁波環

境の変化と、年末年始期間のＥＳ症状について書きます。 

 

 ２０１２年頃から、スマートフォンが普及し、モバイル機器を

使う人々が増えました。使用時間も長いものとなってきました。

フェイスブックなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス

（ＳＮＳ）が流行し、日常的にインターネットとつながっている

生活が当たり前のものとなってきました。 

 この頃から「スマホ依存」について、マスメディアでも報道さ

れるようになってきました。女子高生の一日の平均スマホ使用時

間が６時間以上という報道には驚かされました。携帯電話やスマ

ホ使用者が増えたので、私は公共交通機関に乗ることができなく

なってしまいましたが、夫はときどき利用して、車内の様子を聞

かせてくれました。２０１２年頃から、バス・地下鉄に乗ると、

７割以上の乗客がスマホの画面をのぞき込んでおり、使用率が急

に増えた感じがしたそうです。また、札幌市内中心部の飲食店で、

近くに座っている高校生の会話を聞いていたら、「今日は、ツイッ

ターで２００回以上つぶやいた」などと話しており、一日中スマ

ホで通信している様子がうかがえたそうです。私の周囲の人々も、

２０１２から２０１３年にかけてフェイスブックに夢中になって

おり、寸暇を惜しんでスマホの画面をのぞき込んでいる姿を目に

しました。 

 このような流れから、私の電磁波過敏症（ＥＳ）の症状も、年々

厳しさを増してきました。２０１０年に鉄筋コンクリートのマン

ションに引っ越してきたときには、木造住宅に住んでいたときよ

りもＥＳ症状が軽くなり、喜んでいました。特に実感したのは、

筋肉の痛みが軽減されたことで、体全体が軽くなって動きやすく

なりました。それが、２０１２年頃から、また体の重さや筋肉の

痛みを日常的に感じるようになってきました。怠さや疲れやすさ

も増しました。 

 それとは対照的に、年末年始のＥＳ症状は少しだけ軽くなって

きたように感じます。私は現在（２０１５年）までずっと、自宅

で年越ししています。同じ場所で年々の変化を観察してきました。

世の中の動向にも変化がみられます。以前は、お正月というと、

日頃連絡を取っていなかった人々と、特別に交流する機会となっ

ていました。その後、ソーシャルメディアの発達と共に、日常的

に多くの人々と近況を伝え合うようになると、正月期間の特別感

は以前より薄れていったものと思われます。２０１２年頃から、

日常の電磁波量が増加したのに比して、年末年始期間の電磁波量

は少し軽くなってきているので、日常と年末年始との差が小さく

なったように感じます。以前は、年明け１月１日午前０時に、急

激な電磁波量の高まりを感じていたのですが、ここ３年はこのピ

ークを感じなくなっています。今時は、わざわざ年明けの瞬間に

ニューイヤーコールをする必要を感じなくなっているのでしょう。 

 

 ２０１１～２０１５年の年末年始期間に感じているＥＳ症状に

ついてまとめてみます。１２月中は、お正月の準備や一年間の用

事を済ませるため、世の中はせわしなく、モバイル機器の使用量
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も増えているようです。年開けて、１月１日には、強いＥＳ症状

が出て苦しみます。頭痛や筋肉の痛み、全身の圧迫感などが強く

出ます。３が日はずっと症状が強いままですが、１月２，３日は、

１日よりは少し軽い感じです。４日以降は、ずいぶん楽になりま

す。その後、成人の日の３連休まで、電磁波量が強い感じが続き、

連休明けには通常の状態に戻ります。 

 

 ２０１４～２０１５年の年末年始は、例年の症状に加え、衆議

院の解散・選挙があったので、いつもよりずっと強い症状が出て

しまいました。１１月２１日に解散し、１２月１４日が投票日で

した。選挙と年末年始が続いて、長期間にわたって、休みなく症

状が出ていました。たいてい、年末年始の期間で特に注意すべき

なのは、１２月２３日～１月４日の約２週間なのですが、このと

きは１１月下旬からずっと要注意期間が続きました。衆議院解散

の１１月２１日には、すでに大晦日くらいの電磁波量を感じてい

たので、先が思いやられました。今回の選挙からインターネット

使った選挙運動が解禁になり、これまでの選挙期間よりもずっと

環境中の電磁波量が増えたようです。 

 私は年末年始には、毎年、普段の日記とは別に、詳しい記録を

取ります。例年であれば、１２月３１日～１月４日の５日間です。

しかし、２０１４～２０１５年は、１１月１９日～１月１２日の

期間、もれなく記録を取る必要がありました。強いＥＳ症状が長

く続いていました。１２月１４日の投票日あたりにいったん強い

ピークがあり、１月１日にもう１回ピークがありました。期間が

長かった分、回復にも時間がかかりました。 

 今回特筆すべきは、歯と歯茎の症状です。これまでも年末年始

期間や選挙期間など、歯茎が腫れる・歯が痛むなどの症状が出て

いましたが、それぞれ２週間くらいなので、やり過ごすことがで

きていました。毎回、電磁波の強い期間が終わると、歯の症状も

治まっていたからです。今回は、期間が５０日以上続いたため、

これまでにない強い症状となりました。歯茎が腫れて、痛くても

のを食べられません。衆院選の投票日近くになると、歯茎から血

が出てきて、口の中全体がただれて、ひどい状態になっていまし

た。選挙期間中は、昼間歯茎が腫れ、深夜にはおさまり・・・と

いうのを毎日規則正しく繰り返していました。食事は、午前４時

頃に起きて、７時までの間にできるだけ食べるようにしていまし

た。昼間は固形物が取れなかったからです。 

 選挙が終わって、クリスマス頃から、また歯の症状が強くなり

始めましたが、選挙期間とは違って、人々のモバイル機器の使用

パターンが様々であるためか、歯の腫れの規則性が見えにくくな

ってしまいました。この期間はとにかく「腫れがおさまっている

ときに食べておく！」という作戦をとりましたが、そのうち腫れ

がおさまらなくなり、食べられない時間が増えました。お腹の空

いたお正月でした。期間中、せっせと歯間ブラシやデンタルフロ

スで口の中を清掃しましたが、ほとんど効果がなかったです。甘

いもの（特に液体）を取らないように気をつけてみましたが、症

状にはほとんど関係しなかったようです。 

 ２ヶ月近くにわたり腫れていた歯茎や口の中の粘膜は、１月５

日頃からおさまりはじめ、現在この原稿を書いている１月１６日

には治っています。食べられるようになって安心しました。本当
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に電磁波による症状だったようです。 

 

 今年は特別苦しかったですが、来年は通常の年末年始期間に戻

ると思います。通信電波よるＥＳ症状について、あえて良い点を

挙げるなら、症状が出る期間が予想できることです。いつ頃始ま

るか予測して、準備をしておくことができます。期間中、苦しい

症状が続いても、それがだいたいいつ頃おさまるのか、予想がつ

きます。症状がいつ終わるのかわからなかったり、永遠に続くと

思われたら、とても耐えられないでしょう。この先も、電磁波強

度と症状を見ながら、そのときどきで対処していきたいと思いま

す。 

（２０１５年１月） 

 


