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会報 56号

京 正 電鉄 で 過敏 症 に配 慮 し、携 帯電話使 用者 に注意
伊藤香 さんは、自宅のフロー リングのフロアマニキュアの剥離作業がきつ
かけで化学物質過敏症 を発症 し、その後電磁波過敏症を併発 しました。
外出する際は 「ヘルプマー ク」と携帯電話の電源オフをお願いするカー ド
(当 会発行、写真 1)を バ ッグにつけているそ うですが、 これまでに周囲の
乗客が使 う携帯電話電磁波で体調を崩 し、車内で嘔吐したことが 2回 あり
ます。「電磁波に被曝すると空咳が出て頭痛がし、むかつきが始まつて嘔吐
します。 自分の吐潟物を掃除してもらうのは、情けないし申し訳ない気持ち
でした」といぃます。
関東で、優先席の電源オフ規制が緩和されることを知 つた際、伊藤 さんの
お連れ合 いが、「妻は携帯電話の電磁波で具合が悪 くなるが、どうしたらい
いか」と京正電鉄にメールで相談すると「困つたことがあったらSOSボ タン
を押すか、駅員 に知らせて ください」 とい う回答があつたそ うです。ただ
し、「何両目にこ うい う人が乗つているから配慮 して下さい、 とい う車内ア
ナ ウンスはできないJと い うことでした。
伊藤 さんは 「周 り
の乗客に電源オフを
頼む のは気がひけま
すが、また嘔吐する
わ けにはいかないの
で、必ず優先席 に座
り、電源オ フをお願
いするカー ドや診断
書を見せて、周囲の
乗客に電源 オフを頼
ヘルプマークと、当会が作成 した電源オ フをお願 む ことにしました。
ほとんどの方 は協力
いするカー ド (伊藤さんのホームページ
してくれるし、 こち
http:〃hahaChancafe.oom/aboutme.htmlよ り)
らの体調を気遣 つて
くれる人もいる。降車時には、必ずお礼を言 つています」
。
また、私鉄では乗務員が乗 つている先頭か最後尾の車両の優先席 を利用
し、JRで は 「サJと い う記号のついた車両に乗 ります (表 1)。
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表 l JRの 車両についた記号の意味
記号

意味

会報 56号

記号は、車体の
外側、車両内部
に示されている

モー ター の あ る車両

デ ィーゼルエ ンジンなどのある車両
駅員 0人 がかりで携帯電話の停止 を説得
2015年秋の昼頃、京工電鉄を利用 した際、優先席付近に行き、乗車 して
す ぐに携帯電話 の電源 オフをお願いしました。周囲にいた乗客 5〜 6人 はす
ぐに電源を切って くれましたが、優先席の正面にある座席に座 つていた 50
代の男性は伊藤 さんのお願いを無視 し、む しろ携帯電話を伊藤 さんに向ける
ようにして操作 しだしたそ うです。
伊藤 さんは周囲の乗客に対 し「私はすでに 2回 、電車内で吐いたことがあ
ります。頭痛が起きているし、もうす ぐ吐くと思 う。駅員 には何かあつた ら
SOSボ タンを押すよう言われているので、押 してもいいですか ?」 と尋ねま
した。周囲の乗客が了承 してくれたので、伊藤 さんは SOSボ タンを押 しまし
た。電車は、伊藤 さんが乗専 した駅の隣駅 で停止しました。
対応 にや つて きた駅員は、伊藤 さんが持つていたヘルプマー クと、電源 オ
フをお願 いす るカー ドを見て、す ぐに事情 を察 してくれたそ うです。携帯電
′具合 が悪 くて困つてい る人がいるんだ
話を使 つていた男性 に対 し駅員 は、「
か ら、携帯電話 を止めるか、優先席 か ら離れた席に行 くか、電車を降 りてほ
しい」 と求めま したが、男性 は 「使 つていて何が悪い」 と言 つて使用を続け
ま した。駅員 は 「この方は、本当に病気 で具合 が悪 くなるんだから」 と訴
え、最終的 には 6人 の駅員が説得 にあたつたそ うです。乗客か らも男性に対
し「お前、 日本語 がわからないのか」 とい う声が上が りました。
「携帯電話 を止めるか、電車を降 りるまで走 らせません」 と駅員 は伝 え、
結局、男性はそ の駅で下車 したそ うです。その間、電車は 15分 ほど停止す
′
ることにな りま した。
「周 りの人はシンとしていましたが、車両全体に事情 が伝 わつた よ うで
す。駅員 の対応 で、 こ うい う病気 があることが理解 してもらえたのではない
で しょうか」 と伊藤 さんは考 えています。
1
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この他にも、別な私鉄で周囲の乗客が使 う携帯電話の電磁波で具合が悪 く

なり、乗務員室に入れてほしい と訴えて、下草するまで乗務員室で過 ごした
患者さんもいるそ うです。乗務員は 「こ うい う事情で乗客を乗務員室に入れ
ている」と連絡 していたといいます。
伊藤さんは 「具合が悪 くなったら積極的に駅員 に伝 えたほ うがいい」と考
えています。また、周囲の乗客にはt「 通勤や通学もできなくなった患者 も
多いことなどを伝え、降車時にはお礼を言つています。初めて電源オフをお
願い された人は戸惑 うか もしれませんが、三度 目に同じことがあれば、理解
してもらいやすいのでは」といいます。
「話をしてみ ると、なかには『 大声で電源を切れ』 と言われて不快だつた
とい う方や、
『 ノイ ローゼだと思つた』 とい う方もいる。体調が悪 くて余裕
がなかったのだと思いますが、健常者には この幸さを体感できないので仕方
ない。 自分の言葉で幸さを伝 えて、理解 して もらうよう頑張る しかない」
。
優先席付近の電源 オフが緩和されてしまったのは、大変に残念なことで
す。政府は 2020年 の東京オリンピックまでに第 5世 代移動通信 (5G)を 導
入する方針ですが、5Gが 始まれば、携帯電話の出力は 2倍 になります し、
使用する周波数も高くなる可能性がるので、交通機関や公共空間での被曝量
増加が懸念 され ます。
日本弁護士連絡会が 「電磁波問題に関する意見書」で提言 したよ うに交通
機関での電源オフなど、人権保護 の観点から発症者への配慮が不可欠です。
はなちゃんカフェ 伊藤 さんは、環境 ア ドバイザーの資格を取得 し、患
者 さん同士の交流を促 した り、過敏症関連 の書籍 を開覧できる 「はなち
ゃんカフェ」を運営 しています。http://hanachancafe.com/index.html
問合せ :電 話 03‑6303‑3740(電 話対応は午前 9時 〜午後 9時 。緊急 の場
合は対応)
ヘルプマーク 内部障害者や妊娠初期 の人など、一見健康 に見 える人で
も、優先席に座 つた り支援を受けやす くす るため東京都 が 2012年 か ら無
料配布を開始。配布す る自治体 も増加中。入手方法は自治体 に確認を。

EHSカ ー ド 現在、在庫切れ ですが、希望者 が多ければ再販 します。 1
枚 300円 。「電磁波過敏症 です」 とい う文章 と携帯電話 のイ ラス トが片面
に印刷 されています。 ご希望の方は ご連絡 ください。
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