
  
16:00-  はじめに リテラジャパン代表 西澤真理子
  Opening 

16:05-  リスクの考え方（西澤）
  How to interpret health risks
  (Nishizawa) 
 

16:25-  携帯電話中継基地設置と市民参加
  （フォーゲル）

  Public participation in the siting of 
  mobile phone base stations (Vogel)

16:55-  スイスでの携帯電話のリスク議論
  （シュトルヒ）

  How risks of mobile phones 
  are discussed (Storch)　

17:20-  意見交換
  Discussions

18:00  閉会
  Closing

19:00-  日本料理店での懇親会（和食山水）
  Reception（Restaurant SANSUI）

2015年2月4日[水] 
スイス・ジュネーヴ
4. February, 2015
Warwick Geneva Hotel
Rue de Lausanne 14,1201 Geneva, Switzerland
Tel +41-22-716-8000
Just opposite the Geneva Cornavin (Central Station)

話題提供者　

エヴィ・フォーゲル
ドイツバイエルン州環境消費者保護局　
騒音・非電離放射線担当責任者。

ダニエル・シュトルヒ
スイス衛生局（スイス内務省）
放射線防護・非電離放射線・線量部門 部門長。

西澤真理子 

リテラジャパン代表。日本学術会議連携委員。
総務省総合通信基盤局生体電磁環境に関する
検討会委員。専門はリスクコミュニケーション。

S p e a ke r s  

Dr. Evi Vogel (Germany) 

Head of the unit “Noise, Non- Ionising 
Radiation and Sustainable Mobility,
The Bavarian State Ministry of the 
Environment and Consumer Protection. 

Daniel Storch, PhD. (Switzerland)

Head of Section.
Radiological Protection / 
Section Non-Ionising Radiation 
and Dosimetry.
Federal Office of Public Health FOPH.　
Federal Departement of 
Home Affairs FDHA.　

Mariko Nishizawa, PhD. (Japan) 

Risk communication expert. 
Director of Litera Japan. 
Associated member of 
Japan Science Council and 
member of the advisory panel to the 
Japanese Ministry of General Affairs on 
mobile phone and radiation.

・
・
・

日本の報道関係者・行政関係者向け 入場無料

Mainly open to the Japanese press 
and Governmental organisations
Entrance free
Japanese and English
(partly Japanese translation)

開催趣旨・ピック

現在、携帯電話と人体影響について
WHOでリスク評価が進められています。
このトピックについて最新の科学と
リスクコミュニケーションの観点から
理解を深め、意見交換し、議論する場に
したいと考えております。
リスクとハザードについて
携帯電話の人体影響: 国際的リスク評価の現在
コミュニケーションはどう進んでいるか

Ob j ec t i ves

This briefing aims to deepen 
the understanding of risks from 
mobile phone radiation and 
serves as a forum to exchange ideas 
between science and society.

お問い合わせ 

「リスクセミナー」事務局  担当:（有）アルパシエ

Query　

Secretariat at Litera Japan, Ms Ozawa
Tel  +81（0）3-6450-0856（weekdays 9-18）　
Fax +81（0）3-3767-8856（24hours）
Mail panel＠literajapan.com
http://literajapan.com/work/seminars

協賛 
 ARIB 一般社団法人 電波産業会　
（Association of Radio Industries and Business）

Sponsored by ARIB 

http:// literajapan.com
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リテラジャパン主催 
第2回 リスクセミナー

携帯電話のリスクを
どう考えるか


