
宮崎早野論文

科学論文の皮をかぶった原子力村のプロパガンダ

黒川 眞一

高エネルギー加速器研究機構

福島甲状腺がんの真相を明らかにするシンポジウム

2021年2月23日



羊の皮をかぶった狼

この言葉は新約聖書マタイ伝 7.15 に基づいてい
ます。

King James Versionでは

“Beware of false prophets, which come to you in
sheep’s clothing, but inwardly they are ravening
wolves.”

共同訳では、

「偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身
にまとってあなたがたのところに来るが、その
内側は貪欲な狼である。」



古典的科学規範(マートン規範、CUDOS）
Robert K. Merton in 1942

① 公有性(communalism)

② 普遍性(universalism)

③ 無私性(disinterestedness)

④ 組織された懐疑主義 (organized skepticism)

科学的主張は、それが受容される前に充分に批判

精査の対象とならなければならない。

科学者共同体の規範としての重要性は現在でも変わらな
い。 ただしCUDOSは科学者の共同体の存在を前提とし
ていることに注意が必要である。



文科省：研究活動における
不正行為に関するガイドライン

科学研究における不正行為は、真実の探求を積み重

ね、新たな知を創造してい く営みである科学の本質

に反するものであり、人々の科学への信頼を揺るが

し、 科学の発展を妨げ、冒涜 するものであって、許

すことのできないものである。こ のような科学に対

する背信行為は、研究者の存在意義を自ら否定する

ことを意味 し、科学コミュニティとしての信頼を失

わせるものである。



1 研究活動

科学研究とは、そもそも仮説と検証の循環により発展していくも

ので あり、(後略)

2 研究成果の発表

研究成果の発表とは、研究活動によって得られた成果を、客観的

で検証可能 なデータ・資料を提示しつつ、科学コミュニティに向

かって公開し、その内容 について吟味・批判を受けることである。

科学研究による人類共通の知的資産 の構築が健全に行われるには、

研究活動に対する研究者の誠実さを前提とした、 研究者間相互の

吟味・批判によって成り立つチェックシステムが不可欠である。

研究成果の発表は、このチェックシステムへの参入の意味を持つ

ものであり、(後略)



３ 研究活動における不正行為

研究活動における不正行為とは、研究者倫理に背馳 し、上記

１及び２におい て、その本質ないし本来の趣旨をゆが め、

科学コミュニティの正常な科学的コミ ュニケーションを妨げ

る行為にほかならない。

以上に示したように文科省の研究不正のガイドライン
はCUDOSを規範としていることが分かる。

なお、代表的な不正行為とは、捏造、改竄、盗用、で
あり「ネカト」という。



民主主義社会における議論のあり方に
ついての私の見解

-言論の自由を尊重した開かれた議論でなければならない。

-言葉を正しく使わなければならない。

-何かを主張するときは必ず根拠を示さなければならない。

-議論は論理的に行わなければならない。

-根拠を示した正当な批判には応答しなければならない。

民主主義社会における議論のあり方も、科学における批判的検証とおな
じ原理に基づいている。その原理とは批判の自由と応答の義務である。
そうであれば科学者共同体の中でだけでなく、市民による科学批判とい
う観点から、科学における研究不正とは何か、正常な科学的コミュニ
ケーションとは何かを私たちは考えることができるはずである。



提案：研究不正という概念を市民の立場から定義しよう

• 研究不正とは、科学者コミュニティー内部における、捏造、改竄、盗用
（いわゆるネカト）だけではない。

• 科学的論争を、科学者共同体の中の論争だけでなく、市民と科学者の間の
論争も含めよう。そして、そのような論争を妨げる行為は研究不正の一種
であるであると広く考えるべきである。

そう考えると、

- 市民からの批判に応答しない。

- 市民による批判を妨害する。

- 市民に対し科学論文であることを権威付けのために使う。

- 科学論文であることを理由にして市民による論文批判を封ずる(例：批判
するなら論文で批判せよ）*。

は研究不正の一種であることになる。

*早野氏は自分の論文をSNSやマスコミを使って大いに宣伝しながら、批判は科
学論文によって行えという立場をとっている。



宮崎早野論文とは



「伊達市長から、市民のガラスバッジの測定データと
WBCによる内部被曝線量のデータベースを提供(*)するの
で、データ解析および学術誌に論文発表をしてほしいと
いう依頼が福島県立医科大学の学長と宮崎氏に対してな
された（2015年8月1日付け）。これを受け宮崎真氏が主
任研究者、早野龍五氏が分担研究者として研究が行われ
ることになった。」

研究成果としてJournal of Radiological Protection誌（JRP*, IOPの
論文誌のひとつ)に２つの論文（第１論文：2016年12月、第２論
文：2017年7月）が発表された。

2020年7月24日第１論文と第２論文は撤回された。

*注：伊達市に対し市長の手紙に書かれているデータ
ベースの情報公開請求をしたところ、不存在であった。

研究計画書における公式見解



データ提供に関して実際に起こったこと

1. 2015年2月20日：千代田テクノルから著者に、2011年8月~2014年6月のガ

ラスバッジ測定データが個人情報を削除せずに提供された。提供の目的は

千代田テクノルが受注している解析の高度化を図るため。

2. 2015年8月12日： 伊達市から著者に、2013年7月~2014年6月まで継続して

ガラスバッジ測定に参加した市民のガラスバッジ測定データ、そしてと除

染に関する情報が提供された。この提供には伊達市の決済文書が存在しな

いため、提供目的は不明。

3. 2015年10月23日：仁志田伊達市長から、データの解析および論文作成の依

頼が宮崎氏に発送された。手紙の日付は2015年8月1日。また市が提供する

データベースは市民の住所を航空機による線量測定のグリッドに突合した

ものであるとされている。

4. 2015年11月2日：著者から研究計画書が医大倫理審査委員会に提出され、

12月17日に学長による許可がおりた。

黒川まとめ：伊達市から著者に対する正式なデータ提供
なるものは存在しないということである。



宮崎・早野氏は古典的規範における
正常な科学的コミュニケーションを妨げている

1. 第２論文を批判するLetter 1(2018年11月16日にprovisionally 

accept) に2年3か月の間何らの応答もしていない（注）。

2. 2020年1月から3月にかけて投稿され、著者の応答が求められた

Letter 2、3 (第１論文批判），4(第２論文批判）にも無応答で

ある。

3. 研究不正調査委員会ではない伊達市調査委員会の報告を根拠に

論文を撤回し、論文誌上で議論ができないよう画策した。

注：2019年1月8日に早野氏は文科省に「見解」を張り出し、この「見解」
をTwitter上の固定tweetとして数か月にわたった掲載していた。「見解」
には「以上述べましたように、論文の重大な誤りについては、JRP誌という
学術的な場での議論に向けて進みつつある段階です」と書かれている



宮崎早野論文の研究は
人を対象とする医学系研究である

• 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に厳密に従うことを

要す。

• 倫理指針はヘルシンキ宣言に基づき、文科省と厚労省が定めたもので

ある。「研究対象者の福利は、科学的及び 社会的な成果よりも優先さ

れなければならず、また、人間の尊厳及び人権が守られなければ なら

ない。 」と書かれている。

• 重要な点は、対象者各個人から事前に同意を得ること、倫理審査委員

会が研究計画書を承認後に研究を開始すること、研究計画書に忠実に

従うことである。

黒川注：宮崎早野論文は多くの点で倫理指針に違反している。特に
データ提供に不同意の市民のデータを使っているという重大な倫理指
針違反をおかしている。岩波「科学」2019年2月号の黒川と島の共著
論考を参照のこと。



宮崎早野論文の検証について

• 宮崎早野論文における倫理指針違反および伊達市個人情報

保護条例違反は、伊達市民（島明美氏）の精力的な情報公

開請求によって明らかにされてきた。

• 情報公開請求によって公開された資料は倫理指針違反だけ

ではなく、論文における不整合、さらには捏造や改竄の疑

いの究明になくてはならないものであった。

• 情報公開請求で入手した資料および論文そのものを精査す

ることにより、Letterの著者である科学者ティームは、宮崎

早野論文の「科学論文の皮」は、ほぼはがされたといえる。

• 市民と科学者のこのような共同作業は、「市民科学」に新

しい地平を開いたと考える。



第１論文要旨(abstract) 前半
福島県伊達市は福島第一原発事故後、住民の個人線量モニタリン
グを行ってきた。このモニタリングは個々の市民の被ばく線量に
ついてユニークな包括的なデータをもたらすものである。

我々の論文シリーズの最初のこの論文において、入手可能な周辺
線量率サーベイ・データに基づく実効線量の評価の方法を確立す
ることを目的とする。そこで、我々は、航空機によるサーベイに
よって得られた周辺線量と個人線量の関係を調査した。

第１論文と第２論文はシリーズ論文であり、両論文に共通して、
「福島第一原発事故から５から51か月後(注)の全伊達市民のパッ
シブな線量計による個人外部線量のモニタリング」という題を持
つ。（注）2011年8月から2015年6月に対応する。

注記：第１論文および第２論文の書誌情報は参考slideとして最後に追加
してある。



航空機によるモニタリン
グのgridは1平方㎞あた
り16個ほどあり伊達市全
域では4000強のgridがあ
る。

市民の住所をそこから最
も近いところにあるgrid
に対応させることを突合
という。

Gridの位置は緯度と経度
で示されているため、住
所を突合するためには住
所を緯度と経度になおさ
なければならない。これ
をGIS化という。



第１論文要旨(後半)

得られた結果は、個人線量は周辺線量に ほぼ 0.15 を乗じたものであ

り 、この 0.15 という係数は日本政府が、航空機によるサーベイを

行った期間を通じて採用した係数 (0.60) の4分の1である(黒川注) 。

この研究によって得られた方法は大規模な汚染をともなう将来の放射

線事故の最初のフェーズの個人線量の予測に役立つであろう。

黒川注：0.15が平均値であることが要旨に示されていない。
公衆の被曝管理に、線量限度ではなく、平均値または中央値を使い、
さらに公衆の被曝管理に空間線量ではなく個人線量計で測定された線
量を用いるということは、放射線防護の基本からの逸脱であり、もは
や放射線防護とはいえない。チェルノブイリ原発事故後、原子力発電
を維持したい勢力はICRPの新勧告にこの考えを取り入れようとして
いる。第１論文は放射線審議会の資料とされ（その後削除）、ICRP
の新勧告の資料とされるはずであった。



第１論文における重大な疑問点 - 2014年7月から
2015年6月までのデータが著者に提供されていない

表１ 2014 3Q (2014年10月~12月)の対象者(21080人)の年齢分布(黒)を
2013 3Q(2013年10月~12月)の対象者(24162人)の年齢分布(灰色)に重ね
たもの。1945年生に対応する窪みが前者が後者より１年進んでいない。

1945年生

補足：1945年生の窪み
の位置が同年齢にある
だけでなく、それより
も顕著ではない窪みも
同年齢にある。灰色に
比べて黒の縮小率があ
まりにも一定でありす
ぎる。つまり、どちら
も同一の母集団から選
ばれたいる。具体的に
は、灰色は2013 3Qの3
か月間、黒は2013年7月
から2014年6月までの1
年間継続して参加した
人々である。2014年10
月から12月ではない。



2014年7月から2015年6月までのデータが
提供されていないことを示す証拠

1. 2014年3Qの対象者数は21080人ではなく正しくは
14372人である(FOIで入手した伊達市調査委員会付
属資料)

2. 2015年8月12日に提供されたデータには2014年7月か
ら2015年6月までのデータが含まれていないことを
知らせる伊達市職員から宮崎氏あてのmailが存在す
る(同年8月3日付け。FOIにより入手)

3. この提供が最後のデータ提供であることを医大広報
が認めている(OurPlanetTV報道)

4. 論文に示されているこの期間の対象者の抽出方法が
研究計画書書と伊達市調査委員会付属資料と異なる

5. その他（割愛する）



第２論文要旨

私たちの得た結果は、伊達市の居住者の生涯に わたる追加外

部被曝線量の平均値は 18 mSv を超えることはない(黒川注)

というものである。さらに、除染には個人線量低減効果があ

るとは明確にいえないという結果も得ている。個人線量 と周

辺線量を組み合わせて用いる私たちの方法は、放射能汚染地

域に住み続ける人々の生涯被曝線量を十分な確度をもって予

測することができるものである。

黒川注: Letter 1はこの値がほぼ1/2に過小評価されていることを指
摘している。2019年1月8日早野氏は1/3に過小評価したと「見解」
で認めたが後日撤回。調査委員会には0.455倍にグラフを縮小したミ
スであると主張した。医大調査委は、グラフは縮小されていたが線
量の過小評価はないと認定した。



第2論文の図７(左)と箱ひげ図の
縦軸を宮崎氏と早野の主張どおり
に1/0.455倍にした図(右)。論文
において累積線量が過小評価され
ていることは明らかである。

第２論文における重大な疑問点
生涯線量の過小評価の疑い：過小評価はあるか



宮崎氏と早野氏は論文誌
JRPに正しい情報を伝え
ていない



論文撤回の理由

• JRP誌上に発表された論文撤回の理由は、伊達市調査委員会が

「データ提供に同意していない対象者のデータが使われた」と認

定したこととされている。

• 伊達市調査委員会は伊達市によるデータ提供が規則にのっとって

行われたかを調査する委員会であり、論文については調査してい

ない。伊達市調査委員会は研究不正調査委員会ではない。

• また、伊達市調査委員会は「データ提供に同意していない対象者

のデータが提供された」とだけ認定している。

• 伊達市調査委員会の報告をもって論文を撤回することはできない。



JRPの説明に奇妙な記述がある

On 11 January 2019, (中略) the authors notified 
IOP Publishing (for the first time) that an 
official investigation by a committee acting on 
behalf of the Date City authorities (中略）was 
underway.

黒川まとめ：伊達市調査委員会が設置され調査
を開始したのは2019年2月4日である。1月11日
に調査が進行中(underway)であるはずはない。

翻訳：伊達市調査委員会は2019年1月11日に進行中で
あると著者が通告してきた。



さらにもっと奇妙なことがある
JRP/IOPの撤回声明中に、次のように記述されている。

”The results of this investigation (伊達市調査委員会報告
書) are available (in Japanese) at

https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/3/41833.html

上で伊達市調査委員会報告書へのリンクとして示され
ているものは調査委員会報告書へのリンクではない。
正しいリンクは
https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/3/39948.html

著者である宮崎氏と早野氏は撤回の根拠となった伊達
市調査委員会報告書のリンク先を論文誌に伝えていな
いことになる。

https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/3/41833.html
https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/3/39948.html


JRP/IOPもルールを
守っていない



JRPはLetterではなくcorrigendumを要求
(cite: Retraction Notice)

・16 November 2018: Letter 1 is provisionally accepted for publication, and 
the authors of the two Papers are invited to submit a responding Letter

・27 November 2018: Authors respond and ask to submit a Corrigendum to 
correct Paper 2, rather than submit a Letter in response. 

・12 December 2018: Makoto Miyazaki and Ryugo Hayano are invited to 
submit a Corrigendum for Paper 2. 

黒川まとめ：Letter 1は黒川単著の第2論文を批判する論文(Letter to
the Editorという形式の論文)であり、第2論文の不整合と誤りを8か所
指摘しており、11月16日に著者に送られている。Corrigendumは著者
が自ら気づいた軽微な誤りの修正のことである。Letterが著者に渡さ
れたのであるから、corrigendumで良いとしてはいけない。JRPは著者
の盗用を助けたことになる。

2018年12月12日、JRPはLetter 1はpublishしないと黒川に連絡。翌年1月29日に
黒川の抗議によりこれをくつがえしpublishすることを約束した。（ただし空約
束である) この事実は Retraction Notice に書かれていない。



JRP/IOPは４つのLetterは出版しないことを決めた

From Publisher’s Note: A final internal meeting was held to reconsider any 
potential ethical concerns associated with publishing the four Letters which 
comment on the Papers. Since IOP Publishing was not provided specific
details of the ethically inappropriate data, it was not felt possible to 
independently verify with certainty whether or not the four Letters were free 
of the use of the ethically inappropriate data. Given that the four Letters are 
heavily based on the Papers and cite data, figures, and equations, the decision 
to not publish the Letters was made.

4つのLetterがethically inappropriate dataを使っているかいないか
分からないが, 4つのLetterがdata, figures, equationsを引用してい
るから出版しないことにしたと書かれている。そもそも
Letter(Letter to the Editor)とは同じ論文誌に発表された論文につ
いてコメントするための論文である。そうであれば、宮崎早野論
文を批判したから論文を出版しなことにしたということになる。
なお、伊達市からデータ提供を受けていないLetterの著者が
ethically inappropriate dataをもっているはずはない。



福島県立医科大学

研究不正調査委員会報告
書は詭弁の集まりである



研究終了報告書によれば宮崎早野論文の研
究に用いられた伊達市提供のデータベース
は2018年10月23日に全て廃棄されている

2018年11月27日：宮崎と早野は応答のLetter ではなく
Corrigendumを書くことをJRPに要請した。さらにこの要請
とともに、すでにデータベースが廃棄されており、廃棄は福
島県立医科大学の倫理規定にのっとって行われたと通報した。
(Publisher’s Noteより)

黒川注：廃棄は医大の倫理指針に従っているとされてい
るが、国が定めた「人を対象とする医学系研究に関する
倫理指針」は情報をできるだけ長く保存するように定め
ている。なお廃棄の日付は情報公開請求により明らかに
なった。



全データ廃棄は研究不正だという伊達市民の
申立に対する医大研究不正調査委員会の回答
•告発者は、研究終了時に「全データ」が破棄されたとしているが(*)研
究者が研究終了時に破棄したのは「伊達市から提供された個人線量
データ(中略) などの既存情報」であり、解析に用いた数式 や図表等は
研究終了後も保存されていることは確認できた。

•当該研究においては、数式等が保存されていれば、既存情報の再提供
を受ける(**)ことにより再検証は可能である。

•研究者が研究終了後時に破棄した既存情報は、長期間に渡って研究者
が保存すべきデータには該当しないと考えられ、研究計画書に記載の
とおり(***) 研究終了時に既存情報を破棄していたことは不適切な対応
であったとは言えない。

* 情報公開請求で入手した研究終了報告書に「全データ破棄」と書いてあ
る。
** すでに示したように、伊達市から著者への正式なデータ提供というもの
が存在しない。また提供すべきデータベースも伊達市はもっていない。
*** 研究計画書には「研究終了時に破棄する」という文言はない。また研
究終了日は2108年11月30日であり、廃棄は10月23日である。



国の倫理指針と医大の規定にはどう書いてあるか

１．国が定めた「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」
第 20 研究に係る試料及び情報等の保管
(5)「研究機関の長は、当該研究機関の情報等について、可能な限り長
期間保管されるよ う努めなければならず」

２．医大の「研究活動に係る不正行為への対応に関する要綱」
第4条2(3) 「資料（文書、数値データ、画像など）の保存期間は、原
則として、当該論文等の発表後 10 年間とする。」

第22条3 「調査委員会は、被告発者が、生データや実験・観察ノー
ト、実験試料・試薬等の不存在など本来存在すべき基本的な要素の不
足により、研究活動に係る不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠
を示せない場合には、研究活動に係る不正行為と認定するものとす
る。」

黒川の意見：伊達市から提供されたデータベースには同意不同意の項目
が存在する。研究者によるデータの廃棄は伊達市議会で不同意者の存在
が問題とされ始めた2018年9月のわずか1月後の2015年10月23日である。
同意不同意の項目の存在を隠蔽した疑いが強い。



田中規制委員長宛資料が

意味するもの



• 2015年10月20日に早野氏が田中委員長宛に、論文の解析
結果の中間報告を送っている（FOIで伊達市から入手）。

• 論文の解析結果が田中委員長の意向に沿うものかどうかの
確認を求めたものと黒川は思う。

• 実際、この資料では、「除染は個人線量削減に大きな効果
がある」とされていたのに、第２論文では「除染には個人
線量低減効果があるとは明確にいえない」に変わっている。

黒川注：さらに、二つの問題を指摘できる。
１．研究計画書が承認された2015年12月17日より前に研究
を開始している。倫理指針違反である。
２．規制委員会委員長に論文についての相談を行ったこと
は利益相反事項であり、論文に利益相反事項として明記し
なければならないが、行われていない。医学系研究ではこ
れだけで研究不正となる。



まとめ



1．宮崎早野論文は、科学論文として非常に問題がある。我々
の4つのLetterで30個ほどおかしな点を指摘している。捏造や
改竄も疑われる。

2．宮崎早野論文の著者は研究者間相互の吟味・批判によって
成り立つチェックシステムからひたすら逃げまわってきており、
追い詰められて論文を撤回することで批判をかわすことを画策
したと疑われる。批判にたいする応答なき主張はプロパガンダ
である。

３．この講演で示した証拠から明らかなように、原子力村の意
向に沿う結論が先にあり、それに合わせて論文が作成されてい
る。

４．つまり、宮崎早野論文は、「科学論文の皮をかぶった原子
力村のプロパガンダ」であり、福島県立医科大学、JRP、イギ
リス保健物理学会、原子力規制庁、ICRPなどがからんでいる。



ご清聴
ありがとうございました



第１論文
Individual external dose monitoring of all citizens of Date City by passive dosimeter 5 to 
51 months after the Fukushima NPP accident (series): 1. Comparison of individual dose 
with ambient dose rate monitored by aircraft surveys
福島第一原発事故から５から51か月後(注)の全伊達市民のパッシブな線量計による個人
外部線量のモニタリング１：航空機による周辺線量率と個人線量の比較

Makoto Miyazaki and Ryugo Hayano

J. Radiol. Prot. 37 (2017) 1–12
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6498/37/1/1/pdf

2019年7月17日 伊達市民による研究不正申し立てに対し、東大・医大の研究不正調査委
員会は研究不正を認定せず

2020年7月24日論文は撤回された(次の2のURLは撤回声明と出版社による説明である）
https://doi.org/10.1088/1361-6498/ab9ff0
https://iopscience.iop.org/issue/0952-4746/40/3

注：５から51か月後は2011年8月から2015年6月に対応する。

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6498/37/1/1/pdf
https://doi.org/10.1088/1361-6498/ab9ff0
https://iopscience.iop.org/issue/0952-4746/40/3


第２論文
Individual external dose monitoring of all citizens of Date City by passive dosimeter 5 to 

51 months after the Fukushima NPP accident (series): II. Prediction of lifetime 

additional effective dose and evaluating the effect of decontamination on individual dose

福島第一原発事故から５から５１か月後の全伊達市民のパッシブな線量計による個人外

部線量のモニタリング2：生涯にわたる追加実効線量の予測および個人線量に対する除

染の効果の検証

Makoto Miyazaki and Ryugo Hayano

J. Radiol. Prot. 37 (2017) 623-634

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6498/aa6094/pdf

2019年7月17日 伊達市民による研究不正申し立てに対し、東大・医大の研究不正調査委

員会は研究不正を認定せず

2020年7月24日論文は撤回された(次の2のURLは撤回声明と出版社による説明である）

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6498/ab9ff1

https://iopscience.iop.org/issue/0952-4746/40/3

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6498/aa6094/pdf
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