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第１ はじめに 

１ 本件事故発生から６年６か月が経過した現状 

平成２３年３月１１日の本件事故発生から現在まで，６年６か月が経過し

た。現時点でも，本件原発事故は収束したとはいえず，また，拡散した放射性

物質による汚染は解消されず，汚染水問題の解決は糸口も見えないままで，廃

炉に向けた具体策も何ら見出せない状況にある。 

 避難者の数は，福島県に限定しても，住民票の移動によって確認されるだけ

で，平成２９年８月３０日時点でも３万４９６３人にのぼっている。未だに多

くの避難者が，避難元に帰還することができないまま避難生活を余儀なくされ

ているのが実情である。とりわけ，政府による避難指示を受けていない「区域

外避難者」は，国や東京電力による賠償や支援策が極めて乏しいなかでの，あ

るいは賠償も支援策も全くないなかでの避難生活であり，経済的に苦しい生活

を強いられ続けている者が多い。被害の詳細は，本準備書面・第９で述べ，原

告ら最終準備書面（損害総論）でも述べるとおりであり，区域内外を問わず，

今もなお，避難者の被害は継続的かつ重層的に生じており，その被害を風化さ

せることは許されない。 

 しかし，政府は，無償住宅提供を打ち切るなど帰還推奨政策を推し進めてお

り，避難指示解除区域はあたかも「安全」であるかのごとく印象操作を行って

いる。また，ただでさえ不十分な避難者支援策を縮小していく政府の姿勢は，

「自己責任」の問題であるとして，避難先に留まる避難者を切り捨てようとし

ているに等しい。 

２ 本準備書面の構成 

本準備書面は，崎山比早子証人，酒井一夫証人，柴田義貞証人，佐々木康人

証人の証人尋問結果を踏まえ，また，これまでの原告らの主張も整理しつつ，

相当因果関係に関して全般的に主張するものである。 

本準備書面の具体的構成は，次のとおりである。 
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⑴ まず第２において，相当因果関係の判断枠組みに関する原告らの主張を整

理する。そこでは，相当因果関係判断は社会通念に基づく規範的判断であ

り，社会規範である国内法において，公衆にとって容認できないとされるレ

ベルの線量こそが最も重要な評価根拠事実であることを改めて述べ，生活圏

内に年間１ミリシーベルトを超える線量が測定された地域から避難すること

が社会通念に照らして相当であることを論じる。 

また，相当因果関係の判断と科学的知見との関係について，科学的知見の

対立は国内法において解決済みであって論じる意味はないこと，近時の科学

的知見がＬＮＴモデルを裏付けるもので年間１ミリシーベルトを「容認不

可」とする原告らの考え方を支えるものであることも述べる。 

⑵ 第３では，放射線の及ぼす健康影響メカニズム，低線量被ばくの影響にお

けるＬＮＴモデルが科学的合理性を有する知見であることを述べる。 

近時の科学的知見をみても，その多くがＬＮＴモデルを裏付けるものであ

り，ＬＮＴモデルの考え方が否定されるような状況にはなく，現在も，ＬＮ

Ｔモデルが科学的合理性を有する国際的知見であることを明らかにする。 

また，低線量被ばくの管理に関するワーキンググループがＬＮＴモデルを

採用していることについても述べ，同グループが報告書を作成して以降もＬ

ＮＴモデルに整合する知見が多数集積されていることを述べる。 

⑶ 第４では，相当因果関係判断において最も重要な要素である，国内法にお

ける「公衆にとって容認できないレベルの被ばく線量」について述べる。 

具体的には，まず，ＩＣＲＰ勧告について１９９０年勧告を中心に概説

し，ＩＣＲＰ１９９０年勧告が，ＬＮＴモデルを採用したうえで，「公衆に

とって容認できないレベルの線量」を死のリスクから検討して「線量限度」

を年間１ミリシーベルトと勧告したことを述べる。 

そして，同勧告を国内法も取り入れており，国内法においても，「公衆に

とって容認できないレベルの線量」は年間１ミリシーベルトであること，か
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つ，平時においても原発事故後においても公衆にとって容認できない線量に

変わりがないことを明らかにする。 

そのうえで，避難の相当性について，年間１ミリシーベルトを超える線量

が生活圏内に測定された地域から避難することは，社会通念上容認できない

被ばくを避けるものであって，相当因果関係が認められることを論じる。あ

わせて，毎時マイクロシーベルトの線量率を年間線量率に換算する方法につ

いても主張する。 

さらに，被告らがＩＣＲＰ２００７年勧告に言及し，「現存被ばく状況や

緊急被ばく状況では線量限度は適用されない」と執拗に主張することについ

て，その主張が相当因果関係判断において意味をなさないことも明らかにす

る。すなわち，線量限度を超える被ばくが広がっている状況において国や放

射線取扱事業者が放射線防護を講じる際に用いる基準と，国民にとって容認

できないレベルの線量とは，まったく別の概念であるにもかかわらず，被告

らはこれを混同して主張しているにすぎないこと，現在でも公衆にとって容

認できないレベルの線量が年間１ミリシーベルトであることに変わりがない

ことを明らかにする。 

⑷ 第５では，低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループと，同

グループが２０１１年（平成２３年）１２月２２日に作成した，『低線量被

ばくリスク管理に関するワーキンググループ報告書』（甲Ｄ共３５。以下

「ＷＧ報告書」という。）の問題点について述べる。 

⑸ 第６では，被告国から提出された平成２８年１０月２６日付けの連名によ

る意見書（丙Ｄ共３６。以下「連名意見書」という。）の問題点について述

べる。 

⑹ 第７では，土壌汚染やクリアランスレベルなど，線量限度以外の法規制に

関する原告らの主張を整理し，土壌汚染やクリアランスレベルに関する法規

制に照らせば，クリアランスレベルを超える放射能汚染による被ばくを避け
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る行為も社会通念に照らして相当であることを論じる。 

⑺ 第８では，相当因果関係の評価根拠事実となるその余の事実について，事

故後の事情を中心に述べる。   

⑻ 第９では，今もなお避難行為を継続することについての社会通念上の相当

性について主張する。そこでは，原告らに生じた権利侵害や損害は，決して

一回性のものではなく，今もなお継続的かつ重層的に生じていることを主張

する。 

また，福島県民健康調査についても述べ，同調査に関する柴田義貞証人の

証言の問題点も明らかにする。 

 

第２ 相当因果関係の判断枠組み 

１ 社会通念に基づく相当性判断 

 原告ら準備書面（１１）で述べたとおり，原告らの被侵害権利は，包括的生

活利益としての平穏生活権である。もちろん，個別の財産権侵害も生じてい

る。 

被告らによる加害行為と，原告らの被侵害利益及び損害との間における相当

因果関係の判断は，原告ら準備書面（３）の「第２ 本準備書面の目的」（７

～９頁）で述べたとおり，「当該原告の避難行為が社会通念に照らして相当性

を有するか否か」の判断である。そして，その判断の内実は「どのような避難

であれば，その損失を被告らの負担とすることが相当か」を社会通念に従って

判断することにある。 

 このような社会通念に照らした避難の相当性判断において重要な視点は，同

じく原告ら準備書面（３）の第２で述べたとおり，避難行為の相当性は科学的

論争で決するものではない，ということである。相当性判断は，あくまでも社

会通念に基づいて行われなければならず，一般人の認識を基準として，各原告

の避難行為が相当といえるかを判断しなければならない。 
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２ 国内法において「容認不可」とされる線量と相当性判断 

⑴ 国内法において「容認不可」とされる線量が最も重要な評価根拠事実で

あること 

ア 社会通念において一般的に容認不可とされる線量を避けることの相当性 

上記１のとおり，本件における相当因果関係の判断は，社会通念に基づ

く，一般人の認識を基準とした各避難行為の相当性判断である。この判断

は，科学的評価ではなく，社会通念に基づく規範的判断である。 

社会通念に基づく規範的判断において最も重要な評価根拠事実は，本件

事故発生当時において，「どこまでの線量であれば一般的に容認されうる

のか」，言い換えれば，「どのような線量であれば一般的に容認不可であ

るのか」についての社会規範である。 

なぜなら，「一般的に容認不可とされる線量であれば，そのような線量

の被ばくを避けることは社会通念に照らして相当な行為である」というの

が，一般人の認識に基づく規範的評価といえるからである。 

イ 国内法において「容認不可」とされる線量は年間１ｍＳｖであること 

本件事故発生当時において，社会通念上，「一般的に容認不可とされる

線量」がいかなるものであったか，この観点において最も重要な要素は，

法規範性を有する社会規範である「国内法」である。 

そして，国内法は，一般公衆について「個人に対する影響は容認不可」

とされる線量として，年間１ミリシーベルトを採用し，これを超える被ば

くから公衆を徹底的に保護している（このことは，本準備書面・第４で詳

述する。）。 

したがって，生活圏内に年間１ミリシーベルトを超える線量が測定され

た地域から避難することは，国内法も採用する「個人に対する影響は容認

不可」とされる線量の被ばくを避ける行為であって，法規範や社会通念に

照らして相当な行為であり，相当因果関係が認められるといわなければな
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らない。 

相当性判断に用いるべき法規範が本件事故発生以前の法規範でなければ

ならないことは，原告ら準備書面（３）の第２・３（９頁）で述べたとお

りである。 

ウ 「容認不可」な被ばくを特定地域の住民のみが容認しなければならな

い法的根拠はどこにもないこと 

これに対して，「公衆にとって容認できないレベルの線量」の被ばく

を，緊急時や復興期における特定地域の住民が容認しなければならない法

的根拠は，どこにもない。国内法は，公衆にとって容認不可なレベルの線

量を，平常時とそれ以外とで区別していない。本準備書面第４で述べると

おり，ＩＣＲＰも，計画被ばく状況において一般公衆に容認不可とされる

線量水準が，緊急被ばく状況や現存被ばく状況において引き上げられると

は，まったく述べていない。 

平等原則の観点からみても，何らの責任もない特定地域住民のみについ

て，緊急被ばく状況や現存被ばく状況であることを理由として「容認不

可」とされる線量を引き上げることは，特定地域の住民に対する不合理な

差別であって，決して許されるものではない。 

⑵ 年間１ｍＳｖを超える線量が測定されない地域からの避難について 

 また，容認不可とされる年間１ミリシーベルトを超える線量が測定されな

い地域からの避難であっても，線量や放射線濃度に関するその他の規制や，

事故発生後の事情を総合的に考慮して，社会通念における相当性が認められ

る場合もある。 

 本準備書面の第４で詳述するとおり，国内法はＬＮＴモデルを採用してお

り，放射線による健康リスクは被ばく線量に比例する。そのため，年間１ミ

リシーベルト以下の被ばくであっても，被ばくを避ける行為は，健康被害を

予防するための合理的行動といえる。 
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よって，年間１ミリシーベルトを超える線量が測定されない地域からの避

難であっても直ちに相当性を否定するべきではなく，事故発生前後の事情

や，その他の法規制などを総合的に考慮して，一般人の認識を基準として，

社会通念に基づく相当性が当該避難行為に認められるかどうかを個別に判断

しなければならない。 

３ 社会通念に基づく相当因果関係判断と科学的知見との関係 

 上記のとおり，相当因果関係の判断は，一般人の認識を基準とした，社会通

念に基づく相当性判断であって，科学的判断ではない。 

 低線量被ばくに関する科学的知見が，相当因果関係判断における考慮要素に

まったくならないわけではないが，相当因果関係判断と科学的知見との関係に

ついては適切に整理しておく必要がある。 

 この点，本準備書面第４で述べるとおり，低線量被ばくの影響について，国

内法は，知見の対立を踏まえたうえでＬＮＴモデルを採用していることに疑い

の余地はない。したがって，ＬＮＴモデルと異なる知見が存在するとしても，

社会規範としては，もはや知見の対立は解決済みの問題なのであって，社会通

念に基づく相当性判断において，対立知見の存在を論じる意味はない。 

また，本準備書面の第３で述べるとおり，近時の科学的知見はＬＮＴモデル

に整合しており，国内法の立場の正当性，また，年間１ミリシーベルト以下の

線量の被ばくであっても健康影響は否定できず，それゆえ年間１ミリシーベル

ト以下の被ばくを避けることの合理性を裏付けるものである。 

 

第３ 放射線による健康影響（特に低線量被ばくによる健康影響）について 

―ＬＮＴモデルの考え方，同モデルを裏付ける近時の科学的知見― 

１ はじめに 

   被告らは，低線量被ばくの健康影響についての科学的知見は定まっておら

ず異論があると被告らは指摘する。 
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 しかし，国内法は科学的知見の対立を織り込み済みなのであって，社会的

通念に基づく相当因果関係判断において，「放射線と健康影響に関する科学

的知見」を独立して論じることの意義や必要性は低い（原告ら準備書面（１

８）・２２頁）。 

 ただ，被告らが主張する科学的知見の挙げ方はあまりにも偏頗的ないし不

正確である（原告ら準備書面（１８）・２３頁以下）。 

 また，被告国は，ＬＮＴモデルの根拠となっている仮説を明確に実証する

生物学的／疫学的知見がすぐに得られそうもないことを強調しておくと主張

したが（被告国第７準備書面・５頁），実際には，ＬＮＴモデルは生物学／

疫学的知見によって実証をされている。 

   そこで，本項では，放射線による健康被害・影響のメカニズムについて簡単

に整理した後（詳細は原告ら準備書面（３）ですでに述べた），低線量被ばく

においても健康への影響が否定できず，放射線による影響・危険性の考え方に

ついてはＬＮＴモデルが採用されていることについて述べる。また，ＷＧ報告

書の作成以降も，ＬＮＴモデルを裏付ける知見が集積されていることについて

も述べる。 

２ 放射線による健康被害・影響を論じるうえでの前提知識 

⑴ はじめに 

  まず，放射線による健康被害・影響を論じるうえでの前提知識を簡単に整

理する。なお，この点は，原告ら準備書面（３）および（３６）においても

詳しく述べているところである。 

⑵ 放射線，放射能，放射性物質，被ばく  

物質は原子からできており，原子は原子核と負の電荷を帯びた電子によっ

て構成されている。原子核は，正の電荷を帯びた陽子と中性の粒子である中

性子が結合したものである。原子の中心には原子核があり，その周囲を電子

が飛び回っている。通常の原子は，陽子と電子の数が同じで電気的に中性で
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あるが，電子の数が多ければ負，少なければ正に荷電することとなる（甲Ｄ

共１の１，甲Ｄ共２・５頁）。 

陽子と中性子の数のバランスが悪い不安定な原子核の種類(核種)は，過剰

なエネルギーを放出して，安定した別の核種に変化する。このとき放出され

るのが，放射線である。つまり，「放射線」とは，運動エネルギーをもって

空間を飛び回っている小さな粒（素粒子）のことである（甲Ｄ共１の１，甲

Ｄ共２・６頁）。 

また，「放射能」とは，不安定な原子核が放射線を出しながら別の原子核

に変わっていく性質のことであり，放射能をもつ物質を「放射性物質」とい

い，放射線を浴びることを「被曝」（被ばく）という（甲Ｄ共１の１，甲Ｄ

共２・４頁）。 

⑶ 電離放射線の人体への影響 

すべての生物は細胞から構成されている。人体の場合，もともと１個の細

胞（受精卵）が次々と細胞分裂を繰り返した結果，組織・器官が形成され，

約６０兆個もの細胞から成り立っている。それぞれの細胞の中には自分と同

じ細胞をコピーするための情報が含まれており，その設計図がＤＮＡ（デオ

キシリボ核酸）で，それぞれの細胞にＤＮＡが収められている。細胞はエネ

ルギーや有用な化合物を生産したり，分裂して別の細胞をつくったりするこ

とにより生命維持を行っており，このような細胞の役割はすべてＤＮＡに記

録されている。 

⑷ 細胞への影響 

放射線による影響は，細胞の構成分子に直接フリーラジカルが生じること

もあれば，放射線がまず細胞の７０％を占める水分子に作用してフリーラジ

カルを生じさせ，そのフリーラジカルが間接的に細胞構成分子を攻撃する場

合もある（甲Ｄ共１の２）。フリーラジカルと周囲の分子との間の反応は極

めて短時間に起こり，その結果化学結合が切断されたり，分子の「酸化」
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（酸素分子が付加される）が生じたりする。 

細胞における主たる影響は，ＤＮＡの切断である。ＤＮＡは相補的な２本

の鎖から成っているので，１本鎖だけの切断と２本鎖の切断の両方が起こる。

生物学的に重要なのは２本鎖切断の方である。大半の１本鎖切断は元通りに

修復される。２本の鎖は写真のポジとネガの関係になっているので，傷の付

いていない方の鎖を手本にして傷の付いた鎖を修復できるからである。とこ

ろが２本鎖切断の場合にはそうした手本がないので，修復は難しく誤りを伴

う確率が高くなる（甲Ｄ共４・７９頁以下，崎山主尋問調書７頁～８頁・１

１頁など）。 

こうした修復の誤りによって細胞に突然変異，染色体異常，細胞死が生じ

ると考えられている（甲Ｄ共１の１，崎山主尋問調書７頁～８頁）。 

３ 放射線被ばくによる健康被害・影響のメカニズム 特に低線量被ばくの

健康影響について 

⑴ はじめに 

  本項では，放射線被ばくによる健康被害・影響の種類やメカニズム，特に

低線量被ばくの健康影響について整理する。なお，この点は，原告ら準備書

面（３）および（３６）においても詳しく述べているところである。 

⑵ 被ばくによる健康被害 ―確定的影響と確率的影響― 

放射線による健康被害には，確定的影響と確率的影響がある。 

確定的影響とは，ある限界線量（しきい値）を超えると初めて影響が現れ

る場合のものである（甲Ｄ共２・６５頁）。確定的影響では，放射線の被ば

く線量が大きければ大きいほど臨床症状が重くなる。後述する急性障害，白

血球減少，白内障等の身体的影響が確定的影響としてあげられる。同程度の

被ばく線量であれば，誰にでも同じ症状があらわれる（甲Ｄ共２・６５頁）。 

これに対して，確率的影響とは，影響が現れるのにしきい値がない場合の

ものである。言い換えれば，被ばく線量がどんなに低くても，それに応じた
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確率で影響が生じるというもので，白血病を含む発がんリスクや遺伝的影響

のことである（甲Ｄ共２・６５～６６頁）。 

⑶ 急性障害と晩発障害 

また，放射線障害には，急性障害と晩発障害がある。 

急性障害とは，被ばく後数週間以内に現れる影響で，食欲不振・悪心・嘔

吐・倦怠感等の初期症状にはじまり，骨髄障害，脊髄障害，消化管の障害が

発生し，貧血・紅斑や脱毛・潰瘍・壊死・腹痛・嘔吐・下痢という症状が現

れ，数Ｇｙ以上の被ばくでは，中枢神経系の障害が発生し短時間で死亡する

（甲Ｄ共２・６６～６７頁）。 

これに対して，晩発障害は，被ばく後，数か月から数十年で現れる影響で

あり，白血病やがん等の悪性腫瘍，白内障，老化の促進等が挙げられる（甲

Ｄ共２・６８頁）。 

この点，大阪地方裁判所における原爆症認定義務付請求事件（平成２１年

（行ウ）第２２４号）においては，被告国も，チェルノブイリ原発事故後十

年後辺りから甲状腺がんの有意な増加がみられることを認めていた（甲Ｄ共

５・６６頁）。 

なお，妊娠時に被ばくした場合には，胎児に影響し，流産，小頭症の発生，

発育の遅れ，精神遅滞発生等をもたらすこともある（甲Ｄ共２・６８頁）。 

⑷ 低線量被ばくとＬＮＴモデル 

１シーベルト以上の高線量の被ばくでは，確定的影響としての急性障害が

生じる。また，１００ミリシーベルトから１シーベルトでは，晩発障害の発

生する確率（過剰相対リスク）が，被ばく線量に比例して直線的に増加する

ということが明らかになっている（確率的影響）。 

これに対して，１００ミリシーベルト以下のいわゆる低線量被ばくについ

ては，確率的影響として，同様の直線的比例関係が成り立つという「しきい

値なし直線モデル」すなわちＬＮＴ（Ｌｉｎｅａｒ Ｎｏｎ－Ｔｈｒｅｓｈ
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ｏｌｄ）モデルのほか，ヒトの自然治癒力による「修復効果」や「ホルミシ

ス効果」によって影響は小さくなるという「下に凸」説，逆に，むしろ低線

量被ばくの方が影響が大きいとする「上に凸」説がある（甲Ａ１・４０３頁，

甲Ｄ共１５・１４～１５頁）。 

 

更に，低線量放射線による継続的被ばくが，高線量放射線の短時間被ばく

よりも深刻な障害を引き起こす可能性を指摘する見解もある。平成１６年３

月，当時の原子力安全委員会放射線障害防止基本専門部会に設けられた低線

量放射線影響分科会がとりまとめた「低線量放射線リスクの科学的基盤－現

状と課題－」においても，同じ被ばく量であれば長期にわたって被ばくした

場合の方がリスクも上昇するという逆線量率効果，被ばくした細胞から隣接

する細胞に被ばくの情報が伝わるバイスタンダー効果，放射線被ばくを受け

た細胞集団に長期間にわたる様々な遺伝的変化が非照射時の数倍から数十倍

の高い頻度で生ずる状態が続くゲノム不安定性等の可能性が指摘されている

（甲Ｄ共６・１８～２０頁，甲Ｄ共１５・１７頁）。 

しかし，現在，ＩＣＲＰを初めとする国際的な知見は，いずれもＬＮＴモ
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デルを採用しており（崎山主尋問調書１０頁・１２頁，酒井反対尋問調書６

頁ほか），平成２４年７月５日に公表された「東京電力福島原子力発電所事

故調査委員会」（いわゆる国会事故調）の報告書でも，このモデル（考え方）

が前提とされている（甲Ａ１・４０２頁）。 

また，ＩＣＲＰがＬＮＴモデルを採用していることや，ＩＣＲＰが低線量

被ばくの危険性を低く見積もる（下に凸の考えの）ホルミシスモデルを放射

線防護に取り入れていないこと，ＩＣＲＰ２００７年勧告附属書Ａにおいて

もホルミシスという用語が一切使用されていないことは，酒井証人自身も認

めている（酒井反対尋問調書８頁）。また，酒井証人が所属していた電力中

央研究所においても，「これまでに得られた知見からは，ホルミシス効果を

低線量放射線の影響として一般化し，放射線リスクの評価に取り入れること

は難しいと考えています」としているところである（甲Ｄ共１８４，酒井反

対尋問調書９頁）。 

⑸ ＬＮＴモデルの科学的根拠 

放射線は，僅か１本が細胞を貫いても細胞内の分子に傷をつけることがで

き，また，放射線がＤＮＡに与える影響は複雑であって修復する際に間違い

を起こしやすく，その間違った修復によってがんを引き起こす可能性がある。

このように放射線のリスクにしきい値がないことは理論的にも実験的にも裏

付けられた科学的事実である。 

また，線量とリスクが直線的比例関係にあることは，ＤＮＡの複雑損傷が

線量に正比例して増加することからも実験的に裏付けられている。この点に

ついては，ＩＣＲＰ２００７年勧告も,遺伝子及び染色体の突然変異に対す

る線量反応関係（甲Ｄ共１１・Ａ８９項）で「放射線による遺伝子及び染色

体の突然変異の誘発が，がんの過程に直接重要である」ことを述べ，「最も

有益なデータは，わずかではあるが，数十ｍＧｙの線量まで直線性を示唆し

ており，数ｍＧｙまでの低い線量域でこの単純な比例関係から外れることを
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示唆するよい理由はない」と記載しているところである。 

また，同細胞内ＤＮＡ損傷反応（甲Ｄ共１１・Ａ９０項）でもＤＮＡ損傷

と発がんの関係を論じており，「現行のデータは,放射線の作用に特徴的な

化学的に複雑なＤＮＡ二本鎖損傷の，本質的にエラーを起こしやすい修復過

程が支配的であることを示している。数十ｍＧｙに至る低い線量でのエラー

を起こしやすいＤＮＡ損傷修復は，遺伝子／染色体突然変異に関わる細胞の

線量反応関係がほぼ直線になることと合致し，線量とこの突然変異に関連す

るがんのリスクとの間の単純な比例関係が存在することを暗示している。数

十ｍＧｙ以下の線量におけるＤＮＡ修復の忠実さが生化学的に変化する可能

性は排除できないが，そのような変化を予測する具体的理由はない。」と述

べている。 

⑹ 放射線被ばくによる健康影響については，若年者においてリスク推定

値が高いと考えられること 

  以上述べてきたとおり，低線量被ばくにおいても，安全だという「しきい

値」はなく，直線的（比例的）に危険性が上昇することも科学的に裏付けら

れてきている。 

加えて，被ばくによる影響が，年齢や性別等によって非常に大きな幅があ

り，若年者にはリスク推定値の高いことが指摘されている。ＵＮＳＣＥＡＲ

２０１０年報告は，「リスク推定値は年齢によって異なり，若い集団は通常

感受性がより高く，子宮内放射線被ばくの研究では，胎児は特に感受性が高

いことが示されており，１０ｍＧｙ及びそれ以上の線量においてリスク上昇

が検出されている。」と結論づけている（丙Ｄ共１・２５項）。 

４ ＷＧもＬＮＴモデルを認めていること 

低線量被ばくに関する科学的知見については，低線量被ばくの管理に関する

ワーキンググループにおいて議論がなされている。その場においても，国際的

に採用されているＬＮＴモデルが前提とされていた。 
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以下では，組織としての「低線量被ばくの管理に関するワーキンググルー

プ」と，会議としての「ワーキンググループ」とを区別して，組織としての

「低線量被ばくの管理に関するワーキンググループ」を「ＷＧ」とアルファベ

ットで略記し，会議を指す場合には「ワーキンググル－プ」「第○回ワーキン

ググループ」とカタカナ表記することとする。 

ＷＧ報告書については，既に原告ら準備書面（９）で指摘し，下記「第５ 

ＷＧ報告書における問題点」でも述べるとおり，批判されるべき点を多く含ん

でおり，特に報告書の最後のまとめ方は極めて恣意的である。即ち，それまで

の議論過程のうち，低線量被ばくの危険性を重視する側の意見を排除している

点は極めて問題であるが，そのような恣意的な内容の報告書においてさえも，

ＬＮＴモデルについては採用する旨明言しているところである。 

ＷＧ報告書は，「放射線のリスクとは，その有害性が発現する可能性を表す

尺度である。”安全”の対義語や単なる”危険”を意味するものではない。」とし

て，「リスク」という用語と，「安全」ないし「危険」という用語とを明確に

区別している（甲Ｄ共３５・８頁）。 

そのうえで，ＷＧ報告書は， 

「放射線防護や放射線管理の立場からは，低線量被ばくであっても，被ば

く線量に対して直線的にリスクが増加するという考え方を採用する。」 

として，ＬＮＴモデルを明示的に採用している。 

また，ＷＧ報告書のまとめにおいて， 

「放射線防護の観点からは，１００ミリシーベルト以下の低線量被ばくで

あっても，被ばく線量に対して直接的にリスクが増加するという安全サ

イドに立った考え方に基づき，被ばくによるリスクを低減するための措

置を採用するべきである。」 

 として，ＬＮＴモデルを積極的に採用している（甲Ｄ共３５・１９頁）。 

  もちろん，ここでＷＧ報告書が，「安全サイドに立った考え方に基づき」と
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の留保を付けていること自体は問題であるが，他方，第７回ワーキンググルー

プにおいて，ＷＧ構成員である佐々木康人氏は，以下のとおり，「安全サイド

に立った考え方」にとどまらず，むしろ，１００ミリシーベルト以下の被ばく

リスクについて，ＬＮＴモデルが科学的な視点からみても合理的であるとＩＣ

ＲＰも述べている，と説明しているところである（甲Ｄ共４６の１・第７回議

事録・３７頁） 

「そこは気をつけないといけないのは，１００ｍＳｖのことはわかっていないとい

う言い方そのものが非常に問題だと思うのですが，１００ｍＳｖ以下を直線で

考えるということにいろいろ異論はあるけれども，しかし，直線的に考えると

いうことは，現在の様々な今までの科学的知見から判断しても，もっともで

あると。そんなに間違ったことではないということは，ＩＣＲＰがパブリケーショ

ン９９で詳しく述べているわけです。ですから，そこのところのリスクは，今ま

での科学的ないろいろな議論からの推定であっても，そんなに間違っている

ことはない・・」 

また，第４回ワーキンググループにおいて，甲斐倫明氏は，次のとおり，

低線量被ばくのリスクについて，１ミリシーベルト以下の被ばくでもリスク

があり，１ミリシーベルトをしきい値のように扱うことも国際的に考えられ

ないと説明している（甲Ｄ共４３の１・第４回議事録・３１頁）。 

「今日お伝えしたように，健康上のリスク上の判断というのは，リスクがどの

線量であっても，2 ミリであっても，5 ミリであっても，1 ミリ，0．5 ミリであっ

ても，それに応じた非常に低いリスクであってもリスクがあるという考え方

にたっていますから，他のリスクを考えながらリスクを下げるということ。1

ミリを閾値のように扱うことは，国際的には考えられないだろうと思いま

す。」 
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５ ＷＧ報告書以降も集積されるＬＮＴモデルを裏付ける科学的知見 

⑴  はじめに 

 ＩＣＲＰ２００７年勧告以降はもちろん，ＷＧ報告書作成以降も疫学的

知見はさらに積み重なっており，１００ミリシーベルト以下の低線量被ば

くによっても発がんリスク等が増加することが多くの研究で観察されてい

る（原告ら準備書面（３６）・８ページ以下）。 

 低線量被ばくの危険性を示す論文が集積されていることは，ＬＮＴモデ

ルを支持する知見が現在もなお集積され続けていることを示しており，極

めて重要である。 

 以下，まず統計学的有意差の意義について述べたうえで，近時の科学的

知見について崎山意見書及び崎山証人に対する尋問結果を踏まえて述べる。 

 ⑵ 統計学的有意差の問題 

９５パーセント信頼区間は，一般人にイメージしやすい言葉で説明すると，

「同じ調査を１００回繰り返した場合に，９５回は，この範囲，区間推定値

の中に入る」ということである（崎山主尋問調書２１頁）。 

しかし，有意差がないことを，直ちにリスクがないということはできない。

そのことを崎山証人は，崎山証人は，自ら作成したスライド（以下「スライ

ド」という。甲Ｄ共１７１）２６頁において説明した。 

たとえば，スライド２６頁にあるようにオッズ比に関する確率分布をみて

みると，区間推定値の下限がオッズ比１よりも下にあれば（グラフでは左

側），統計学的有意差はないと言われる（検定）。 

しかし，オッズ比＝１と信頼区間下限との間に含まれるデータは全体から

みれば少なく，大部分のデータがオッズ比＝１よりも大きいことが分かる。

したがって，この状態を指して「リスクがない」といえないことは明白であ

る（崎山主尋問調書２１頁）。 
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 ⑶ 崎山意見書及び崎山証言から認められる近時の科学的知見 

ア 崎山証人について 

 崎山証人は，医学者であり，１９７５年からは放射線医学総合研究所で

放射線による試験管内の発がん研究を行ったほか，がんの転移機構につい

ても研究を行った。 

 崎山証人自身は，疫学者でも放射線防護医学を専門に研究したわけでも

ないが，高木学校という市民科学者を養成するＮＧＯ（先端的な研究を市

民に分かりやすくすることを目標としている）において，放射線被害，放

射線による健康影響を市民に分かりやすく説明する活動を続けている。 

 本件事故後，いわゆる国会事故調査委員会にも委員として招集され，報

告書の作成にも関与をした。 

 以下，崎山証人作成にかかる２０１６（平成２８）年５月９日付け意見

書（甲Ｄ共１３５）を「崎山意見書２」といい，崎山証言や崎山意見書２

及びそこに紹介された近時の疫学論文等によって明らかにされてきた低線

量被ばくの健康影響について概観する。 

イ ＬＳＳ１４報（甲Ｄ共１３６の１） 

（ア）ＬＳＳとは 

「原爆被爆者の死亡率に関する研究」（以下「ＬＳＳ」という。）と

は，公益財団法人放射線影響研究所（以下「放影研」という。）及びそ

の前身の原爆傷害調査委員会（ABCC。米国が資金提供していた）によ

って６０年以上も実施されている疫学調査であり，世界的に最もよく知

られる疫学調査の一つである。放影研は，１９５０年の国勢調査で広

島・長崎に住んでいたことが確認された人の中から選ばれた約９万４０

００人の被爆者と，約２万７０００人の非被爆者から成る約１２万人の

対象者を，１９５０年から追跡調査している。 

ＬＳＳコホートから得られたデータは，死亡率に関する調査以外にも
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同じ集団を対象にしたがん罹患率の研究等にも用いられ，これらの結果

は，報告書として定期的にまとめられて学術雑誌に報告されている。 

崎山意見書２で取り上げられているのは，「原爆被爆者の死亡率に関

する研究第１４報 １９５０－２００３年：がんおよびがん以外の疾患

の概要」と題する論文である（ＬＳＳ１４報。甲Ｄ共１３６の１）。 

（イ）ＬＳＳ１４報の概要 

ａ ＬＳＳ１３報までは，低線量領域における被ばくの影響は確実とま

では表現していなかった。 

すなわち，２００３（平成１５）年に公表された前報である第１３

報におけるしきい値に相当する記述は「固形がんの過剰相対リスクは，

０－１５０ｍＳｖの線量範囲においても線量に関して線形であるよう

だ。」であった。 

これに対し，２０１２（平成２４）年に公表されたＬＳＳ１４報

（甲Ｄ共１３６号証の１）では，追跡期間が前報であるＬＳＳ１３報

から追跡期間が６年延長したことにより，放射線被ばく後の長期間の

死亡状況に関する実質的に多くの情報が得られた。 

同論文の要約（アブストラクト）によると，「定型的な線量閾値解

析（線量反応に関する近似直線モデル）では閾値は示されず，ゼロ線

量が最良の閾値推定値であった。」と結論づけられた。本文の「結論」

では，「線形モデルが全線量範囲において最も良い適合度を示した」

ことが述べられている（甲Ｄ共１３６の１・１１頁）。 

また，全体としてデータをみた場合，「線量閾値の最大尤度推定値

は０．０Ｇｙで（すなわち閾値はない）」という結論付けている（甲

Ｄ共１３６の１・１３頁）。 

これは，ＬＮＴモデルに合致する結果である。 

ｂ 崎山証言でも，ＬＳＳ１４報について，次のとおり説明されている。 
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ＬＳＳ１４報４７頁では，「線形モデルが全線量範囲において最も良

い適合度を示した」とあるが，このモデルというのは，線量とがん死率

の関係について示したものである。それが線形モデルであるというの

は，直線にリスクが増加することを意味している（崎山主尋問調書２９

頁）。ＬＳＳ１４報の前の報告であるＬＳＳ１３報は，ゼロから１５０

ミリシーベルトまでは線形を示すようだという断定を避ける結論記載で

あったが，データが増加したことによって，上記のように断定されるに

至ったと指摘しており（崎山主尋問調書３０頁），この点は極めて重要

である。 

ｃ ＬＳＳ１４報においても，０．２Ｇｙ以下では統計的有意差があると

まではされていない。しかし，統計的有意差がなくとも，統計学的推定

の手法等を用いることにより，因果関係を認めることは可能である（原

告ら準備書面（５１）・４頁）。 

ＬＳＳ１４報についてみれば，４８頁の図４には，「黒丸は線量区分

ごとのＥＲＲと９５％ＣＩを示す。」と記載されている。この図４から

は，有意差がないとされている０．２グレイ以下でもがん死率は直線に

フィットをしている。また，点推定値はいずれもゼロより上にある（リ

スクがある）。全体としてみれば，有意差がないとされる０．２グレイ

以下においても因果関係は「（あると）考えられる」のである（崎山主

尋問調書３１頁。「」内の（あると）は原告ら代理人の加筆）。 

ｄ さらにＬＳＳ１４報５２頁には，「１２の調査で得られた線量あたり

のＥＲＲとＬＳＳで得られた線量あたりのＥＲＲの比に基づくＤＤＲＥ

Ｆ期待値は１に近いと思われ」との記載がある。 

これは，低線量率で被ばくしても，線量さえ同じならば，たとえば一

度に被ばくするような高線量率の場合と同じだけのリスクがあることを

示唆しているのである（崎山主尋問調書３１頁）。 
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ウ テチャ川流域住民におけるがん死（１９５６－２００２年）（甲Ｄ共１

３７の１） 

１９５０年代に，テチャ川流域の辺地に済む何万人もの人々が，テチャ

川から放射性物質が放出されたことによる電離放射線の体内被ばくと体外

被ばくを長期間受けた。 

被ばく住民２万９８７３人の死亡原因を解析した結果から，長期間にわ

たる低線量率被ばくに長期の発がん作用があることのエビデンスが示され

た。 

すなわち，「結果」欄の「2. 放射線リスクの推定」によれば，「表4に

示したように，高い有意性(P < 0.001)の線量-応答関係があり，線形ERR推

定値は 0.92 per gray (95% CI 0.2; 1.7)であった。」とされる。表４とは，固

形がんのリスク推定を線形モデルと線形二次モデルで比較した結果を示す

ものであり，線形モデルが有意とされている。 

「考察」欄の最終段落では，「われわれの今回の解析は，固形がんと

CLL 以外の白血病の両方について，有意な線量応答関係があることを明

確に実証しており，長期間の被曝に伴う放射線リスクについての重要な情

報を付け加えている。」との結論が示されている。 

線量応答関係について，図１と図２において，固形がんとＣＬＬ（慢性

リンパ性白血病）以外の白血病の両方について低線量域まで直線的にリス

クがあると考えられることが図示されており，ＬＮＴモデルに整合する。 

この点，崎山証言でも次のとおり説明されている。すなわち，テチャ川

論文７６頁掲載の図１には，「固形がんの線量応答関係」の記載があり，

この図１のグラフから線量が増えるとＥＲＲが直線的に増加し，そのしき

い値は見つからないことが分かる。また，テチャ川論文７９頁の表４には，

「線形」のＰ値が０．００１より小さいことが記されており，実際の調査

データに線形モデルが非常に良く適合することが示されている。反対に
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「線形二次」モデルのＰ値は０．５以上であり，実際の調査結果に合致し

ないことが示されている（Ｐ値が０．０５より小さい場合，一般に統計的

に有意と判断される。）。つまり，テチャ川論文は，線形モデルに高い有

意性が認められていることを示している（崎山主尋問調書３２頁）。 

また，テチャ川論文５９頁の「緒言」には，ＥＲＲが０．９２であるこ

とが示されており，これは，ＬＳＳ１４報のＥＲＲに比較すると倍以上の

リスクであるとも述べられている（崎山主尋問調書３３頁）。 

エ 電離放射線職業被ばくによるがん死リスク－仏，英，米国における後

ろ向きコホート研究 －（甲Ｄ共１３９号証の１） 

仏，英，米国の核施設労働者３０万８２９７人を平均２６年間追跡調査

した。この規模の調査は，その結果に信頼性が高いと言える（崎山主尋問

調書３３頁）。 

平均累積結腸線量は２０．９ミリシーベルトで，中央値は４．１ミリシ

ーベルトであった。全がん死，白血病を除く全がん死の過剰相対率はそれ

ぞれ０．５１／Ｇｙ，０．４８／Ｇｙであった。０から１００ｍＧｙの低

線量区間における線量とがん死との相関関係は，幾分正確性は劣るものの，

全線量域と同様であった。 

この論文の冒頭「アブストラクト」において，「研究上の問い」は，

「低線量の電離放射線に長期間被曝することで，固形がんのリスク上昇を

伴うのか？」であるとされており，同論文は，研究結果を踏まえ，低線

量でもリスクが存在することを繰り返し指摘している。 

すなわち，「アブストラクト」において「研究の知見と問題点」欄で

「放射線量が増加するにつれて，がんの罹患率が線形に増加することを，

結果は示していた。（中略）0-100 mGy の線量範囲での推定された相関

関係は，全線量範囲で得られたものと相関の強さが同程度であったが，

精度が低かった。」としており，０から１００ｍＧｙの低線量でも相関
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関係は線形に増加すると報告されている。 

また，「本研究が新たに加えた知見」として，「本研究から，電離放

射線への長期間の低線量被ばくと固形がんによる死亡との間の相関関係

を直接推定したものが得られた。」と冒頭において述べられている。 

さらに「本研究が新たに加えた知見」欄には，「フランス，英国，米

国の原子力産業で通常遭遇するような低線量率での放射線被曝を受けた

労働者での研究で，放射線被曝量が増すにつれて，がんの相対罹患率が

線形に上昇していることを本研究の結果は示唆している。」とも記載さ

れている。 

そして，「考察」欄には，「主な知見」として，「本研究から，フラ

ンス，英国，米国の原子力産業で通常遭遇する低線量率の電離放射線へ

の被曝量が高まるにつれて，がんによる死亡の過剰相対リスクが線形に

増加するエビデンスが示された。（中略）データを 0-100 mGy の線量範

囲に限定して解析すると，精度は低くなるとしても，放射線量と白血病

を除く全てのがんの間に正の相関関係があることを示す支持的エビデン

スをもたらしている。」との結論が示されているのである。 

いずれもＬＮＴモデルが単なる仮説でなく，実際に低線量域において

もリスクがあることが観察されていることを，この論文は示している。 

加えて，この論文ではＤＤＲＥＦについても重要な知見を加えている。 

すなわち，「本研究が新たに加えた知見」欄には，「高線量率被曝の

ほうが低線量率被曝よりも相当に危険であるという考えとは対照的に，

放射線従事者での単位放射線量あたりのがんのリスクは，日本の原爆被

爆者の研究から得られた推定値と同程度であった。」との報告が記載さ

れている。これは，一般に低線量率での被ばくである原発労働者におい

ても高線量率の被ばくと同様のリスクを負っていることを示している。

時間をかけてゆっくり被ばくしても（低線量率被ばく）広島・長崎原爆被
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ばく者の被ばくのように全量を一度に被ばくする高線量率被ばくでも，線

量が同じならばリスクは変わらないということである。 

３カ国調査には喫煙データがとられていないという批判があるが，喫煙

で一番影響のある肺がんを除いて調査をされている。つまり，肺がんを除

いたデータが今までと同じ結果であれば，喫煙の影響は否定できるという

考え方で研究されているのである。そして，実際に肺がん以外の固形がん

について検討された結果，線形モデルに合致するという結果が得られた

（崎山主尋問調書３４頁）。 

オ イギリス高線量地域における小児白血病の増加（甲Ｄ共１４１の１） 

 自然放射線被ばくの場合，低線量率で長期間継続的に被ばくを受けるこ

とになり，この自然放射線被ばくによってがんになるのかどうかを，放射

線に感受性の高い小児について調べている。 

小児がんの症例２万７４４７人と対照者３万６７９３人について自然放

射線の被ばく線量と発がん率の相関関係を調べたところ，小児白血病が統

計的に有意に増加するのは４．１ｍＧｙ以上であり，過剰相対リスクは０．

１２／ｍＧｙと計算されている。すなわち１ｍＧｙの被ばくで１２％白血

病が増加することを意味する。著者は自然放射線のような低線量率被ばく

でも高線量率リスクモデルと同様な発がんがあると述べている。 

低線量の健康リスクを統計的有意差をもって明らかにした点で非常に重

要な研究である。 

ここでいう４．１ｍＧｙとは，累積線量のことである（崎山主尋問調書

３５頁）。 

現在，被告国は，年間２０ミリシーベルトを下回った地域には住民の帰

還を進めている。しかし，わずか累積４．１ミリシーベルトで白血病の過

剰リスクが存在することが確認されているのである。 

カ スイス国勢調査に基づく自然放射線と小児がんの関連（甲Ｄ共１４２
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の１） 

高線量地域での調査は，スイスでも実施されている（甲Ｄ共１４２の

１）。 

この調査においては対象者数が２００万人にも及ぶ。これは，この調査

が行われるまでは考えられない規模のデータである。この調査では，２０

０ｎＳｖ／時，すなわち年１．７５ミリシーベルト以上で有意にリスクが

増加することが示されており，イギリスの調査と同じく２０ミリシーベル

トよりもはるかに低いところでリスクの増加が認められることを意味して

いる（崎山主尋問調書３５頁）。 

調査対象とした１６歳未満の子供は２０９万３６６０人で，平均追跡期

間は７．７年，発症したがん症例は１７８２例である。得られた結果は，

全がんにおいてハザード比は外部被ばく蓄積線量について１．０４／ｍＳ

ｖであり，白血病及び中枢神経系腫瘍ではそれぞれ１．０４６／ｍＳｖ，

１．０６／ｍＳｖになっている。１ミリシーベルトという低線量でも有意

にがんが増加することを示す疫学調査として重要である。 

このような低線量・低線量率であっても，線量とリスクは直線関係を示

していた。 

キ イギリスにおける小児ＣＴ検査による白血病と脳腫瘍の増加（甲Ｄ共

１４４の１） 

 イギリスでＣＴ検査を受けた２２歳未満の小児及び若年成人１７万８６

０４人の内７４人が白血病，１７万６５８７人の内１３５人が脳腫瘍と診

断された。 

 白血病罹患率についての過剰相対リスクは０．０３６／ｍＧｙ（１ｍＧ

ｙ被ばくすると白血病罹患率が１．０３６倍）であり，脳腫瘍罹患率につ

いては，過剰相対リスクは０．０２３／ｍＧｙ（１ｍＧｙの被ばくで脳腫

瘍の罹患率が１．０２３倍）であった。 
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 被ばく線量と白血病，脳腫瘍発生の関係は直線関係を示していた。 

 「考察」欄の冒頭，「2–3 回の頭部 CT スキャンを行ったことによる累

積電離放射線量（つまり∼60 mGy）で，脳腫瘍のリスクはほぼ 3 倍にな

り，5–10 回の頭部 CT スキャンを行ったことによる累積電離放射線量(∼50 

mGy)で白血病のリスクが 3 倍になる場合がある」と指摘されており，数

十ミリシーベルトレベルの被ばくでも健康リスクが生じうることが明らか

になった。 

ク オーストラリアにおけるＣＴ検査と小児，青年の発がんリスク（甲Ｄ

共１４５の１） 

オーストラリアで，ＣＴ検査を受けた６８万０２１１人について平均９．

５年間，検査を受けなかった１０２５万９４６９人については１７．３年

間追跡調査を行い，発がん率を調べている。 

これは大規模な研究であり，「考察」欄の冒頭にも，「われわれの研究

は，診断医療放射線被曝に関して，現在までに実施された最大規模の被験

者を対象とした研究である。また，日本人被爆者の研究で得られた情報よ

りも，低線量被曝に関してより多くの情報をもたらしている」と記載され

ている。崎山証人も，公表当時，コホートの大きさに驚いたと述べている

（崎山主尋問調書３６頁）。 

ＣＴ検査１回受けると（約４．５ミリシーベルト被ばく）発がん率は約

１．２倍になっている。検査回数が増えるとそれに比例して発がん率も増

加する。 

全がん，脳腫瘍及び白血病・骨髄異形成症候群の線量あたりの過剰率比 

（ＥＲＲ）はそれぞれ０．０３５／ｍＧｙ， ０．０２９／ｍＧｙ及び

０．０３９／ｍＧｙであった。 

これらの調査結果について，アブストラクトの「結果」欄では，「総合

すると，がんの罹患率は，年齢，性別，出生年で調整すると，被曝群のほ



- 39 - 

うが無被曝群と比較して２４％高かった（罹患率比 （ＩＲＲ） １．２

４ （９５％信頼区間 １．２０〜１．２９）； Ｐ＜０．００１）。線

量－応答関係があることを認め，ＣＴスキャンが１回増すごとにＩＲＲが

０．１６ （０．１３〜０．１９）上昇した」と結論づけられている。 

ＣＴは医療被ばくであるから，がん診断のためにＣＴを受けた可能性があ

り，ＣＴを受けたからがんを発症したのではなく，がんのリスクが元々あっ

たからＣＴを受けたという逆の因果関係がある可能性に注意しなければなら

ない。その可能性を排除するためにＣＴ論文では，検査を受けて１年以内に

発症した人を対象の集団から除いている。これが，ＣＴ論文１４３頁の図２

にある「１年間の遅延期間に基づく」という記載の意味である（崎山主尋問

調書３６頁）。 

ＣＴ論文では，この遅延期間を５年，１０年と延長したが，その結論には

変わりがなかった（崎山主尋問調書３７頁）。 

ケ その余の疫学調査 

崎山意見書２は，上記疫学調査以外の疫学調査にも言及しており，すべ

てを含めて一覧化したものが，崎山意見書２における表２及び表３であり，

以下に抜粋する。 
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表 2 100mSv以下でがん死率が増加した報告  

 

 

表 3 自然放射線、医療被ばくによるがん死、がん罹患率の上昇 
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これらの疫学調査は低線量，低線量率の被ばくを扱うものであるが，いず

れもＬＮＴモデルが当てはまっており，かつ，過剰相対リスク（ＥＲＲ）は

ＬＳＳよりも大きい（崎山主尋問調書２４頁）。 

⑷ 崎山証人への反対尋問 

上記のとおり，崎山証人がその意見書で主張した内容は，主尋問でも明快

に説明がなされた。 

 これに対して，被告らによって反対尋問がなされたが，いずれも崎山証人

の意見書や証言の価値をいささかも損なうものではなかった。 

 

第４ 公衆にとって「容認不可」なレベルの線量と避難の相当性 

１ はじめに 

 本項では，まず，ＩＣＲＰ勧告について概説し，ＩＣＲＰが，これまで述べ

てきたとおりＬＮＴモデルが科学的合理性を有していることを踏まえて同モデ

ルを採用していることを述べる。そして，ＩＣＲＰ１９９０年勧告が，死のリ

スクの観点から「公衆にとって容認できないレベルの線量」を検討して，年間

１ミリシーベルトを超える被ばくは容認できないものと判断し，公衆被ばく線

量限度を年間１ミリシーベルトと勧告したことを述べる。 

そのうえで，国内法がＩＣＲＰ１９９０年勧告を取り入れていること，それ

ゆえ，国内法における「公衆にとって容認できないレベルの線量」も年間１ミ

リシーベルトであることを明らかにしたうえで，生活圏内に年間１ミリシーベ

ルトを超える線量が測定された地域から避難することが社会通念に照らして相

当であることを論じる。 

また，モニタリングポストの測定値（毎時マイクロシーベルト）を年間線量

（ミリシーベルト）に換算する方法として，モニタリングポストの数値を８．

７６０倍（２４時間×３６５日÷１０００）とすべきことを論じる。 

さらに，被告らがＩＣＲＰ２００７年勧告に言及し，「現存被ばく状況や緊



- 42 - 

急被ばく状況では線量限度は適用されない」と執拗に主張していることに対し

て，これまでの主張を補充しつつ，その主張が相当因果関係判断において意味

をなさないことについても明らかにする。具体的には，「線量限度が適用され

ない」という言葉の意味が，線量限度を超える被ばくが広がっている状況にお

いて国や放射線取扱事業者が放射線防護を講じる線量目安として，年間１ミリ

シーベルトを用いないということに過ぎず，国民にとって容認できないレベル

の線量が１ミリシーベルトであることに変わりがないことを明らかにする。 

２ ＩＣＲＰ勧告について 

 ⑴ ＩＣＲＰとは（ＩＣＲＰの成り立ち，位置づけ） 

     ＩＣＲＰの成り立ちについては原告ら準備書面（３）の第３章第１の１

（２１頁）で述べたとおりであり，ＩＣＲＰは，名称を変更して改組した１

９５０年以来現在に至るまで，放射線防護の基礎となりうる基本原則につい

ての勧告を提供し続けており，日本を含む多くの国において，放射線防護基

準を決める際の参考とされている（甲Ｄ共１３５・崎山意見書２・４頁）。 

     しかしながら，ＩＣＲＰは，全米放射線防護委員会（ＮＣＲＰ）ともど

も，内部放射線被ばくに関する小委員会の審議を打ち切り（甲Ｄ共１６・１

５２頁），かつ，国際Ｘ線およびラジウム防護諮問委員会（ＩＸＲＰＣ）が

採用していた「耐用線量（なんらの生物・医学的悪影響をおよぼさないと考

えられた被ばくの防護基準）」概念（甲Ｄ共１４・２６頁）を放棄して，リ

スク受忍論を前提とする「許容線量」概念を採用したものであり（甲Ｄ共１

４・３２頁・３５～３９頁），かかる動きに対しては，ＩＣＲＰ及びＮＣＲ

Ｐ両方の小委員会の委員長であったカール・Ｚ・モーガン博士が，「ＩＣＲ

Ｐは，原子力産業の支配から自由ではない。原発産業を保持することを重要

な目的とし，本来の崇高な立場を失いつつある。」とコメントしている（甲

Ｄ共１６・１５２頁）。  

     つまり，ＩＣＲＰとは，職業被ばく防護のための組織であったＩＸＲＰＣ



- 43 - 

が，核開発推進のための組織に変質したものであり（甲Ｄ共１４・３１頁以

下），ＩＣＲＰの勧告する放射線防護は，核開発と原子力利用を前提とした

防護といえる（甲Ｄ共１３５・４頁）。 

     なお，後に述べるとおり，核開発推進のための組織であり，設立当初はか

なり緩やかな公衆被ばく線量限度を設定していたＩＣＲＰでさえ，徐々に規

制を厳しくし，本件事故発生時においては公衆被ばく線量限度を年間１ミリ

シーベルトに設定していたのである。 

 ⑵ ＩＣＲＰの役割（放射線防護の目的・考え方） 

     前記のとおり，ＩＣＲＰは，放射線防護の基礎となりうる基本原則につい

ての勧告を提供し続けており，日本を含む多くの国において，放射線防護基

準を決める際の参考とされている。 

     ＩＣＲＰは，放射線防護について，「放射線防護の第一の目的は，放射線

被ばくの原因となる有益な行為を不当に制限することなく，人を防護するた

めの適切な標準を与えることであるから，放射線防護の基本的な枠組みに

は，必然的に，科学的な判断だけでなく社会的な判断も含めなければならな

い。そのうえ，少ない放射線量でも何らかの健康に対する悪影響を起こすこ

とがあると仮定しなければならない。確定的影響にはしきい値が存在するの

で，個人に対する線量を制限することによってこれを避けることが可能であ

る。しかし，他方，確率的影響はしきい値を求めえないので，これを完全に

避けることはできない。委員会の基本的な枠組みは，線量を確定的影響のそ

れぞれに対するしきい値よりも低く保つことによってその発生を防止し，ま

た確率的影響の誘発を減らすためにあらゆる合理的な手段を確実にとること

を目指すものである」（甲Ｄ共５２・ＩＣＲＰ１９９０年勧告・３１頁１０

０項）と述べる。  

     すなわち，ＩＣＲＰは，確率的影響にはしきい値がないというＬＮＴモデ

ルを採用し，①放射線被ばくを伴う行為であっても明らかに便益をもたらす
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場合には，その行為を不当に制限することなく人の安全を確保する，②個人

の確定的影響の発生を防止する，③確率的影響の発生を減少させるためにあ

らゆる合理的な手段を確実に取る，という放射線防護の目的を前提に各勧告

を提供することをその役割としている。 

     なお，佐々木証人は，第２回ワーキンググループにおいて，放射線防護の

考え方について以下のとおり述べている。 

      「平常の状態では公衆の被ばくは何とかして１ｍＳｖ，年間１ｍＳｖに抑えよう

としているわけでありますけれども，一旦，事故が起こった場合には，まず

は重篤な確定的影響が起こる可能性が出てまいります。これを絶対起こさ

ないようにした上で，確率的影響はある程度増えることはやむを得ない。

それをＩＣＲＰは，非常事態の時には公衆の被ばくは年間にして２０～１００

ｍＳｖの間で状況に応じて適切な線量を選んで，それを目安にして防護活

動をいたしましょう。そういう勧告であります。それを守ればよいという話で

はなくて，最適化の指標であります。最適化というのは，つねに少しでも線

量を下げる，余計な線量を浴びないように下げる努力をするというのが，

先ほどからお話に出ているＡＬＡＲＡの概念です。ですから，先ほど５ｍＳｖ

でいいのだとおっしゃっているのは，一つの目安で，５ｍＳｖでやることはい

いんですけれども，それでいいわけではなくて，できればさらに下げる努力

はしていかなければいけない。そのどこまで下げるのかというのは，平常

状態の年間１ｍＳｖに下げる努力はしていかなければならない。」（甲共Ｄ

４１の１・第２回議事録・３２頁） 

 ⑶ ＩＣＲＰ勧告の対象 

     １９９０年勧告は，「委員会は，この報告書が，主として適切な放射線防

護の基礎となりうる基本原則についての指針を提供することにより，国，地

域および国際的なレベルで規制機関ならびに諮問機関の役に立つことを意図

している。」，「さらに委員会は，自身の操業における放射線防護に責任を
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もつ管理組織体にとって，またその組織体が助言者として扱っている専門職

員にとって，そして電離放射線の使用について決定をしなくてはならない放

射線医のような個々の人にとって，この報告書が役立つことを希望する。」

とする（甲Ｄ共５２・ＩＣＲＰ１９９０年勧告・３頁１０項）。 

     また，２００７年勧告においても，「委員会は，規制当局あるいは助言機

関に対し，主に適切な放射線防護の基礎となしうる基本原則に関するガイダ

ンスを提供することによってその勧告を提示する助言組織である」とし，さ

らに，「放射線防護の責任のある国際組織及び各国の当局，それに利用者

は，委員会が公表するこれらの勧告と原則を防護対策の重要な基礎としてき

た。」（甲Ｄ共５５・ＩＣＲＰ２００７年勧告・Ⅸ頁論説）と述べられてい

る。 

     つまり，ＩＣＲＰ勧告は，放射線防護・管理の責任を有する機関，具体的

には，規制機関である国，又は原発を運営することにより放射線防護に責任

をもつ電力会社やその従業員を対象としている。 

     したがって，佐々木証人の「特段の勧告の対象というものは明記していな

い」との証言（平成２９年２月１７日期日佐々木康人証人調書１１頁），ま

た，被ばくする個々の住民まで対象に含まれる旨の証言（同１７頁）はＩＣ

ＲＰ勧告を誤って理解したものである。 

３ ＩＣＲＰ勧告におけるＬＮＴモデルと「容認不可」とされる線量限度 

 ⑴ ＬＮＴモデルについて 

ア ＬＮＴモデルの採用 

      原告ら準備書面（３）の第３章第２・１⑶（２２頁以下）で述べたとお

り，１９７７年勧告は，「放射線防護の目的には，ある種の単純化した仮

定を設ける必要がある。委員会勧告の基礎となっているこのような基本的

な一つの仮定は，確率的影響に関しては，放射線作業で通常起こる被曝条

件の範囲内では，線量とある影響の確率との間にしきい値のない直線関係
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が存在するということである」として，ＬＮＴモデルを採用した（甲Ｄ共

８・１０頁・２７項）。 

      そして，ＩＣＲＰは，１９９０年勧告においても，低線量被ばくの影響

について，「放射線に起因するがんの確率は，少なくとも確定的影響のし

きい値よりも充分に低い線量では，恐らくしきい値がなく，線量におよそ

比例して線量の増加分とともに通常は上昇する。」として（甲Ｄ共１０・

６頁・２１項），１９７７年勧告と同じくＬＮＴモデルを採用した。 

      ＩＣＲＰが放射線防護体系においてＬＮＴモデルを採用していることに

ついては，佐々木証人も「ＩＣＲＰは，実際的な，実用的な放射線防護の

目的で，ＬＮＴ仮説に基づくＬＮＴモデルを防護体系の中に採用してい

る」（佐々木反対尋問調書４頁）と述べており，争いのない事実である。 

イ ＩＣＲＰがＬＮＴモデルを放射線防護体系に採用することは科学的根

拠を有すること 

      ＬＮＴモデルに科学的根拠が存する点については，既に本準備書面の第

３・３⑸で述べたとおりであるが，ＩＣＲＰ２００７年勧告（甲Ｄ共５

５）は，遺伝子及び染色体の突然変異に対する線量反応関係（A89）部分

において，「放射線による遺伝子及び染色体の突然変異の誘発が，がんの

過程に直接重要であることに基づいて，細胞研究から得られた関連データ

の大半は，線量と影響の間の単純な関係に連合する。」，「最も有益なデ

ータは，わずかではあるが，数十 mGyの線量まで直線性を示唆しており，

数ｍGyまでの低い線量域でこの単純な比例関係から外れることを示唆す

るよい理由はない。」と説明する（１３２頁）。 

       また，続けて，細胞内ＤＮＡ損傷反応（A90）においても，ＤＮＡ損傷

と発がんの関係を論じており，「現行のデータは，放射線の作用に特徴的

な化学的に複雑なＤＮＡ二本鎖損傷の，本質的にエラーを起こしやすい修

復過程が支配的であることを示している。数十 mGyに至る低い線量でのエ
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ラーを起こしやすいＤＮＡ修復は，遺伝子／染色体突然変異に係わる細胞

の線量反応関係がほぼ直線になることと合致し，線量とこの突然変異に関

連するがんのリスクとの間の単純な比例関係が存在することを暗示してい

る。」と説明しているところである。 

      この点，ＩＣＲＰの主委員会の委員であった佐々木証人も，ＩＣＲＰ

がＬＮＴモデルを放射線防護体系に採用した点について，「ＩＣＲＰが

ＬＮＴ仮説を取り入れているのには全く根拠がないわけではなくて，Ｌ

ＮＴをサポートするような研究成果というのは，実は，いろいろある

と。そういう論文を集め，また議論をした刊行物が９９例あります。そ

れをもって，ＩＣＲＰがＬＮＴ仮説に基づくＬＮＴモデルを放射線防護

の体系に採用するということは，科学的にもっともらしいことである

と，scientifically plausible であるという言い方で，ＩＣＲＰが防護

の目的でＬＮＴを採用するということにはそれなりの正当性があるとい

うことを主張はしております」（佐々木反対尋問調書４頁）と述べてお

り，ＩＣＲＰが科学的根拠に基づいて放射線防護体系にＬＮＴモデルを

採用していることは争いがない事実である。 

ウ ＤＤＲＥＦについて 

なお，ＩＣＲＰは，同じ線量率でも時間をかけてゆっくり被ばくする

場合（低線量率）は，全量を一度に浴びる場合（高線量率）よりもリス

クは２分の１になるという考え方に立っている（ＤＤＲＥＦを２とする

考え方）。 

しかし，昨今の研究は，このＤＤＲＥＦについてのＩＣＲＰの立場が

リスクの過小評価であることを示しており（原告ら準備書面（３６）・

１５ページ以下），ＩＣＲＰの考え方は，安全サイドに立つものではな

い。 

このようなスタンスに立つＩＣＲＰでさえも，科学的根拠に基づいて
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ＬＮＴモデルを採用しているのである。 

⑵ 公衆被ばく線量限度を年１ｍＳｖと勧告したこと 

ア ＩＣＲＰ設立以降，公衆被ばく線量限度の数値は下がり続け，本件事

故時は年１ｍＳｖと勧告したこと 

      原告ら準備書面（３）の第３章第２・１（２２頁以下）で述べたとお

り，１９５８年勧告において，許容線量を年間０．５レム（＝５ミリシー

ベルト）として，初めて公衆被ばくの線量限度が定められた。 

      さらに，１９６５年勧告（１９６６ Ｐｕｂ．９）では，線量当量限度

と名称を変え，年間０．１レム（＝１ミリシーベルト）にまで低減され

た。 

      もっとも，ＩＣＲＰは，１９７７年勧告において，公衆に被ばくをもた

らす行為は少ししかなく，最も多く被ばくするグループ（「決定グルー

プ」）の被ばくを５ミリシーベルトに抑えれば，公衆の平均被ばく線量が

年０．５ミリシーベルトより低くなると思われるとして，５ミリシーベル

トの年線量当量限度を公衆被ばく線量限度として用いた。 

      この時点で，ＩＣＲＰは，一般人が「容認」する一人あたりの平均リス

クは交通事故によるリスク程度で，年に１０万～１００万人に１人と決め

ていたが，すべての公衆に対して５ミリシーベルトの線量限度を適用する

と，その平均リスクが年に１０万あたり５人となり，自らが決めた容認リ

スクを上回ることになる。それゆえ，実際の被ばく量は線量限度の１０分

の１にあたる０．５ミリシーベルトであると述べ，恰も容認リスクを下回

る基準であるかの如く説明し，公衆線量限度は年５ミリシーベルトでよい

と勧告したのである（甲Ｄ共１４・放射線被爆の歴史・１９０頁）。 

      しかしながら，１９８５年のパリ声明では，容認リスクを満たす為には

線量限度を年１ミリシーベルトとする以外にないと判断し（甲Ｄ共１４・

放射線被爆の歴史・１９０頁，１９１頁），１９７７年勧告における年５
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ミリシーベルト基準を用いることができるのは，１９７７年勧告の１２０

項から１２８項に記された条件下においてのみであるとし，他の状況，す

なわち，前記条件下に該当しない一般的状況では，生涯の平均年線量が１

ミリシーベルトとして被ばくを制限することが賢明であるとして，パリ声

明は，年線量当量１ミリシーベルトを主たる公衆被ばく線量限度とした。 

      その後は，１９９０年勧告において「委員会は，年実効線量限度１ｍＳ

ｖを勧告する。」とし，２００７年勧告においても「 計画被ばく状況に

おける公衆被ばくに対しては，限度は実効線量で年１ｍＳｖとして表され

るべきであると委員会は引き続き勧告する。」とされ，本件事故時の公衆

被ばく線量限度は年１ミリシーベルトであった。 

      以上のように，ＩＣＲＰは，容認リスクを踏まえて公衆被ばく線量限度

の数値を徐々に下げ続け（佐々木証人も同様の証言をしている。佐々木反

対尋問調書７頁）），本件事故時は年１ミリシーベルトに設定されてい

た。 

イ 公衆被ばく線量限度は容認できるリスクレベルを算出して設定された

数値であること 

      ＩＣＲＰは，１９７７年勧告において，公衆被ばく線量限度の数値を設

定する際の考え方について，「一般公衆に対する放射線のリスクの大きさ

を，日常生活での他のリスクを公衆がどう容認しているかに照らして考察

することは合理的と思われる。」と述べる（甲Ｄ共８・４１頁・１１７

項）。 

      そして，当該考え方のもと，公衆の個々の構成員に対する線量当量限度

について，「日常生活で通常受け入れられているリスクに関して知られて

いる情報の検討から，一般公衆に対する死のリスクの容認できるレベルは

職業上のリスクより一桁低いと結論づけることができる。この根拠から，

年あたり１０⁻⁶から１０⁻⁵の範囲のリスクは，公衆の個々の構成員のだれ
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にとっても多分容認できるであろう。」とした（甲Ｄ共８・４１頁・１１

８項）。その上で，放射線誘発がんに関する死亡リスク係数から，「公衆

の個々の構成員の生涯線量当量を，一生涯を通して年当たり１ｍＳｖの全

身被爆の相当する値に制限することを意味する。」と結論づけた（甲Ｄ共

８・４２頁・１１９項）。 

      つまり，公衆被ばく線量限度は容認できる死のリスクレベルに基づいて

設定されたもので，本件事故時では年１ミリシーベルトとされていたので

ある。 

ウ 公衆被ばく線量は内部被ばくと外部被ばくによる線量合計値であるこ

と 

      佐々木証人は，公衆線量限度年１ミリシーベルトについて，外部被ば

くによる線量と内部被ばくによる線量の合計が１ミリシーベルトである

旨述べている（佐々木反対尋問調書１０頁）。 

      また，２００７年勧告においても，「実効線量限度は，外部被ばくに

よる線量と放射性核種の摂取による内部被ばくからの預託線量の合計に

対して適用される。」と説明されているところである（甲Ｄ共５５・６

０頁・２４６項）。 

      したがって，公衆被ばく線量限度を考えるにあたっては，外部被ばく

の数値のみを公衆被ばく線量限度内に抑えるだけでは不十分であり，内

部被ばくの影響も十分に考慮されなければならないのである。 

⑶ 公衆被ばく線量限度とは「容認不可」な線量であること 

ア ＩＣＲＰは，個人に対する影響は容認不可と考えられる数値を公衆被

ばく線量限度に設定していること 

      線量限度の意味について，１９９０年勧告では，「委員会は今回，より

包括的なアプローチを採用することとした。その目的は，ある決まった１

組の行為について，また規則的で継続する被ばくについて，これを超えれ
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ば個人に対する影響は容認不可と広くみなされるであろうようなレベルの

線量を確立することである」（甲Ｄ共５２・４４頁１４９項）とし，容認

不可について，「その使用が選択の対象であった任意の行為の通常の操業

において，いかなる合理的な根拠に基づいても被ばくは受け入れることが

できないであろうことを示すために用いられる。」と定義づける（甲Ｄ共

５２・４４頁１５０項）。 

      その上で，様々な要素を総合考慮して，「委員会は，年実効線量限度１

ｍＳｖを勧告する」（甲Ｄ共５２・５５頁１９１項）とし，「個人に対す

る影響は容認不可」とみなすレベルとして，公衆被ばく線量限度年１ミリ

シーベルトを勧告した。  

イ 公衆被ばく線量限度の数値は，低線量被ばくの影響について諸説ある

ことを前提としていること 

      ＩＣＲＰ１９９０年勧告は，公衆被ばく線量限度としていかなる数値を

勧告するかを判断するにあたって，「１９７７年の基本勧告（ＩＣＲＰ，

１９７７）が刊行されて以降に，ヒト集団の放射線誘発がんのリスクに関

する新しい情報が出ており，実験動物と培養細胞での新しい実験データが

利用可能になってきている。これらの進展は『放射線の影響に関する国連

科学委員会』の報告（ＵＮＳＣＥＡＲ，１９７７，１９８２，１９８６，

１９８８ｂ）とＢＥＩＲ Ⅴ委員会として知られている米国科学アカデミ

ーの『電離放射線の生物影響に関する委員会』の報告（ＮＡＳ，１９９

０）に要約されており，その結果，ＩＣＲＰが１９７７年に推定した放射

線の発がん効果の推定値（ＩＣＲＰ，１９７７）の見直しが必要となっ

た」（甲Ｄ共５２・１３５頁Ｂ．５．１項）とし，当時の種々の科学的知

見を踏まえている。 

      すなわち，ＩＣＲＰは，低線量被ばくの影響について諸説あることを前

提として，ＬＮＴモデルを採用し，公衆被ばく線量限度を年１ミリシーベ
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ルトと勧告したわけである。 

      また，この線量限度の概念については，原告ら準備書面（１８）で述べ

たとおり，ＩＣＲＰ委員長のゴンザレス氏が，「社会的コストをなるべく

低く抑えて放射線障害も他の産業でも見られる程度に抑えるとした結果が

年間１ｍＳｖになったわけである。したがって，年間１ｍＳｖは安全量で

はなく，放射線障害と社会的コストとを勘案して決められた値であ

る。」，「これはあくまでも核エネルギー利用を積極的に認める立場から

の防護レベルであり，消極的な立場をとるＥＣＲＲ（欧州放射線リスク委

員会）では公衆の追加年間被ばく限度を０．１ｍＳｖ以下に引き下げるこ

とを勧告している。」 と述べているところである（甲Ｄ共５６・崎山意

見書・１５～１６頁）。  

ウ 公衆被ばく線量限度は更なる線量低減を求められる数値であること 

      １９９０年勧告は，「線量限度内にあるというだけでは，その行為が満

足に行われていることを十分に表しているとは言えない」（甲Ｄ共５２・

３５頁１１４項）として，線量限度からの更なる線量低減を求めている。 

      なぜなら，ＩＣＲＰは，どんなに低い線量であっても，それに応じたリ

スクがあるという考え方であるＬＮＴモデルを採用しており，放射線の線

量がゼロから少しでも増えればリスクが生じると考えるため，一定の線量

で線引きすることができないからである。 

      この点について，１９９０年勧告は，「最初の頃から１９５０年代にか

けて，個人線量に関する限度が守られていることは防護が満足に達成され

ていることの一つの尺度であると考える傾向があった」が，「その後，す

べての被ばくは“経済的，社会的要因を考慮に入れて合理的に達成できる

かぎり低く”保つという要求がいっそう強く強調されるようになった。こ

の強調の結果として，個人線量は相当な減少となり，防護の全体系の中で

線量限度が主要な役割を果たすような状況の数は大幅に減った。」と述べ
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る（甲Ｄ共５２・２頁９項）。 

      また，甲斐倫明氏は，第４回ワーキンググループにおいて，以下のとお

り述べている。 

        「通常１ミリというのがどこから出てきたのかというと，もともと，線源を管

理している状態でこれを例えば病院を運営する，原子力発電所を運転

するということで，放射性物質をコントロールしながら使う，ある意味で，

管理を厳格に行うがことがしやすく，線源をコントロールができる。その

中で，より厳しく使うための上限値として国際機関としては１ミリというの

が提唱されてきた。しかし，計画被ばく，通常の原子力発電所であった

り，通常の病院であったりしても１ミリまで被ばくしてもいいとは考えてい

ません。現に，日本の原子力発電所の通常時の目標というのは５０マイ

クロシーベルトが使われている。１ミリを安全基準として考えているわけ

ではない。あくまでもリスクとして，リスクを下げるという考え方をとって

いる。では，今回のような一旦ほぼ事故が収束したような時に，国際的

にはここを目指しなさいという考え方をとっています。では，1 ミリを目指

すのか，なぜ２０ミリをスタートとしていいのか。２０ミリなら被ばくしてもい

いよと国際機関はどこも言っておりません。一つの目安として，２０ミリを

超える状況があれば２０ミリ以下に下げなさいと，そこから順次下げるた

めのスタートとして使うといういう（原文ママ）ことです。」（甲共Ｄ４３の

１・第４回議事録・３０頁）。 

以上のとおり，ＩＣＲＰは，公衆被ばく線量限度の被ばくを容認して

いるのではなく，最適化の原則に基づいて更なる低減を求めているので

ある。 

エ ＩＣＲＰは公衆被ばく線量１ｍＳｖ未満を正常レベルと考えているこ

と 

      クリストファー・クレメントＩＣＲＰ科学事務局長は，第５回ワーキン
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ググループにおいて，以下のとおり述べている。 

「いくつかの理由が，この１ミリシーベルトが長期的な解決策として提案さ

れている理由があります。一つは，正常のレベルということです。線量が

１ミリシーベルトで，年率に戻るということは，正常に近い形になります。

被災地が前の状況に全く戻ることはありません。全てが浄化されたとし

てもまだ，起こったことの経験，記憶が残ります。しかしながらもっと説得

力ある１ミリシーベルトを勧告する理由としては，これによって，だいた

い同じような防護の質を与えられるということです。１ミリシーベルトであ

れば，我々が一般の公衆の線量限度として言っているものに，これは被

ばくとは関係ありませんけれども，まあ通常の慣行，通常のやり方の中

でもそれが言われているからということです。ですから１ミリシーベルトの

ようなところに被災地が戻れば，日本の他の地域と同じように扱われ

る，あるいは世界の他の地域と同じように扱われるということです。ほと

んどの国が規制の中でこの値を使っているからです。」（甲共Ｄ４４の

１・第５回議事録・４頁・５頁） 

つまり，ＩＣＲＰは，公衆被ばく線量１ミリシーベルト未満を正常レ

ベルと考えており，公衆被ばく線量限度を超える状態が異常で，正常レ

ベルと評価される他の地域と同様な扱い受けることができないと評価し

ていることは明らかである。 

４ 国内法において「容認不可」とされる線量 

⑴ 国内法はＩＣＲＰ１９９０年勧告を導入したものであること 

ア 放射線審議会による意見具申 

上記２で述べたとおり，ＩＣＲＰ１９９０年勧告は，ＬＮＴモデルを採

用することを改めて述べたうえで，死亡リスクレベルに基づいて，「これ

を超えれば個人に対する影響は容認不可と広くみなされるであろうような

レベルの線量を確定」し，公衆被ばく線量限度を年実効線量限度１ミリシ
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ーベルトとすることを勧告した。 

このＩＣＲＰ１９９０年勧告を国内法に導入するかについて審議検討を

行ったのが放射線審議会である。 

放射線審議会は，「ＩＣＲＰ１９９０年勧告（Ｐｕｂ．６０）の国内制

度等への取入れについて（意見具申）」（甲Ｄ共３３）において，ＩＣＲ

Ｐ１９９０年勧告を取り入れ，線量限度を定める量として「実効線量」を

用いて，公衆被ばく線量限度を実効線量にして年間１ミリシーベルトと

し，これを規制体系の中で担保することが適当であり，そのためには施設

周辺の線量，廃棄・排水の濃度等のうちから適切な種類の量を規制するこ

とによって当該線量限度を担保できるようにすべきであると結論づけた

（甲Ｄ共３３・１１～１３頁）。 

具体的な審議経過については，原告ら準備書面（３）の第５章第４で述

べたとおりであり，国民からの募集意見も踏まえた審議が行われている

（甲Ｄ共３３・１頁以下）。 

イ 国内法導入と告示改正 

このように，国内法における線量限度は，ＩＣＲＰ１９９０勧告を，放

射線審議会における専門的審議，しかも国民からの募集意見も踏まえた審

議を経て国内法に導入されたものである。 

具体的には，「線量告示」（炉規法に基づく「実用発電用原子炉の設

置，運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」（平成

十三年三月二十一日経済産業省告示第百八十七号）。甲Ｄ共２０），「数

量告示」（「放射線障害防止法に基づく「放射線を放出する同位元素の数

量等を定める件」（平成十二年科学技術庁告示第五号）。甲Ｄ共２７）に

おける公衆被ばく線量限度を，実効線量にして年間１ミリシーベルト，あ

るいは３か月で２５０マイクロシーベルトに改正し，これらの線量限度を

超えて公衆が被ばくすることのないよう法的担保を講じたものである。 
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ＩＣＲＰ１９９０年勧告の導入によって改正された数量告示，線量告示

における公衆被ばく線量限度は，本件事故当時はもとより，現在もなお維

持されている法規範である。 

ウ ＩＣＲＰ２００７年勧告は国内法に導入されないこと 

なお，被告らは，放射線防護について，ＩＣＲＰ２００７年勧告，とり

わけ「参考レベル」に言及する。 

しかし，後記５で述べるとおり，「参考レベル」という概念は事業者な

いし規制当局における施策等の目安とされるものであり，決して公衆の容

認すべき線量を決めたものではない。 

そもそも，ＩＣＲＰ２００７年勧告は，ＩＣＲＰ１９９０年勧告と異な

り，本件事故発生当時はもとより，現在も国内法には導入されておらず，

我が国における法規範とはなっていない。 

⑵ 国内法における公衆被ばく線量限度 

ア 炉規法における公衆被ばく線量限度 

 炉規法及び同法を受けた政令・規則・告示の詳細については原告ら準備

書面（３）で述べたとおりであり，ここでは炉規法における公衆被ばく線

量限度に関する規制概略について簡単に述べる。 

炉規法及び同法を受けた政令・規則・告示は，「周辺監視区域」を，当

該区域の外側のいかなる場所においても実効線量が年間１ミリシーベルト

を超えるおそれがないものと定めている。また，排気・排水規制により，

「周辺監視区域」外の空気中または水中の放射性物質の濃度が実効線量年

間１ミリシーベルトを超えないよう要求している。  

そして，この周辺監視区域では，人の居住を禁止し，また，境界に柵又

は標識を設けるなどして公衆の立ち入りを制限するよう保全措置をとるこ

とを義務づけている。  

周辺監視区域外における線量限度を維持できない場合には，本件事故発
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生当時の法令では発電用原子炉を使用させず，現行法では原子炉の設置そ

のものを許可しないこととしている。また，線量限度維持のために必要な

技術基準を満たさない場合，居住禁止等の保全措置等に違反する場合に

は，原子炉設置者に対する設置許可取消権限や使用禁止や修理などの措置

命令権限を主務大臣に与えている。  

そして，無許可運転をした者や是正命令に違反した者に対しては，炉規

法は，懲役を含む厳罰を科すこととしているのである。  

つまり，炉規法は，排水・排出規制によって，原子炉施設の「周辺監視

区域」の外側のいかなる場所においても実効線量が年間１ミリシーベルト

を超えるおそれがないことを要求している。そして，この線量限度もこれ

を超えて被ばくしないよう，周辺監視区域では，公衆が線量限度を超えて

被ばくしないよう，何人の居住も許可せず，また，公衆の立ち入りも制限

している。  

また，炉規法は，この線量限度規制を満たさない場合には原子炉を使用

させず，現行法では設置も許可しないこととして，公衆が線量限度を超え

て被ばくすることのないよう予防策を講じている。使用開始後でも，定期

検査より技術基準適合性を検査し，技術基準を適合せず周辺監視区域外の

線量限度が維持されていない場合には，速やかに周辺監視区域外の線量限

度を年間１ミリシーベルト以下とするための強力な権限，すなわち，使用

停止や保安措置を命じる権限や，その命令に違反するときには運転停止を

命ずる権限や設置許可を取り消す権限を，経済産業大臣に付与してい

る。  

さらに，懲役を含む刑罰を科することによって，周辺監視区域外におけ

る線量が実効線量年間１ミリシーベルトを超えるような原子炉の使用，設

置ないし運転を行うことを厳重に取り締まっている。  

このように，炉規法は，許可制や懲役刑を含む刑罰といった厳格な規制
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をもって，実効線量年間１ミリシーベルトを超える被ばくから，国民を徹

底的に保護しているのである。  

イ 放射線障害防止法における公衆被ばく線量限度 

放射線障害防止法及びこれを受けた政令・規則・告示の詳細についても

原告ら準備書面（３）で述べたとおりであり，ここでは放射線障害防止法

における公衆被ばく線量限度に関する規制概略について簡単に述べる。 

放射線障害防止法及びこれを受けた政令・規則・告示も，施設の境界等

における放射線量が実効線量１ミリシーベルト以下となるよう遮蔽措置を

義務づけ，また，廃棄施設における排気・排水設備にも境界外では実効線

量年間１ミリシーベルト以下とする能力を要求している。また，境界外の

線量濃度も監視して実効線量年間１ミリシーベルトを超えないことも義務

づけている。  

これらの規制を達するための技術基準に適合しない場合には，放射性同

位元素等の使用を許可しないこととしている。また，技術基準適合維持義

務を設け，義務違反者に対する是正命令権限や使用許可取消権限を経済産

業大臣に付与している。  

さらに，無許可使用や義務違反，命令違反をする者に対しては，懲役を

含む厳罰を科するとしている。 

つまり，放射線障害防止法は，放射線障害を防止するため，工場又は事

業所の境界の外における放射線量が実効線量年間１ミリシーベルトとなる

技術基準を設け，これに適合しない場合には放射線同位元素等の使用を許

可しないこととしている。  

また，許可使用者に対して，技術基準適合義務や廃棄施設における濃度

監視義務を課し，これに違反した場合には，文部科学大臣に対して，許可

取り消しや廃棄命令など，速やかに境界外における放射線量を線量限度以

下とするための権限を付与している。  
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そして，許可なく放射性同位元素等を使用した者や，文部科学大臣の命

令に違反した者に対しては懲役刑を含む刑罰を科することによって，無許

可使用や命令違反行為を厳重に取り締まっている。  

このように，放射性同位元素もまた，公衆が実効線量１ミリシーベルト

を線量限度として，許可制や刑罰などの厳格な規制を講じて，線量限度を

超えて被ばくしないよう公衆を徹底的に保護しているのである。 

⑶ 緊急時や復興期においても「容認不可」とされる線量は変わらない 

 以上のように，国内法は，刑罰を用いてでも，「容認不可」とされる線量

から公衆を徹底的に保護しているところ，緊急時や復興期において，公衆に

とって「容認不可」とされる線量を引き上げるような定めは一切ない。 

 すなわち，原発事故による緊急事態であっても，緊急時以降の復興期であ

っても，公衆の容認できない被ばく線量は，平常時と同様，年間１ミリシー

ベルト，あるいは３か月で２５０マイクロシーベルトであることに変わりは

ない。 

 したがって，緊急時であっても復興期であっても，公衆にとって「容認不

可」とされる線量は年間１ミリシーベルト，あるいは３か月で２５０マイク

ロシーベルトであるというのが，社会的合意ないし社会規範たる国内法の立

場である。 

５ 国内法における「容認不可」とされる線量と相当因果関係 

区域外からの避難の相当性判断は，社会通念に基づいた相当性の判断であ

り，当該避難行為が社会通念に照らして相当といえるかどうかにある。これは

社会通念に基づく規範的判断である。その相当性判断にあたって，本件事故発

生当時の社会規範，なかでも本件事故発生以前に国内法が公衆被ばく線量限度

をどのように定めていたかが，中核的判断要素をなす。 

上記⑴のとおり，国内法における本件事故発生以前の公衆被ばく線量限度

は，１９９０年勧告における公衆被ばく線量限度，すなわち，ＬＮＴモデルを
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採用して算出した死亡リスクレベルに基づいて「これを超えれば個人に対する

影響は容認不可と広くみなされるであろうようなレベルの線量」という視点で

勧告された公衆被ばく線量限度を，放射線審議会における審議を経て導入され

たもので，本件事故発生当時において「これを超えれば個人に対する影響は容

認不可」とされる社会的合意ないし社会規範である。 

国内法は，炉規法，放射線障害防止法によって刑罰を含む法的担保を講じる

ことで，公衆被ばく線量限度を超える被ばく，すなわち，公衆にとって「これ

を超えれば個人に対する影響は容認不可」とされる被ばくから公衆を徹底的に

保護している。 

このように，公衆被ばく線量限度が「これを超えれば個人に対する影響は容

認不可」とされる線量であること，国内法が刑罰を用いてでも線量限度を超え

る公衆被ばくから徹底的に保護していることに照らせば，少なくとも，国内法

において「容認不可」とされる線量の被ばくを避けることは，社会的に許容で

きないとされた被ばくを回避する行動であって，社会的にみて相当ないし合理

的な行為といわなければならない。 

そして，「容認不可」とされる線量は，緊急時であっても復興期であって

も，年間１ミリシーベルトないし３か月で２５０マイクロシーベルトであるこ

とに変わりはない。 

よって，少なくとも，生活圏内に年間１ミリシーベルトを超える線量が測定

された地域から避難することは，国内法も「これを超えれば個人に対する影響

は容認不可」とする線量を避ける行為であり，社会規範に照らしても相当な行

為である。 

６ 「線量限度が適用されない」ことは相当因果関係と無関係であること 

⑴ 被告らの主張 

 原告らの主張に対して，被告東京電力及び被告国は，「線量限度は，緊急

時被ばく状況や現存被ばく状況においては適用されない」と主張する（被告
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東京電力共通準備書面（５），同（７）。被告国第７準備書面，同第１１準

備書面） 

 例えば，被告国は，第１１準備書面において，「炉規法等における線量限

度は，計画被ばく状況における公衆被ばくに対する線量限度についてのＩＣ

ＲＰの勧告を取り入れて定められたものであるから，緊急時被ばく状況にお

ける公衆の防護に適用されるものではない。したがって，ＩＣＲＰの勧告に

おける公衆被ばくの線量限度や炉規法等の線量限度は，事故によって放出さ

れた放射性物質による放射線の被ばくを減らすための避難にあたって，何ら

かの基準を示すものではないから，避難の合理性の根拠となるものではな

い。」とする（被告第１１準備書面・３１～３２頁）。 

被告東京電力も，被告東京電力共通準備書面（７）において，「むしろ，

本件事故当時の国内法においては，平時の管理基準として１ミリシーベルト

という公衆被ばく線量限度が定められていたに過ぎず，緊急時の基準につい

て特に定めはなく，さらに，防災指針では５０ミリシーベルト以上で避難の

措置をとることが想定されていたに過ぎないのである。」と主張する（１１

頁）。 

⑵ 「線量限度が適用されない」ことの意味 

 しかし，原告ら準備書面（３３）の第２・２で詳しく述べたとおり，被告

らの主張は，政府が放射線防護措置を講じるための「政策判断基準」と，

個々の国民にとって「容認不可とされる線量」という，まったく別個の概念

を混同するものである。 

ＩＣＲＰが緊急時被ばく状況や現存被ばく状況において「線量限度を適用

しない」と勧告している意味は，「容認不可とされる被ばくが広く広がって

いる状況において，政府が『対策』ないし『介入』を講じる基準として，年

間１ミリシーベルトを用いることまでは義務付けない」ということに過ぎな

い。 
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緊急時被ばく状況や現存被ばく状況では，政府は，①公衆の被ばくを低減

させる「対策」（ＩＣＲＰ２００７年勧告）ないし「介入」（ＩＣＲＰ１９

９０年勧告）を講じるべきか，②講じる場合にはどのような防護措置を講じ

るかを検討しなければならない。ＩＣＲＰが，これらの状況において線量限

度を適用しないと述べているのは，政府に対してこのような「対策」や「介

入」を義務づける線量基準としては年間１ミリシーベルトを用いない，とい

うことに過ぎない。ＩＣＲＰ２００７年勧告でいえば，「参考レベル」の中

から，正当化の原則と最適化の原則に従って，防護措置を講じる基準と防護

内容を決定せよ，ということである。 

 これは，「『これを超えれば個人に対する影響は容認不可』とされる線量

は何ミリシーベルトか」とはまったく別の議論である。政府が何ミリシーベ

ルトを基準にどのような放射線防護を講じようと，個々の国民にとって「容

認不可」な線量が何ミリシーベルトであるのかには影響しない。 

むしろ，線量限度を適用しないというのは，「容認不可とされる被ばくが

広がっている状況において，政府はどのような措置を講じるべきか」という

問題であり，個々の国民が容認不可な線量に曝されていることを前提とする

議論である。佐々木証人も，「しかし，事故が起こってしまった，あるい

は，すでにそこに線源がある状況というのは，その線源とか被ばくをコント

ロールできない状況ですので，計画的に線量限度を適用することは不可能な

場合があります。したがって，そういうときには，線量を最初から超えてし

まっているような状況があるので，そういう中での防護体系に線量限度を使

うことができないから，計画被ばく状況の線量限度と，それから，緊急時被

ばく状況とか，あるいは，現存被ばく状況の線量体系を，少し変えざるを得

ないと。」と証言しているところである（佐々木反対尋問調書１３頁）。 

⑶ 「線量限度が適用されない」ことが相当因果関係の判断に影響を及ぼ
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さないこと 

本準備書面第２で述べたとおり，社会通念に基づく相当因果関係判断にお

いて最も重要な評価根拠事実は，本件事故発生当時において，「どこまでの

線量であれば一般的に容認されうるのか」，言い換えれば，「どのような線

量であれば一般的に容認不可であるのか」についての社会規範である。 

したがって，相当因果関係の判断においては，「線量限度が適用されるか

否か」が重要なのではなく，「どのような線量であれば一般的に容認不可で

あるのか」についての社会規範が重要なのである。 

そして，「線量限度が適用されない」ことは，個々の国民にとって「容認

不可」とされる線量には影響を及ぼさない。 

上記４⑶で述べたとおり，国内法は，緊急時や復興期において，公衆にと

って「容認不可」とされる線量を引き上げるような定めは一切設けておら

ず，緊急時であっても復興期であっても，個々の国民にとって「容認不可」

とされる線量は，平常時同様年間１ミリシーベルトであることに変わりがな

い，というのが社会的合意たる国内法の立場である。「線量限度」の概念

は，個々の国民にとって容認不可とされるレベルの線量は何ミリシーベルト

であるかという観点から導き出された基準である。個々の国民にとって容認

不可となる基準は緊急時であろうと復興期であろうと変わりはない。 

これに対して，事故時に「線量限度が適用されるか否か」の問題は，ＩＣ

ＲＰ勧告の対象である規制当局が，１ミリシーベルトを基準として放射線防

護措置を講じることを義務づけられるか否かの問題である。 

したがって，緊急時や復興期に「線量限度が適用されない」ことは，「ど

のような線量であれば一般的に容認不可であるのか」を中核的判断要素とす

る相当因果関係の判断に影響を及ぼすものではない。 

⑷ 相当因果関係判断において「参考レベル」も影響しないこと 

上述のとおり，「線量限度が適用されない」ことは相当因果関係に影響を
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及ぼすものではなく，「参考レベル」の概念も，同じく相当因果関係に影響

を及ぼすものではない。この点も，原告ら準備書面（３３）の第２・２で詳

しく述べたところである。上記⑶の繰り返しとなるが，簡潔に述べれば，

「参考レベル」に関する被告らの主張は，「参考レベル」という政府が放射

線防護措置を講じるための「政策判断基準」と，個々の住民にとって「容認

不可」とされる線量とを混同している，ということである。 

参考レベルは，線源管理が不可能な状況において，放射線防護を要求され

る規制当局らに対して，放射線防護を講じる政策判断指標として用いるよう

勧告されている，いわば「政策判断基準」である。すなわち，線源をコント

ロールできず，「容認不可」とされる限度を超える被ばくが広がってしまっ

ている異質の状況に対しては，そもそも「線量限度」を適用できない。そこ

で，政府は，まずはどのレベルの線量を超える地域に「対策」ないし「介

入」を講じるか，これを達成すると次はどこに「対策」ないし「介入」を講

じているか，これを順次行って最終的にどのレベルの線量まで低減まで措置

を講じるのか，を決定しなければならず，その政策判断基準となるのが「参

考レベル」である。 

繰り返しとなるが，この議論は，「『これを超えれば個人に対する影響は

容認不可』とされる線量は何ミリシーベルトか」とはまったく別の議論であ

る。政府が「参考レベル」に基づいて，何ミリシーベルトを基準にいかなる

放射線防護措置をとろうと，個々の国民にとって「容認不可」な線量が何ミ

リシーベルトであるかに影響するものではない。「参考レベル」の概念は，

「これを超えれば個人に対する影響は容認不可」とされる線量が何ミリシー

ベルトかとは，まったく別個の概念である。 

緊急時被ばく状況でも現存被ばく状況でも，個々の住民にとって，年間１

ミリシーベルトを超える線量を容認できないことに変わりはない。この数値

は，緊急時被ばく状況でも現存被ばく状況でも容認できない死亡リスクであ
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る。 

よって，いくら「参考レベル」を論じたところで，政府の避難指示という

政策判断の適切さを論じるのであれば格別，個々の住民の避難行為の社会的

相当性を判断するにおいては意味をなさない。 

⑸ 連名意見書と佐々木証人の証言について 

ア 「容認せざるを得ない」主体を明らかにしない連名意見書 

緊急時や復興期における放射線管理について，連名意見書は，「線源や

被ばく線量の抑制が困難な事故などの非常事態（ＩＣＲＰのいう緊急被ば

く状況）となった場合は，防護・管理の目的を『重篤な組織反応（確定的

影響）の可否と発がんリスク（確率的影響）の最小化』として，平常時よ

りも発がんリスクが高まることを容認せざるを得ない場合がある。事故な

どの非常事態が収束し，復旧が始まっても，平常時より環境の放射線量が

高く直ちに平常時まで下げることが困難な場合（ＩＣＲＰのいう現存被ば

く状況）にあっても同様である」と述べている（丙Ｄ共３６・５頁。連名

意見書全体の問題点については，後記第６で述べる。）。 

しかし，連名意見書では，「容認せざるを得ない」主体が誰であるの

か，主語を明らかにしていない。 

上記２⑶のとおり，ＩＣＲＰの勧告対象，規制当局あるいは助言機関で

ある。したがって，「容認せざるを得ない」主体を明らかにすれば，ＩＣ

ＲＰ勧告の対象である規制当局あるいは助言機関となる。そこには，個々

の国民は含まれない。したがって，連名意見書は，主語を明らかにすれ

ば，個々の国民まで平常時より高いリスクを容認しなければならないわけ

ではないことが明らかになってしまうため，これを避けるため主語を特定

しなかったものと考えられる。 

イ 佐々木証言について 

（ア）佐々木証言の内容 
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連名意見書の上記記述に関して，「（現存被ばく状況において）容認

せざるを得なくなる場合が一般的ということですが，その主語に，公

衆，一般の個々の住民というのは，入ってこないですね。」との原告ら

復代理人からの尋問に対し，佐々木証人は， 

「いえ，公衆も含めて，被ばくする方も含めて，確率的影響のリスク

がある程度高まる。平常時よりは高まる状況で管理をしなくてはな

らない状況がありますということを言っているわけです」 

と証言した（佐々木反対尋問調書１７頁）。 

   （イ）佐々木証人の独自見解であること 

佐々木証人の上記証言は，「容認」という尋問者の表現を，「管理」

という表現にわざわざ言い換えているが，仮にこの佐々木証言が，「緊

急被ばく状況や現存被ばく状況において，一般の個々の住民が，平常時

よりも高いリスクを容認しなければならない場合がある」という趣旨で

証言したとすれば，それは，ＩＣＲＰ勧告にもない，佐々木証人の独自

の見解である。 

事故時の公衆被ばくと「容認不可」との関係について，ＩＣＲＰ１９

９０年勧告は，「第一の言葉は，“容認不可”であり，委員会の見解で

は，その使用が選択の対象であった任意の行為の通常の操業において，

いかなる合理的な根拠に基づいても被ばくは受け入れることができない

であろうとことを示すために用いられる。そのような被ばくは，事故時

のような異常な状況では受け入れられなければならないかもしれない」

と述べている。ここでは，ＩＣＲＰは，「かもしれない」と述べている

に過ぎない。すなわち，受け入れられなければならない「場合がある」

かどうか定かではない表現をしており，「場合がある」とは決して断言

していない（しかも第２文の原文は「Such exposures might have to be 

accepted in abnormal situations, such as those during accidents.」であり，極
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めて可能性の低い表現を用いている）。 

佐々木証人は，「受け入れられなければならない場合があるとは断言

していませんね」という尋問に対して，「すみません，同じ意味だと思

いますけれども，どう違うのでしょうか。」と証言したが（佐々木証人

尋問調書・１８頁１２行目），英語原文はもとより，日本語としてもま

ったく意味が異なる。 

したがって，ＩＣＲＰは「緊急被ばく状況や現存被ばく状況におい

て，一般の個々の住民が，平常時よりも高いリスクを容認しなければな

らない場合がある」などとは述べていないのであって，佐々木証言がこ

のような趣旨でものであるとすれば，それはＩＣＲＰ勧告にも連名意見

書にもない，独自の見解である。 

   （ウ）リスク管理を述べただけの可能性 

先に指摘したとおり，そもそも佐々木証人は，「容認」という表現

を，わざわざ「管理」という表現に言い換えている。したがって，佐々

木証人の証言は，容認できるレベルの線量の問題ではなく，リスク管理

の問題としての証言である可能性があり，むしろ，言い換えまでしてい

ることから，リスク管理の問題として捉える方が自然な理解であるとも

いえる。 

リスク管理の問題としての証言であれば，確率的影響がある程度高ま

る状況においては，個々の住民としても，高まったリスクに応じたリス

ク管理をせざるを得なくなる場合もある，という一般論を述べるに過ぎ

ないこととなる（もっともわかりやすいリスク管理方法が，被ばくを避

けるための避難ということになろう。）。 

その証言には，個々の住民にとって「容認不可」とされるレベルが引

き上げられるという趣旨は含まれない。 

（エ）佐々木証言によっても相当因果関係判断に影響はないこと 
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したがって，「いえ，公衆も含めて，被ばくする方も含めて，確率的

影響のリスクがある程度高まる。平常時よりは高まる状況で管理をしな

くてはならない状況がありますということを言っているわけです」との

佐々木証言は，独自の見解か，あるいは，リスク管理について述べてい

るにすぎず，緊急時被ばく状況や現存被ばく状況において，公衆にとっ

て「容認不可」とされる線量が引き上げられることを認める証言でな

い。 

よって，佐々木証言によっても，「線量限度が適用されないことは相

当因果関係に影響を及ぼさない」との結論に変わりはない。 

７ 毎時μＳｖを年間線量に換算する方法 

⑴  毎時μＳｖを年間線量に換算する方法 

以上のとおり，生活圏内に年間１ミリシーベルトを超える線量が測定され

た地域から避難することは，国内法における「容認不可」とされる線量を避

ける行為であり，社会通念に照らして相当性が認められる。 

そして，年間１ミリシーベルトを超えるか否かの判断は，原告らの主張す

る毎時マイクロシーベルトの「空間線量率」に，２４時間×３６５日を乗

じ，１０００で除す（マイクロをミリに換算する）ことで足りるというべき

である。 

原告らの主張する「空間線量率」が原子力規制委員会がホームページで公

開している「放射線モニタリング情報」に基づいており，これが実効線量と

して公表されていることは，原告ら準備書面（４３）の第２・２で述べたと

おりである。 

⑵ 自然線量と追加線量とを区別する必要がないこと 

この点，自然線量と追加線量とを区別すべきと被告らが主張することも考

えられる。 

しかし，原告らの避難元においては，そもそも自然線量と追加線量とを区
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別することは不可能であり，かつ，不可能な状態に陥らせたのは放射性物質

を拡散した被告らに他ならない。 

したがって，区別できない不利益は被告らが負うべきであり，何ら帰責性

のない原告らに不利益を負わせるべきではない。 

⑶ 屋内遮蔽効果を考慮する必要がないこと 

また，被告らにおいて，追加被ばく線量年間１ミリシーベルトを一時間当

たりの放射線量に換算すると，毎時０．２３マイクロシーベルトとなると主

張することも考えられる。 

この換算方法は，１日のうち，屋外に８時間，遮蔽効果のある木造家屋に

１６時間滞在するという生活パターンを仮定して算定した毎時０．１９マイ

クロシーベルトに，自然放射由来の放射線量である毎時０．０４マイクロシ

ーベルトを加えたものである。 

このうち，追加線量と自然線量とを区別する必要がないことは，上記⑴の

とおりである（そもそも，原告らの避難元における自然放射由来の線量を特

定すること自体，不可能である。）。 

また，屋内遮蔽効果を考慮する考え方は，国内法における公衆保護の考え

方とはまったく異なる。そもそも，実用発電用原子炉の設置，運転等に関す

る規則において居住禁止や立入制限規制がされる「周辺監視区域」は，原子

力施設の周囲を柵等により区画し，その外側にいる人が受ける実効線量が，

年間１ミリシーベルトを超えるおそれがないように管理された区域である。

そこでは，建物内に居住することを前提とした線量測定など想定されておら

ず，屋内遮蔽効果を考慮する余地などない。 

 

第５ ＷＧ報告書における問題点 

 １ はじめに 

  低線量被ばくの管理に関するワーキンググループにおいて，いくつかの重
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要な指摘や議論がなされてきたことについては，原告ら準備書面（９）で述

べたとおりである。しかしＷＧ報告書ではその多くが無視され，或いは同グ

ループでの議論過程において出された意見とは異なるまとめ方がされてお

り，ＷＧ報告書自体には多くの問題が存するところである。 

しかし，被告らが科学的知見を主張する際にＷＧ報告書を錦の御旗のように

根拠とするため，ＷＧのそもそもの設置目的や，ＷＧ報告書のまとめ方が恣意

的であることについて本項で論じておく。 

２ ＷＧの設置目的は避難区域の再編を行うためであったこと 

  そもそもＷＧの設置目的は，避難区域の再編を行うためであった。 

  ＷＧ報告書が作成された４日後の２０１１年１２月２６日，原子力災害対策

本部は，「ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関

する基本的考え方及び今後の検討課題について」を発表した。 

  この発表の中で，原子力災害対策本部は， 

  「この度の区域見直しの検討にあたっては，年間２０ミリシーベルトの被ばくリ

スクについては，様々な議論があったことから，内閣官房に設置されている

放射性物質汚染対策顧問会議の下に『低線量被ばくのリスク管理に関する

ワーキンググループ』をもうけ，オープンな形で国内外の幅広い有識者に意

見を表明していただくとともに，低線量被ばくに関する国内外の科学的知見

や評価の整理，現場の課題抽出などを行った」 

としている。 

   当該記述からも明らかなように，ＷＧの設置目的や役割は，政府のとった

事故当初の放射線防護策の評価と，その後の区域再編を行うにおいての問題

整理であり，低線量被ばくによる健康影響について，充分な議論がなされた

わけではない。 

   当然ながら，「個々の住民が区域外から避難することの相当性」という観

点から検討されたものではない。 
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３ ＷＧ構成員についての問題点 

⑴ 選任手続の問題点 

   ＷＧの構成員は９名で，長瀧重信と前川和彦が共同主査である。 

   これらの人選は，すべて顧問会議座長である近藤俊介の指名によるもの

であった。このように，顧問会議の座長が一方的に指名できるという選任

手続方法自体に問題がある。 

   日弁連会長声明においても， 

   「事故後の政府の対応は，既に国民の間に抜きがたい不信感を形成しており，

今回のような方法を採ること自体が更なる不信感を招くことは明白である。」 

   と批判されているところである（甲Ｄ共３８・「低線量被ばくのリスク管理

に関するワーキンググループ」の抜本的見直しを求める会長声明）。 

⑵ 構成員に低線量被ばくのリスクに対する見解の偏向があること 

さらに，実際にＷＧの構成員に選任された者は，これまで国の原発政策

を推進してきた者であったという意味で立場の偏りがみられた。 

ＷＧ報告書では，既に述べたように，ＬＮＴモデルを採用することが明

言されている。したがって，ＷＧ報告書の内容についても，低線量被ばく

による健康影響があるという見解を前提としてまとめられるべきである。 

しかし，ＷＧの構成員については，その多数が低線量被ばくの健康影響

に関して否定的な見解をとっている。特に，共同主査である長瀧氏，前川

氏は，自身の著書や発言の中で，低線量被ばくの健康影響を軽視する発言

を明確にしている。この点については，原告ら準備書面（９）で述べたと

おりである。 

日弁連会長声明も，以下のとおりＷＧの構成員について，問題点を指摘

している（甲Ｄ共３８）。 

「本件ＷＧの構成員には，広島・長崎の原爆被爆者の健康影響の調査研究

に携わる研究者が多く，低線量被ばくの健康影響について，これに否定的
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な見解に立つ者が多数を占めている。」 

「本件ＷＧに参集した委員が含まれた審査会で策定された方針では，低線量

被ばくのリスクを十分に評価していない可能性がある。」 

４ ＷＧ報告書における科学的知見の問題点 

ワーキンググループにおける説明者の発表や有識者である出席者らの中に

は，低線量被ばくについて危険性がないという印象付けをし，議論を聞いた者

にあたかも危険性がないかのように偏った説明をしている者も存する。 

また，最終的にまとめられたＷＧ報告書についても，複数の問題点がある。 

⑴ 前提となるＩＣＲＰの勧告，特に現存被ばく状況について正確な説明

がなされていないこと 

ア ＷＧ報告書作成当時の原発事故被災地の状況は，緊急時被ばく状況では

なく，ＩＣＲＰが現存被ばく状況と呼称する状態である。ＩＣＲＰは緊急

時被ばく状況については，参考レベルを２０～１００ミリシーベルトとし

ている。しかし，緊急時被ばく状況から現存被ばく状況に移行する際に

は，緊急時被ばく状況における参考レベルよりも低い線量が設定されるこ

とが想定されている。 

それにもかかわらず，ＷＧ報告書では漫然と緊急時被ばく状況と同じ参

考レベルを維持することを認めている。緊急時に採用した２０ミリシーベ

ルトを，現存被ばく状況になった状況下においてもとり続けることは，Ｉ

ＣＲＰの勧告内容に反するものである。 

イ また，ＩＣＲＰは，現存被ばく状況においては，年間１～２０ミリシー

ベルトの「下方に」参考レベルを設定することとしている。 

  すなわち，ＩＣＲＰ１０９（１１６）には， 

 「政府と規制当局またはどちらかが，ある時点で，現存被ばく状況を管理

するため，通常，委員会によって勧告されている１～２０ｍＳｖ／年の範

囲の下方に，新しい参考レベルを特定することになる。」 
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とあり，現存被ばく状況における参考レベルは，「下方」に設定されるこ

ととされている（甲Ｄ共４８・４４頁）。 

本件に照らせば，当初の緊急時被ばく状況における参考レベルが２０ミ

リシーベルトだったのであるから，本来的には，より低い値が参考レベル

となるべきところである。ところが，ＷＧ報告書では漫然と緊急時被ばく

状況と同じ参考レベルを維持することを認めている。 

⑵ 低線量被ばくのリスクを不当に軽視していること 

ＷＧ報告書は，「４．まとめ」において，与えられた３つの課題に答え

ている。その一つ目の課題とは，「２０ｍＳｖという低線量被ばくについ

て，その健康影響をどのように考えるか」である。 

これに対するＷＧ報告書の見解は，放射線による発がんリスクの増加

は，１００ミリシーベルト以下の低線量被ばくでは，他の要因による発が

んの影響によって隠れてしまうほど小さく，放射線による発がんリスクの

明らかな増加を証明することは難しい，というものである。ＷＧ報告書

は，ＬＮＴモデルに基づくとした上で，「２０ｍＳｖの被ばくによる健康

リスクは，他の発がん要因におけるリスクと比べても充分に低い水準であ

る。」として，政府が採用する参考レベルとして適切であるとしたのであ

る。 

しかし，ＷＧ報告書に述べる低線量被ばくリスクの評価は，国内法に反

する不当なリスク軽視である。 

本準備書面第４で述べたとおり，国内法は，ＬＮＴモデルに立ち，個々

の国民にとって，年間１ミリシーベルトを超える被ばくによる死のリスク

を「容認不可」とする立場である。すなわち，国内法は，年間１ミリシー

ベルトを超える被ばくによって生じる死のリスクは，当該リスク単体だけ

で「容認不可」なものであって，決して，ＷＧ報告書にいうような「他の

発がん要因におけるリスクと比べても充分に低い水準」などとは捉えてい
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ない。 

したがって，ＷＧ報告書における被ばくリスク評価は，国内法に明らか

に反した，不当なリスク軽視といわなければならない。 

また，１００ミリシーベルト被ばくの発がんリスクは運動不足，野菜不

足のリスクよりも低く，受動喫煙と同じレベルとも記載されているが，そ

もそも，その根拠となる論文も，そのリスクの程度も示されていない。 

安全かどうかは印象によって決められる問題ではなく，少なくとも原発

事故に起因して放射線防護について述べる場合，２００３〔平成１５〕年

に策定された安全目標に基づいて検討されるべきである。 

この点については，本準備書面の第６・３⑸において詳細に論じること

とする。 

⑶ 非がん性疾患のリスクについて 

低線量被ばくの健康影響は，発がんだけにとどまるものではないにもかか

わらず，発がんのリスクばかりに言及がなされている。この点，政府側から

の出席者である森文科副大臣の発言が的確に指摘をしている（甲Ｄ共４１の

１・第２回議事録・３１頁） 

 「あの，申し訳ないのですが，もちろんガンもありますし，それ以外の影響

についても報告はされている訳です。私は先ほどチェルノブイリフォーラ

ムの全文について内容をお聞きしたのはそういうことです。」 

  ところが，こうした正当な指摘に対して，両主査を含む有識者出席者当

から誠実な対応があったとは言い難い。 

⑷ 科学的不確実性を「ないもの」として軽視していること 

  また，ＷＧ報告書は，科学的知見について 

「科学的知見は，今回の東電福島第一原発事故による放射線の影響及び

その対策を考える上ですべての基本になる。放射線の影響に関しては

様々な知見が報告されているため，国際的に合意されている科学的知見
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を確実に理解する必要がある。」 

   と述べている（甲Ｄ共３５・３頁）。 

しかし，不確実性の多い状況で，科学的確実性にこだわると，科学的に立

証されるまでは，何もしないという判断に結びつくことになる。低線量被ば

くの影響について，仮に現時点では信憑性のあるデータに乏しく，分かって

いないことが多かったとしても，将来発がん以外の健康影響が明らかになる

可能性が払拭できないのである（しかも，本準備書面第３で述べたとおり，

低線量被ばくの健康に対する影響については，同ＷＧが議論している時期以

降にも次々と新たなデータが集積されている。）。 

科学的に事実が明らかになるまで，危険性がない前提として振る舞うこと

の誤りについては，次の児玉氏の発言が明快に述べている甲Ｄ共４３の１・

第４回議事録・１３頁）。 

「私が申し上げたいのは，リスクがあるかもしれないという時に，例えばチェ

ルノブイリでもそうですが，リスクはないかもしれなということで何もしない

でいたら，やっぱり甲状腺がんの子どもやなんかは見放されてしまうんで

す。」 

⑸ 予防的観点が欠落していること 

既に述べたように，低線量被ばくによる健康影響について，未だ科学的に

充分には解明されていない。このような状況下においては，予防的に措置を

講じるべきである。 

森文科副大臣が指摘する部分が，そのことを明快に示している（甲Ｄ共

４１の１・第２回議事録）。 

    「要するに，これは ICRP も言っていることなのですが，低線量被ばくの影響

というのは，ないというのではなく，よくわからないというのが正しいわけで

して，これこそが科学的なのであって，分からないからこそ，その中でどの

数値で避難を，移住をさせるあるいは短期の移転をさせる，色んなあらゆ
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ることをやらなければいけない訳で，ALARA（As Low As Reasonably 

Achievable）の精神に基づいて合理的に達成可能な限りの放射線防護策

を取らなければならない訳でして，我々は，少なくとも私は，科学的，科学

的にと先ほどからおっしゃられておりますが，私がこれが極めて科学的で

あるという風な思いで発言させていただいているところです。」 

    このことは，細野大臣もワーキンググループの報告書を検討する段階に

おいて指摘をしている（甲Ｄ共４６・第７回議事録・３６頁）。 

    「今の状況で，疫学的に，もしくは様々な調査結果として，それこそ発がんリ

スクというのは極めて限定されているというのは，今の科学のコンセンサ

スであることは，私も大分議論を聞いて分かりました。ただ，すべてが解明

されているわけではないという，ある種科学に対する謙虚さから考えても，

こういう事態というのはこれまで経験したことがないわけですから，そこは

予防的な対策を取るべきであるというのが，私は本当の意味で，あるべき

姿ではないかと思うのですが，これはいかがでしょうか。」 

しかしながら，ＷＧでは，低線量被ばくによる健康影響は自明であるも

のとの誤った前提に立ち，予防的な観点を全く欠落させた意見のみが採用

され，報告書がとりまとめられているのである。 

５ 議論の過程で出された意見が公平に拾われていないこと 

  ワーキンググループにおいては，既に本準備書面第３で述べたＬＮＴモデル

に基づく低線量被ばくによる健康影響の他に，公衆被ばく線量限度についての

議論，内部被ばくについての議論がなされている。しかし，ＷＧ報告書の作成

過程には，これらの議論についての意見の取捨選択に恣意が入り内容が歪めら

れているという大きな問題点がある。 

⑴ 公衆被ばく線量限度以下でも，無用な被ばくを避けるべきであるとい

う観点の欠落 

  ＷＧ構成員である佐々木康人氏は，以下のとおり，第２回ワーキンググル
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ープにおいて，公衆被ばく線量限度を超える被ばくを公衆は容認できないこ

と，さらに線量限度を守ればいいだけではなく，それ以下でもリスクはあ

り，線量限度以下であっても無用な被ばくをさせないように努力しなければ

ならないと説明している（甲Ｄ共４１の１・第２回議事録・３５頁）。 

 「それで公衆の被ばく，これもいろんな考え方が，一つだけではないんです

が，限度として，公衆の被ばく限度を定めなければならない状況になった時

に，職業人の約 10分の 1にしましょうということから，1ｍＳｖ，年間 1ｍＳｖ

が出てきております。これは，平時の線量限度であります。これは仮に 100

年生きたとしますと生涯で 100ｍＳｖになります。そのくらいであれば，もち

ろん確定的影響も起こらないし，それから先ほど申し上げましたように，発

がんのはっきりとしたデータも無いくらいの線量であって，これは公衆も容認

できるのではないか。こういう考えに基づいています。これはあくまでも，平

時の線量限度でありまして，その線量限度を守ればいいというわけではなく

て，その上でさらにできるのであれば，無用な被ばくを起こさないようにしよ

う。それは何らかのリスクはやっぱり低い線量でもあるので，それは少しでも

下げましょう。そういう努力をいつもやりましょうというのが，ＡＬＡＲＡの精

神，あるいは最適化の精神であります。」 

    このような意見が述べられていたにもかかわらず，ＷＧ報告書において

は，線量限度以下であっても，無用な被ばくを避けるべきであるという観点

が全く欠落している。 

⑵ 内部被ばくの評価には，まだまだ不確実な点が多いことに言及されて

いないこと 

ＷＧ報告書は，内部被ばくに関して， 

「内部被ばくは外部被ばくよりも人体への影響が大きいという主張がある。

しかし，放射性物質が身体の外部にあっても内部にあっても，それが発す

る放射線がＤＮＡを損傷し，損傷を受けたＤＮＡの修課程での突然変異
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が，がん発生の原因となる。そのため，臓器に付与される等価線量が同

じであれば，外部被ばくと内部被ばくのリスクは，同等と評価できる。」 

   とする。ただし，欄外には，小さな字で， 

    「放射性の感受性を定めるに当たっては，性と年齢について平均化して検

討している。そのため，実際のリスク値は，子どもの方が高い等の変動を

含みうる。」 

と注釈をつけている。 

報告書のまとめ方は以上のとおりであるが，他方，ワーキンググループの

第７回会議では，以下のようなやりとりが行われているのである（甲Ｄ共４

６の１・第７回議事録・３９～４０頁）。このやりとりからは，内部被ばく

についての評価には，まだまだ不確実な点が多いこと，しかも数値を推定す

るうえで，かなりの幅が認められる（誤差があること）が分かる。 

「（細野大臣） 

・・・内部被ばくが外部被ばくと全く同等に比較できるものだという

のは，私がずっと持っていた疑問の 1つで，ここでかなりわかりやすく

説明していただいていると思うのです。あえてそれでも，ちょっと疑問を

投げかけて，お答えをいただければ幸いなのは，例えば核種ごとにい

ろいろと，係数のようなものを掛けて，それぞれの核種ごとに影響を測

っているわけですよね。これはもう確固たるものなのか，変わり得るも

のなのか。つまり・・係数なり，計算の仕方というのは間違いないものだ

と本当に言い切れるのかどうか，そこについては，この説明を受けても

いまだ全く払拭できないものですけれども，どんなものでしょうか。 

（丹波太貫） 

これはあくまで数値で，これは実際の吸収線量から計算して，線量

係数や組織荷重係数で重み付けをしています。吸収線量は絶対なの

です。これはまず間違いない。 
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・・・・・・ 

次の問題としては，子どもさんなんかも，個人によって排泄する速

度が変わります。それのバリエーションは入っていないから，そこでま

ず実際のＳｖに直す課程で，不確実性がある。それから一番大きいの

は，そこのところで使っている組織加（ママ）重係数です。この荷重は，

30代の方の平均の数値でやっているのです。子どもさんで出るがん

の種類と，50歳で出るがんの種類は違うのですけれど，それを全部

ならした形で使っているので，これはある意味で言うと，非常にばらつ

きが多い。しかもこれは被ばくの方，日本人に特化した数値からスタ

ートしまして，それを西洋化しているという非常に複雑な考え方を使っ

ていますし，またそれに加えて，2つの異なるモデルを，バランスを取

りながら入れ込んでいるという，非常に複雑なやつです。だからこれ

は下手したら，数倍すぐぶれるというふうなものである。」 

つまり，被ばく線量を推定するとは言っても，数倍はすぐぶれる，１ミリ

シーベルトが１０ミリシーベルトになる可能性もある旨を述べているのであ

り，この丹羽氏の指摘も含め，低線量被ばくについては，まだまだ解明され

ていないところ，分からない点が多いこと，更に今回の事故によって生じた

被ばく線量の推定に関しても，かなりの幅が存する。このこと自体について

は法廷で柴田氏自身も認めているところである（柴田反対尋問調書・４５

頁）。 

しかし，ＷＧ報告書においては，内部被ばくの不確実性については触れら

れてない。 

６ 小括 

   被告らは，ＷＧ報告書をあたかも科学的知見の到達点のように主張してい

る。 

   しかし，これまで述べたように，ＷＧについてはその設置目的が区域再編を
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検討するところにあり，低線量被ばくによる健康影響について充分な議論がな

されていない。また，ＷＧの構成員は低線量被ばくによる健康影響についての

考え方に偏りがみられること，ＷＧ報告書の内容についても科学的知見に問題

があり，ワーキンググループで出された意見の取捨選択の仕方も恣意的であ

り，極めて問題点の多いものである。 

 

第６ 連名意見書の問題点 

１ はじめに 

本準備書面の第３・５で述べた，低線量被ばくの危険性に関する崎山意見

書及び崎山証言に対し，被告らから反論・批判がなされており，その批判根

拠として，被告国から連名意見書（丙Ｄ共３６）が提出されている。 

しかし，連名意見書は，複数の科学者が集まって真摯に議論した結果をま

とめたものとは評価できず，かつ，その内容は，崎山意見書２が引用する論

文の些末な部分や崎山氏の表現の仕方を殊更に問題視するものであって，お

よそ科学的な批判とは言えない。 

むしろ，主として連名意見書のチェックを担当していた柴田義貞氏は，疫

学の専門家と言えるのかどうかについても疑問があり，少なくとも，放射線

被ばくの危険性を重視する論文には厳しく，危険性を軽視する論文なら（そ

の論文にも今後継続して調査していく必要性が存していても）高く評価する

など，ある一定の立場に立って論じている可能性が高いとさえ言える。連名

意見書が，低線量被ばくの危険性を低く「見積もる」ホルミシスモデルにつ

いては触れつつ，その危険性を高く「見積もる」バイスタンダー効果やゲノ

ム不安定性については一切触れていないという点からも，その偏頗性がうか

がえる。 

重要なのは，崎山意見書２が引用する個々の疫学論文が，科学的に１００

パーセント正しいと断言できるかどうかという視点から「ケチをつける」こ
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とではない（そもそも，そのような判断がなしえるのか，誰がなすのか自体

も大いに疑問である。）。低線量被ばくの危険性を述べる論文（もちろん査

読を経て公表されるに至った論文）が集積され続けているという事実こそが

重要なのである。 

しかし，連名意見書は，この重要な事実から目を背けている。 

以下，連名意見書の問題点について具体的に論じる。 

２ 連名意見書における個別論文批判に対する反論 

⑴ 連名意見書の個別論文に対する批判手法の問題点 

連名意見書は，崎山意見書２において「低線量被ばくの危険性を一層明

らかにした調査報告である」として紹介した各々の論文に対して，批判を

行っている。 

しかし，その批判は，「重箱の隅をつつく」ようなものである。些末な

部分を過大に問題であるかのように論じて否定するものであり，科学的と

は言えない。確かに疫学調査としては更に調査を継続して精度を高める必

要があるものも存するが，そうであっても，論文として一定の評価をされ

ているものである。 

すなわち，疫学論文としてさらに調査を加える部分があるという事実の

みをもって，その論文を引用する崎山意見書自体を批判することはできな

い。 

以下，個別論文について述べる。 

⑵ 小笹晃太郎ほか「原爆被爆者の死亡率に関する研究第１４報」（「ＬＳ

Ｓ１４報」。甲Ｄ共１３６号証の１）について 

 連名意見書は，ＬＳＳ１４報の筆頭著者である小笹氏が「崎山氏のよう

な解釈が誤りであると明確に述べている」と述べる。しかし，以下のとお

り，小笹氏は，崎山氏の具体的な解釈について述べたことはない。 

 また，ＬＳＳ１４報に関連して，連名意見書はＦｕｒｕｋａｗａ論文に
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言及するが，同論文には後述のとおり問題がある。 

ア 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に

関する専門家会議 第６回における小笹発言 

  小笹氏が同会議で述べたのは，次の３点である。 

①「低線量域におけるリスクがどうなっているのかという解釈ですね，それ

に対する若干の誤解が時々生じておりますので，それについて説明さ

せていただきます。 

 ここの要旨は，これは放影研のホームページにも載せておりますも

のですが，１９５０年に追跡を開始した寿命調査（ＬＳＳ）集団を２００３

年まで追跡してということで概要を書いておりますが，その２行目です

ね，後半になりますが，総固形がん死亡の過剰相対リスクは被ばく放

射線量に対して直線の線量反応関係を示し，その最も適合するモデ

ル直線の閾値はゼロであるが，リスクが有意となる線量域は０．２０Ｇ

ｙ以上であったと。ここの解釈が非常に時々誤解をされる方がおられ

るということでございます。」（丙Ｄ共５号証２７ページ。以下，

「小笹発言１」という。） 

②「全線量域においてこの直線のモデルを適用いたします。そうしますと，

そのモデルは当然のことながら有意になってまいりまして，そのモデ

ルの左端はですね，ゼロとゼロ，つまり原点に到達するということにな

ります。 

 これは，このモデルといいますのは，全線量域においてこのモデル

が一旦有意になりますと，それは全線量域においてそのモデルは適

用されてしまいますので，そのＬという直線の上下に点線ですね，ちょ

っと見にくいですが，点線が書かれておりまして，これがＬの直線の９

５％信頼区域になるわけですが，これはずっと左へ追っていきますと，

ゼロのところに収束をしてしまいます。一方で，点とその上下の９５％
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信頼区間は，その低線量域では，非常にこの不確実性がまだ残るわ

けですね。高いわけです。多くはそのゼロを超えて，あるいは点推定

値そのものがゼロより下にあるものもあります。そういう形でこの低線

量域のリスク推定値には，大きな不確実性があるわけですけれども，

このモデル自体はそういうものを反映しません。ゼロのところで収束す

るというモデルなわけです。そこが非常に誤解を招く点なんですね。」

（丙Ｄ共５号証２７ページ。以下，「小笹発言２」という。） 

③「そこの統計学的な手法及びその結果の表現が，これはちょっと難しい

表現になりますが，「リスクが有意となる最低の線量域がゼロ～０．２

Ｇｙである」という表現をしますので，この表現をそのままゼロ～０．２

Ｇｙで有意なのだというように解釈，誤解される方もおられますが，こ

の今申しました文章の意味は，今説明しました方法を踏まえたといい

ますか，方法論に基づいたものですので，その意味しているところは，

０．２Ｇｙ以上でリスクが有意になるということでございます。」（丙Ｄ

共５号証２９ページ。以下，「小笹発言３」という。） 

イ 小笹発言１ないし３について 

小笹発言１ないし３は，低線量域のリスク推定値には不確実性があり

（丙Ｄ共５・２８ページ），ＬＳＳ１４報の記載から０．２０Ｇｙ未満

の低線量域のリスクについては有意差があるわけではないと指摘してい

るものと理解される。 

しかし，崎山氏は，この点を取り違えているわけではない。 

低線量域では，過剰相対リスクの信頼区間の下限がゼロを下回ること

も事実であるが，崎山氏は，統計的有意性がないことは認識しつつ，各

線量で全体的には点推定値も９５％信頼区間もゼロより上にあることが

見て取れることを指摘している（甲Ｄ共１６２・崎山意見書４・９ペー

ジ）。 
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Ｐ値，すなわち統計的有意差の有無だけで因果関係を判断することは

誤りであることは，既に原告ら準備書面（５１）５ページ以下において

詳述したとおりであり，崎山証人も，自ら作成したスライド（以下「ス

ライド」という。甲Ｄ共１７１）２６頁において説明している。 

たとえば，スライド２６頁にあるようにオッズ比に関する確率分布を

みてみると，区間推定値の下限がオッズ比１よりも下にあれば（グラフ

では左側），統計的有意差はないと言われる（検定）。 

しかし，オッズ比＝１と信頼区間下限との間に含まれるデータは全体

からみれば少なく，大部分のデータがオッズ比＝１よりも大きいことが

分かる。したがって，この状態を指して「リスクがない」といえないこ

とは明白である（崎山主尋問調書２１頁）。 

ウ Ｆｕｒｕｋａｗａ論文について 

連名意見書は，しきい値モデルを示唆するとして，Ｆｕｒｕｋａｗａ

論文を指摘する。しかし，同論文は，ＬＳＳ１３報のデータを用いたも

のである。 

先に述べたとおり，疫学研究は新たなデータの蓄積に伴って新たな知

見が得られる。わざわざ旧いデータを用いた研究に意味はなく，ために

する反論と言うほかない。 

エ 柴田証人に対する反対尋問の結果 

連名意見書では，ＬＳＳ１４報に対する崎山氏の評価が誤りであると述

べている（丙Ｄ共３６・８頁）。具体的には，連名意見書８頁の１２行目

以降において，「イ 崎山氏の指摘の当否」という表題で始まる部分が存

するところ，そこにおいて，崎山氏が，ＬＳＳ１４報の要約欄に「ゼロ線

量が最良の閾値推定値であった」との記載があることなどを根拠に「放射

線に安全量はない 閾値なし直線モデルが最も調査結果にあっている，と

いうことである」と指摘しているのは，明らかな誤りであると強く批判し
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ているのである。 

しかし，この批判は，的外れも甚だしい。 

この点，柴田氏は，法廷において，崎山氏が「明らかな誤りを犯してい

る」と述べた理由について，概ね以下の通りの証言を行った。 

まず，柴田氏は，「原爆被爆者の死亡率に関する研究第１４報」（甲Ｄ

共１３６の１）の１頁の要約の欄の３行目以降において，「ＬＳＳコホー

ト構成者でＤＳ０２での線量推定が行われている８６，６１１人のうち５

８％が１９５０～２００３年の期間に死亡した。追跡期間を６年間延長し

たことにより，放射線被曝後の長期間の死亡状況を関する実質的に多くの

情報が得られ（がん死亡の１７％の増加），特に被爆時年齢１０歳未満の

群で増加した（５８％増加）」と記載されていること（柴田反対尋問調書

１３頁～１４頁），更に，そこに続く部分において，「重要な点は，固形

がんに関する付加的な放射線リスク……は線形の線量反応関係を示し，生

涯を通して増加を続けている」と記載されていること（同調書１４頁），

下から４行目では，「定型的な線量閾値解析……では閾値は示されず，ゼ

ロ線量が最良の閾値であった」と記載されていることを（当然ながら）全

て認めた（同調書１４頁）。 

続いて，ＬＳＳ１４報の本文１１頁７行目に「全線量範囲について線形

モデルが最良のモデルとして選ばれた」と記載されていること，同じ頁の

下から２行目では，「線量閾値の最大尤度（ゆうど……「もっともらしさ」

という意味である）推定値は０．０Ｇｙで（すなわち閾値はない），デビ

アンスを最小化して求めた９５％ＣＩ（信頼区間）の推定上限は０．１５

Gｙであった」と記載されていることも認めている（同調書１４頁）。 

以上を前提に柴田証人が述べる「明らかな誤り」とは何であるか，であ

るが，それは本文中に書かれている「線量閾値の最尤推定値はゼロだった，

しかし，その９５％信頼区間を作ると，その上限が０．１５Gｙであった」
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という文言を，そっくりそのまま冒頭の要約に記載しなければならない，

「ゼロ線量が最良の閾値であった」という文言は正確ではない，というだ

けのことである。 

最尤とは，最も「もっともらしい」という意味である。それを「最良の」

と言い換えただけで，柴田証人は，「正確に記載しなければならない。そ

れは明らかな誤りである」と述べているわけである。 

しかし，そのようなまとめ方をしたのは，小笹氏であって，崎山氏では

ない（この点は柴田証人も認めている。柴田反対尋問調書１７頁）。 

しかも，小笹氏の要約の仕方自体も，誤りと評価されるべきものではな

く，ましてや，崎山氏が，ＬＳＳ１４報をまとめ，自らの意見書において，

評価したとして，それが科学的に誤っているというものではありえない。 

要は，殊更「明らかな誤り」などという過剰な表現を用いることで「印

象操作」をしているに過ぎないのである。 

また，柴田証人は，崎山意見書において，小笹氏らのＬＳＳ１４報を踏

まえ，「放射線に安全量はない」と評価・加筆した部分を批判しているが

（柴田反対尋問調書１８頁），結局同人の述べるところは，「０，０がベ

ストだということだけで，そういうふうに，何と言うか，安全量がないん

だということを言われたから，それはおかしいと。そもそも安全量なんて

ないわけですよ。最初から。」（柴田反対尋問調書１８頁）というもので

あって，「そもそも安全量はない」としながら，「安全量がない」とする

崎山氏を批判するものであって，およそ批判足り得ておらず，「安全量が

ない」と記載したから「明らかな誤り」をした等とは到底評価できないも

のである。 

⑶ Ｋｒｅｓｔｉｎｉｎａほか「テチャ川流域住民コホートの放射線被ば

くと固形ガン死リスク」（「Ｋｒｅｓｔｉｎｉｎａ論文」 甲Ｄ共１３７
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号証の１）について 

ア スラブ系住民とタタール系住民の分布状況は書かれていないこと 

連名意見書は，タタール系住民とスラブ系住民の死亡リスクの差に着

目した。その上で，スラブ系住民が上流に，タタール系住民が下流に住

んでいるならば，放射線の影響がなくても，線量の高いところでガン死

リスクが高いという結果が出る可能性があると指摘する。 

しかし，テチャ川論文には，スラブ系住民とタタール系住民のテチャ

川の流域における分布状況は何も書かれていない。 

すなわち，連名意見書の批判は，論拠のない指摘であり，憶測に基づ

く推論というほかない。 

イ 交絡因子についても考慮していること 

また，連名意見書は，民族の居住実態，生活習慣，遺伝的要因などの

様々な交絡因子を考慮した上でリスク調整をすべきと指摘する。 

しかし，この調査でも「年齢，性別，エスニシティ，出生コホートの

影響を考慮した」と記載されており，「性別，エスニシティ，出生コホ

ートに依存することを示すものはない」と結論づけられている。つまり，

この研究でも，性や民族等についても交絡因子と位置付けたうえで検討

していることは明らかである。 

なお，この点についての法廷での柴田証人の供述は，「こういう変数

だけについては考えている。……考慮していない変数はあると。」とい

うものに過ぎない。交絡因子を一切考慮しない，本質的欠陥を有するも

のではないことは明白である。 

結局，柴田証人の供述や連名意見書の指摘は，「粗捜し」の域を出な

いものである。少なくとも，考慮していない変数が他に存在するからと

言って，当該調査・論文の価値が著しく低下するというものではない。

こうしたできる範囲のリスク調整をして論文審査に通っているのである
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から，学術的な価値が認められることは明らかである。 

ウ Ｄａｖｉｓ論文について 

連名意見書は，Ｋｒｅｓｔｉｎｉｎａ論文の後に公表されたＤａｖｉ

ｓらの論文を引用して５０ｍＧｙ以下の低線量域ではリスクがないとも

指摘する。 

この点，Ｄａｖｉｓ論文（甲Ｄ共１８１の１）は，Ｋｒｅｓｔｉｎｉ

ｎａ論文に比して，コホートの大きさが２／３足らずである。しかも，

Ｄａｖｉｓ論文のコホートの中にはテチャ川流域住民とチェリャビンス

ク市住民の両者が含まれ，２１パーセントが調査地域の外に住んでいる。

さらに，テチャ川論文が報告しているのは，白血病なども含むがんであ

り，しかも死亡率だから，そもそも比較の対象となり得ないものであり，

この点については，法廷で柴田証人も認めているところである。 

連名意見書は，Ｄａｖｉｓ論文中の図１を引用し，「線量効果カーブ

は，実測値ベースの曲線が青色波線で示されており，５０ｍＧｙ以下の

低線量域では，むしろリスクがないことを示している」と指摘する。 

しかし，Ｄａｖｉｓ論文には，このような記載はない。 

連名意見書における当該記載の根拠は，Ｄａｖｉｓ論文における図１の

青の太い破線，すなわち，ノンパラメトリック平滑である。 

ここでノンパラメトリックとは，母集団分布に関して，正規分布などの

ある特定の分布を仮定しないで統計的検定を行う方法である。そして，図

１では，この外側に青の細い破線が上下に描かれており，近似値（点別）

±標準誤差限界を示している。 

標準誤差とは，そのデータの平均値のありそうな幅であるところ，ノン

パラメトリック平滑の標準誤差限界の上限は，０．１Ｇｙ未満であっても

ＥＲＲがゼロより上にあることが図１からみてとれる。 

つまり，ノンパラメトリック平滑とその標準誤差から分かるのは，せい
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ぜい０．１Ｇｙより低線量になるとＥＲＲがゼロ未満かもしれないという

程度のことでしかない。標準誤差の上方は常にゼロより上であるから，む

しろリスクはあるかもしれないことが図１から読み取れる。間違っても，

「５０ｍＧｙ以下の低線量域では，むしろリスクがない」と断言すること

は，図１からはできないのに，連名意見書は，「リスクがないことを示し

ている」と表現しているのである。明らかな誤りであり，当該部分の筆者

が，図１の意味を全く理解していなかったことを直接に示している。 

実際には，Ｄａｖｉｓ論文は，「結果」欄の「固形がんに対する放射線

の過剰相対リスク」という段落において次のように述べている。 

「喫煙調整線形線量応答モデルに，新たな線量推定値と追跡調査情報

を用いると，グループとしての全固形がんに統計学的に有意な線形

線量応答が認められた（Ｐ＝０．００２）。１００ ｍＧｙ当たり

のＥＲＲの推定変化は０．０７７であり，９５％ＣＩは０．０１３

～０．１５だった。」 

 すなわち，Ｄａｖｉｓ論文は直線モデルが統計的に有意であると指摘し

ている。  

⑷ Ｃａｒｄｉｓほか「原子力産業の放射線従事者のがんリスクに関する

１５カ国研究」（「Ｃａｒｄｉｓ論文」 甲Ｄ共１３８号証の１）につい

て 

連名意見書は，「この論文の著者がカナダのデータを除くと有意な過剰

死亡リスクは認められなかったと述べていたことやその後の経緯，ＣＮＳ

Ｃの上記報告書が公表されたことについては触れていない」と記載してい

る。 

あたかも崎山氏が不誠実な論文の引用をしたかのような表現であるが，

誤りである。連名意見書の上記指摘のうち後半部分は，Ｃａｒｄｉｓらが

２００５年に公表した論文に関するものであるが，崎山意見書４で指摘さ
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れたＣａｒｄｉｓ論文は，２００７年に公表されたものであり，２００５

年公表論文以降に蓄積されたデータによって，新しい知見を明らかにする

ものであり，Ｃａｒｄｉｓ論文自体には連名意見書が上に指摘したような

事実は記載されていない。 

 Ｃａｒｄｉｓ論文は，「考察」欄の「白血病を除く全てのがん」の５段

落目において次のように結論づけている。 

「カナダのＥＲＲは，異常に高く，信頼性境界の下限は，総合推定値

を含んでいないが，これまでの線量測定の実施報や記録を精査して

も，このことを説明するものは得られていない。カナダを除外して

解析しても，ある特定の１カ国だけを除外して解析しても，全て，

原爆解析からのリスク推定やＢＥＩＲ ＶＩＩ推定より一貫して高い

リスク推定が生じたが，それらは全て統計的には合致していた；そ

のため，本研究は，低線量の長期間被曝によるがんのリスクについ

ての重要なエビデンスをもたらすものである。」 

 また同論文は，「考察」欄の「放射線防護に対する意義」の１段落目

において次のように述べている。 

「放射線産業従事者が受ける長期間の低線量照射から生じるリスクに

関するエビデンスを示した本論文の結果は，ＢＥＩＲ ＶＩＩの結論

と合致している。」 

すなわち，Ｃａｒｄｉｓ論文は，ＢＥＩＲ ＶＩＩ等のほかの研究成

果（ＢＥＩＲ ＶＩＩは「電離放射線へのばく露とヒトでのがんの発症

との間に，線形の閾値を持たない線量－応答関係があるという仮説に合

致している」としている）との整合性に基づいて，低線量被ばくの健康

影響についてのエビデンスたりうることを主張しており，その点に意義

がある。 

単に統計的有意差だけで判断するのは，Ｃａｒｄｉｓ論文の指摘を曲
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解するものであり，連名意見書によるＣａｒｄｉｓ論文への指摘は不正

確かつ不誠実なものであるというほかない。 

⑸  仏英米３ヶ国の労働者の後ろ向きコホート研究（ INWORKS）

(Richardson DB et al.「Ｒｉｃｈａｒｄｓｏｎ論文」甲Ｄ共１３９号証

の１)について 

連名意見書は，放影協の見解について，同協会がＲｉｃｈａｒｄｓｏｎ

論文について「ＩＮＷＯＲＫＳ調査の対象者に核実験や核兵器製造の業務

に関わる者が含まれているために問題となる中性子被ばくの状況が適切に

考慮されていない可能性があることへの懸念が示されている」と述べる。 

しかし，放影協は，この点について「中性子被ばく状況の調整の有無に

よっては，がん死亡リスクの有意性が変わるという結果が得られている状

況下で，積極的にがん死亡リスクを述べた論文であるので，その主張に影

響を与える中性子被ばく状況に関しては更に注意深い検討が必要ではない

だろうか。」と指摘するにとどまる。 

実際には，Ｒｉｃｈａｒｄｓｏｎ論文の「結果」欄の最終段落には，中

性子線量に関する報告のなかった労働者に限定して分析結果を検討したと

ころ，その結果は，１Ｇｙあたり０．５５（９０%信頼区間０．１７－０．

９５）だったとの記載があり，同論文の「結果」欄第２段落には，「全て

のがんについては，１ Ｇｙあたりの過剰相対リスクは０．５１  (９０%信

頼区間 ０．２３－０．８２)であった」との結果が記されている。 

すなわち，中性子被ばくをした労働者を除いて検討すると対象となるデ

ータが少なくなることから信頼区間は広がるのであるが，ＥＲＲの点推定

値は全労働者を対象とした場合より高くなり，有意差をもってＥＲＲが観

察されている。 

この点でも連名意見書の当該部分の指摘は，不正確かつ不誠実である。 

⑹ 核施設労働者の白血病，リンフォーマによる死亡と放射線被ばく-国際
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コホート研究-（INWORKS）(Leuraud K. et al.)「Ｌｅｕｒａｕｄ論文」

について論文」甲Ｄ共１４０号証の１)について 

連名意見書は，９０パーセント信頼区間が１を含んでいることから有意差

がないと指摘する。しかし，統計学的有意差だけで因果関係を判断するのは

誤りである。 

 同論文は，「線量を３００ｍＧｙ未満に限定しても，また１００ｍＧｙに

限定しても，ＣＬＬを除いた白血病のＥＲＲ（過剰相対リスク）は少なくな

らなかった（図）；しかし，線量範囲を限定したデータをもとに解析すると

９０％ＣＩ（信頼区間）がはるかに広くなった」ことを報告している（ＣＬ

Ｌとは，慢性リンパ球性白血病。遺伝的要因によって発症すると言われてお

り，放射線との因果関係は認められていない。）。 

 確かに１００ｍＧｙ未満の累積線量の場合，相対リスクの９０％信頼区間

の下限が１．０を下回る（有意差が認められないことを意味する）。しかし，

３００ｍＧｙ未満に範囲を広げると相対リスクの９０％信頼区間の下限が１．

０を上回り（有意差がある），全範囲で見ても，相対リスクが１．０を超え

ることが，有意差をもって観察されている。また９０％信頼区間の上限と下

限を比べれば，相対的に上限値の方が高いことがみてとれる。 

 これは，有意差がないとはいうものの，真の値がどちらかといえば，１．

０を超えている可能性が高いということを示しているのである。 

 連名意見書が「有意差がない」と言って切り捨てるのは，統計学的検定の

考え方に基づいているからであり，これは，０－１ないし○×の評価に過ぎ

ない。 

次に連名意見書は，累積線量だけで解析していることを批判するが，累積

線量でリスクを予測するのは当然であり，放射線影響協会が日本国内で行っ

ている原発労働者の追跡調査も累積線量で調べられている。 

 また，低線量率の定義は，ＵＮＳＣＥＡＲ２０００年報告では０．１ｍＧ
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ｙ／分以下，すなわち１４４ｍＧｙ／日以下である。 

 したがって，年平均１２ｍＧｙで１０年間従事した作業員も１年間だけ５

０ｍＧｙ被ばくし，その他の３５年間は年間２ｍＧｙの被ばくであった作業

員も低線量率被ばくであることに変わりはない。 

また，動物実験でから線量率を下げるとリスクが小さくなるとの指摘があ

るが，ここで問題になっているのは人間におけるリスクであって，かかる指

摘が持つ意味合いは限られている。 

⑺ イギリス高線量地域における小児白血病（Kendall GM et al.「Ｋｅｎ

ｄａｌｌ論文」。甲Ｄ共１４１号証の１）について 

 連名意見書は，線量測定の不確実さがあることと社会経済状態について

貧困指数の五分位数を用いていることを批判する。 

これらは，Ｋｅｎｄａｌｌ論文に情報バイアスがあることを指摘するも

のである。しかし，そのバイアスは，非差異誤分類であって，過小評価を

する結果となることが数学的に証明されている。つまり，非差異誤分類に

もかかわらず，リスクがあると評価されれば，その評価結果は，過大評価

ではなく，過小評価となるのであるから，リスクがあるとの結論を左右す

るものではない。非差異誤分類については原告ら準備書面（５１）でも主

張したが，詳細は，甲Ｄ共１７４・９３ページを参照されたい。 

 また，交絡因子の調整について十分でないとの指摘がなされているが，

具体的に何が問題になっているのかも不明であり，およそ批判と言えない 

⑻ バックグラウンド電離放射線と小児がんのリスク：スイス国勢調査ベ

ースの全国コホート調査（Spycher et al.）「Ｓｐｙｃｈｅｒ論文」。甲Ｄ

共１４２号証の１）について 

 連名意見書は，「これらの交絡変数を含めても結果に大きな変化はなか

ったと述べているが，これらの交絡変数だけでは説明できなかった，とは

述べていない。」と指摘する。 
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しかし，Ｓｐｙｃｈｅｒ論文は，交絡因子について十分な検討をしたこ

とを記載している。 

交絡因子について十分に検討したことは，Ｓｐｙｃｈｅｒ論文に批判的

なレターを寄せたＳｃｏｔｔに対するＳｐｙｃｈｅｒのコメントにおいて

も，次のとおり，明確に指摘されている（甲Ｄ共１８６の１）。 

「暴露測定における偶然誤差（またはスコットの用語では「統計的」

誤差）は，非差異誤分類につながり，結果的に，過大評価ではなく，

過小評価を過小評価する結果となります（Keogh and White 2014）。

関連性の過小評価または過大評価につながる可能性のあるばく露の

差異誤分類は，研究の設計および曝露の推定に使用される地理的モ

デルを前提にすると起こりそうもありません。交絡因子は完全には

測定されていないかもしれないが，実際に交絡因子であれば，不完

全な測定でさえ用量応答の推定に影響を及ぼすはずです。交通関連

の大気汚染，ラジオやテレビの送信機や高電圧の電力線からの電磁

場，統計モデルにおける都市化の度合いや地域の社会経済的地位を

含めても，我々の推定は事実上変わりませんでした。」 

⑼ R. Doll et al.  Risk of childhood cancer from fetal irradiation. 

(胎児期の被ばくによる小児がんのリスク。「Ｄｏｌｌ論文」甲Ｄ共１４

３号証の１)について 

連名意見書は，ＬＮＴモデルの科学的根拠を与えている訳でもないと否

定的な評価を下している。 

しかし，Ｄｏｌｌ論文は実証された論文を集めてレビューしたものであ

り，エビデンスの価値としては非常に高いカテゴリーの論文である。 

⑽ Pearce et al. Radiation exposure from CT scan in childhood and 

subsequent risk of leukemia and brain tumors: a retrospective 

cohort study. (小児 CT 検査による白血病と脳腫瘍のリスク：後ろ向き調



- 95 - 

査「Ｐｅａｒｃｅ論文」甲Ｄ共１４４号証の１)について 

連名意見書は，ガンが疑われたためにＣＴ検査が施行され，その結果と

してＣＴ検査を受けた患者でガンが多かったのであり，ＣＴ検査がガンを

誘発したのではない可能性（逆の因果関係）を指摘する。 

しかし，論文著者のＰｅａｒｃｅらも当然その可能性は考えており，そ

れを避けるために初めてのＣＴ検査から白血病の場合は２年，脳腫瘍の場

合は５年以内に発症した患者は調査集団から除いている。 

なお，崎山証人意見書４にある「１ｍＧｙ被ばくすると白血病罹患率が

１．０３６倍」という記述は，字義通りであり，誤解の生じる余地はなく，

この点の連名意見書の指摘は意味不明と言うほかない。 

⑾ オーストラリアにおける 680,000人の CT検査と小児，青年の発がんリ

スク(Mathews JD et al.「Ｍａｔｈｅｗｓ論文」甲Ｄ共１４５号証の１)

について 

連名意見書が指摘する「逆の因果関係」については，Ｐｅａｒｃｅ論文

と同様に，最初のＣＴ検査から１年後までに発症した症例はコホートから

除かれており，さらにその期間を５年あるいは１０年に延長しても有意に

リスクが上昇することが報告されている。つまり，もともとあったがんを

見つけているのではないことは明らかである。 

連名意見書は，照射部位と発がん部位との相違についても指摘する。し

かし，Ｍａｔｈｅｗｓ論文は，照射部位と発がん部位との関連性について

は，「ＣＴスキャンの実施部位別のがんのリスク」欄において，「全ての

がんを一つにまとめたものについては，無被曝群と比較した被曝群のＩＲ

Ｒが，検討したＣＴスキャンの実施解剖部位全てについて有意に増加して

いた」ことを報告しており，どの部位に照射してもがんリスクの増加が見

られたことを指摘している。 

 Ｍａｔｈｅｗｓ論文はＣＴ検査を受けた約６８万人を平均９．５年も追
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跡したものであり，そのデータサイズの大きさから，従前，観察できない

と言われていた低線量被ばくの健康影響を直接，確認したという意味で大

きな意義がある。 

⑿ 高線量放射線地域住民の疫学調査(「ケララ論文」甲Ｄ共１７２号証の

１)について 

連名意見書では，高自然放射線地域住民の疫学調査である「ケララ論文」

において低線量の被ばくでは影響がないかのような結論が出ている，とい

う点が過大に評価されている（連名意見書では，「近時ますます注目が集

まっている」と表現され，最大限の評価がなされている）。 

しかし，その過度な評価，「持ち上げ」自体に問題があることが，柴田

証人に対する尋問によって明らかになったと言える。 

以下，具体的に述べる。 

    まず，第１に問題なのは，調査対象人数についての（価値を高めるための）

ごまかしである。 

この点，連名意見書では，ケララ調査について，「当該論文が研究対象とす

るこの調査は」で始まる文章の④で，集団の規模が１０万人を超えていて，観

察人年も１５０万人を超えている，と記載している（丙Ｄ共第３６・１８頁１

４行目以降）。 

しかし，実際の論文を見ると，それをうかがわせる数値は全くなく，むしろ

アブストラクトには「６９，９５８名を平均１０．５年追跡して，７３６，５

８６人年の観察結果が認められた」と記載されているのである（甲Ｄ共第１７

２の１・１頁１３行目以降）。 

それゆえ，この点について，柴田証人について尋ねたところ，同人の証言は

以下のとおりであった。 

 

  連名意見書の数字と食い違いますね。 
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     当然です。 

食い違う理由について御説明ください。 

今見せていただいているのは，あの分析のデータなんです。それで，もっと

大きい数字を書いているのは，もともとのコホートの話なんです。 

もう少し説明していただけませんか。そのもともとのコホートの数字というのはど

の数字で，どこに書かれているのかということを御説明いただけないですか。 

      それは・・・。 

では，こう伺いましょう。97ページのアブストラクトという標題から数えて 9行目

に，「放射線レベルの測定結果をもとに，住民 173,067名からなす放射線サブ

コホートを選んだ。」と書かれています。先生が先ほど御証言されたものは，こ

れと伺っていいですか。 

違います。 

これでもないんですか。 

あそこの部分は，この調査にずっと関わっていた先生がまとめられたもの

があるんです。そこから引用しているんです。 

そうすると，我々が今手元にある，あるいは，この甲Ｄ共第 172号証の１の中か

ら，その数字は拾えないということなんですか。 

ああ，拾えないです。 

連名意見書でも，その根拠資料とかは，お付けは頂いていないですね。 

今は，付けていないですね。 

 

以上の柴田証人の証言から明らかなことは，被告国の提出した意見書は，

何ら根拠資料も添付せず，別のところから数値を引用したと言い放ち（言う

だけで，本当に引用した元データ・数値があるのかさえ分からず，かつ，述

べている数字が本当に正確なのか否か等の検証をさせる余地を与えず），一

方的な意見を述べている，ということである。そして，その点を指摘されて
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も，柴田証人は，食い違うのは当然だと開き直り，かつ「今は，付けていな

いですね」と強弁するのである（ちなみに，その後も，この「この調査にず

っと関わっていた先生がまとめられたもの」なるデータは一切開示されてい

ない）。 

次に問題なのは，「調査対象」を選択・限定したことについての評価であ

る。 

この点については，崎山氏が，この研究が３０歳未満及び８５歳以上の集

団を除外しているので対象者の選択バイアスがかかっていると批判していた

ところである。すなわち，ケララ論文のコホートからは３０歳未満の低年齢

の住民は除かれている。これらの３０歳以下の低年齢者は放射線に関する感

受性が高いのであるから，がんになりやすい。その結果，ケララ論文には選

択バイアスが生じてしまっている。選択バイアスは，修正が不能な誤りであ

り，選択バイアスが存在する状態でいくら集団（コホート）を大きくして

も，結論に含まれる誤りを修正できない（崎山主尋問調書３７頁）。 

またケララ論文には８５歳以上の老人も排除されている。高齢になるほど

がん死率は高くなるのであるから，こういう人たちをコホートから除くこと

もバイアスを生じさせるものである（崎山主尋問調書３８頁）。 

これに対し，連名意見書は，「バイアスの最小化は疫学研究において重要

であるが，対象者の年齢を限定して分析しても直ちに選択バイアスが生じる

訳ではない。」と反論している（同意見書１８頁）。 

しかしながら，そもそも本件は，当該地域に居住している人たちに対しど

のような影響を及ぼすのかを調査し解析しようとしたものである。そうする

と，標的集団は，全住民にすることが望ましいことは言うまでもない（この

点，柴田証人は，目的がそうであっても，標的集団が全住民ということには

「必ずしも」ならないとごまかしているが，更に追及され，全年齢層で行う

方が望ましいこと自体は認めるに至っている。同人反対尋問調書２６及び２
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７頁）。更に，すでに指摘しているように，連名意見書では，「集団の規模

が１０万人を超えている」と，当該調査を高く評価しようとする場合には，

３０歳から８４歳までに限定せず，それ以外の範囲の人たちも含まれるかの

ように論じているのである（実際には標的集団は３０歳から８４歳までに限

定しているのであって，ここにもごまかしが存在する）。 

この点に関する柴田証人の証言は以下のとおりである。 

 

    先程来お伺いしている 10万人を超えるという数字については，この 30歳から

84歳までではなくて，それ以上の年齢層の人数を挙げておられますよね。 

そうです。 

それは，全住民が標的集団だということを前提とする，意味するわけではない

んですか。 

いやいや，最終的な標的集団にはなりますよ。だけど，この分析の段階

で，まずはここに限定して分析するということで，そこに決めているわけだ

から，そこのところで，何もバイアスはないと。 

ただ，選択バイアスに該当しないとしても，少なくとも，若年層や高齢層を除く 

ことで，除かれた年齢層の実態は分からなくなるわけですね。 

だから，彼らは今も調査しているわけです。 

でも，今の段階では分からないと。 

今の段階では分からない。今言えることは，30歳から 84歳の年代では

こうなんだということです。 

（同人調書２６頁及び２７頁） 

以上の柴田氏の証言で明らかなことは，「バイアスではない」という反論の

形で崎山氏の批判が恰も科学的にも誤っているかのようにごまかしている，と

いうことである。 
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年齢層が限定されていることによって，当該調査が不十分なことは，柴田証

人自身も認めざるを得なかったところである（この点，ＬＳＳ１４報では，当

該死亡調査の強みとして「すべての年齢群から層化抽出された」点を挙げてい

る（甲Ｄ共１３６の１・１８頁））。 

しかも，当該研究ではデータが示されておらず，かつ，コホート研究の対象

集団としては小さく，調査期間も短いことも柴田氏は認めており，国際的な評

価も定まっていないことさえ認めているのである（柴田反対尋問調書２８

頁）。 

以上から明らかなとおり，柴田証人及び連名意見書にみられる姿勢は，同じ

く不十分な部分があっても，低線量被ばくの危険性を裏付ける方向に働く論

文，報告については，それが根本的な欠陥を有していなくても「重箱の隅をつ

つく」形で論難し，他方，低線量被ばくがさほど危険ではないという趣旨の論

文については，同じような不足部分があり国際的には評価が定まっていなくて

も「近時ますます注目されている」という形で恣意的に高い評価をする，とい

うものである。 

しかし，疫学研究の関連から冷静に評価するなら，これらはいずれも，これ

からも不足部分を補う必要（継続して調査を行う必要）はあるものの，根本的

な欠陥を有するものではない，ということである。観察に基づくサイエンス

は，コントロールされていない条件下での日々の生活が生み出したデータに基

づいているのであって，科学的に完全なものはなく，その調査研究の不備を指

摘することはたやすいと言える。 

しかしながら，「この点が足りない，この条件が不十分だ」等と不足部分を

指摘できるということと，それらの調査研究が虚偽であり，およそ信用できず

意味をなさない，ということとは，全く別のレベルのことである。 
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そうであれば，重要なのは低線量被ばくの危険性を述べる論文が集積されて

いるという事実であって，その点を連名意見書が黙殺していることこそ重要で

ある。 

３ 連名意見書におけるその余の問題点 

⑴ はじめに 

上記２においては，連名意見書が述べる，崎山意見書２引用の個別論文

に対する批判（ケララ論文については評価）が科学的には大きな意味を有

さないことを述べたが，本項においては，その余の問題点，連名意見書の

作成過程の問題や，そもそもの姿勢等について簡単に触れることとする。 

⑵ 連名意見書の作成過程について 

連名意見書は，複数の科学者が集まり真摯に議論した結果をまとめたも

のとは評価できない。 

この点に関連する柴田証人の証言は以下の通りである。 

 

 この部分を，先生がお書きになられたんですかね。 

    上の方は，最初にもらって，これを全部私が書いたわけではないですね。 

  じゃあ，先生とどなたの合作ですか。 

    いやいや。これは誰が書いたか知りません。 

  （途中省略） 

    深く書いたというのがちょっとよく分からないんですが，先生がまずお書きになら

れて，でも，先生の文章そのままで完成品ができたわけではないということで

すよね。 

     はい。 

    そうしますと，書き加えたのがどなたかということを，先生はお分かりにならない

ということですか。 

     これは，事務局の方からもらったもので。 
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（柴田反対尋問調書１９頁～２０頁の抜粋） 

  

⑶ 連名意見書を「チェックした」とする柴田義貞氏が疫学の専門家と言

えるのかについて疑問があること 

連名意見書は，崎山論文を批判する場合，主として「疫学的知見」の視点

から批判を行うという体裁をとっているが，その部分をチェックしたのが柴

田義貞氏であった由である。 

ところが，法廷での尋問の結果，同人が本当に疫学の専門家であるかにつ

いては疑義が存するように思われた。 

ア 疫学の基本概念における「独自の立場」 

まず，柴田義貞氏は，いわゆる基本書・成書類は著しておらず，しかも

疫学における「バイアス」の定義などが，他の文献での考え方と異なるこ

とが明らかになっている（柴田反対尋問調書７～８頁） 

イ 疫学研究結果におけるβエラーの捉え方 

（ア）疫学的研究の結果におけるβエラーについて 

   柴田義貞氏は，主尋問において，ｐ値に頼りすぎた信頼性検討には警

鐘が鳴らされているとして，アメリカ統計学会の声明を引用し，ある

疫学的研究の結果，ｐ値が０．０５を下回る場合や有意差があるとさ

れた場合であっても誤り（偽陽性）である可能性があるから，直ち

に，科学的結論や政策決定に結びつけるべきではない旨を証言した。 

   しかし，これは，専門家証人らしからぬ極めて恣意的な主張である。 

   すなわち，アメリカ統計学会の声明等で問題とされているのは，柴田

氏が証言したような「偽陽性」への警鐘（αエラー）だけではなく，

それと同等かそれ以上にβエラーと呼ばれる，研究結果が「偽陰

性」，すなわち本当は影響があるのに影響がないように誤解してしま

う誤りである。ある疫学研究の結果，ｐ値が０．０５を上回ったり，
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統計的有意差がないとされることによって，原因物質への曝露と疾病

には因果関係がないかのように判断することの誤りも問題とされてい

るのである。 

   柴田氏は，反対尋問において，この点を指摘され，サンプルサイズや

交絡因子の影響によって，疫学的調査による検出力には実際上の限界

が存することがあるため，疫学研究の結果，有意差がないとされて

も，一定の傾向が示されているような場合には，実際には影響がある

という可能性を見落としてはならないことを認めた（柴田反対尋問調

書３８～４０頁）が，極めて不誠実な証言態度であると言える。 

（イ）１００ミリシーベルト以下の低線量被ばくによる健康影響リスクに

ついて 

   この点，連名意見書（丙Ｄ共３６・６頁）には，低線量被ばくの健康

影響について，「国際的なコンセンサスは，１００ミリシーベルト以

下の低線量域においては疫学データの不確かさが大きく，放射線によ

るリスクがあるとしても，放射線以外のリスクの影響に紛れてしまう

ほど小さいため，統計的に有意な発がん又は死亡リスクの増加を認め

ることができない，というものである」として，１００ミリシーベル

ト以下の被曝リスクは無視できるものであるかのような記載がある。 

   しかし，ここでも，統計的に有意な増加が認められないということ

は，健康影響がないことを結論づけるものではなく，疫学調査による

検出力の限界（βエラー）を踏まえて理解する必要がある。統計的に

有意でないことは，リスクがないことを意味しない。 

   柴田氏も，この点を認め，上記の記載は，ＬＮＴが科学的にも疫学的

も証明されているということはないですよという趣旨であり，１００

ミリシーベルト以下の低線量被曝に「リスクがないとは言えないです

よ。リスクがないなんていうのは言ったことないですよ。」と述べ
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た。さらに被告国指定代理人も，これらのやりとりを踏まえて，「１

００ミリシーベルト以下でリスクがないなんていう主張は，国は一切

していないと。有意なリスクの上昇が検出できないと言っているだけ

なんです。」と述べている（柴田反対尋問調書４１頁）。 

      これらの証言を通じ，被告国との間では，ＬＮＴが科学的にも疫学的

も証明されたと言えるか否かについて争いがあるだけであり，１００

ミリシーベルト以下の低線量被曝に健康影響のリスクがあること自体

には争いがないことが確認された。 

以上のとおり，全体的にみて，柴田氏が尋問で述べた疫学総論部分に

ついては，独自の立場に基づき論じるところがあり，恣意的なまとめ方

がされているのではないかと評価できるところである（柴田反対尋問調

書７～１２頁）。 

⑷ 連名意見書が非差異誤分類について検討していないこと 

連名意見書には，日本における著名な研究者が１７名も名を連ねている

が，その内容は，「見解の相違」では済ませられない程度の誤り，偏向を

含んでいる。 

すなわち，連名意見書は，疫学論文について情報の誤りを指摘するが，

他方，それによってリスク評価が過小評価されることは指摘しない。その

ことから２つの可能性が言える。 

一つの可能性は，連名意見書の当該箇所の執筆者は，非差異誤分類の意

味を理解していないというものである。 

この場合，同意見書の信用性は著しく欠けるものとなる。なぜなら，非

差異誤分類については，疫学の初歩的テキストにすら，明確に説明がなさ

れているからであり，連名意見書は疫学論文の是非を判断する能力を欠く

者によって執筆されたことになるからである。 

もう一つの可能性は，連名意見書の当該箇所の執筆者が，非差異誤分類
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がリスクの過小評価となることを知っているにも拘らず，情報の誤りだけ

を指摘し，そのリスク評価に対する影響をあえて記載しなかったというも

のである。 

この場合，同意見書の誠実性，客観性に極めて重大な疑義を生じさせる。

なぜなら，情報の誤りが持つ意味を知らない一般人には，あたかも疫学論

文によって指摘されるリスク評価そのものが誤っている，すなわち過大評

価されているとの結論を連名意見書が提示しているように受け止められる

からである。 

いずれの可能性によっても，連名意見書に基づいて疫学論文を判断する

ことは，誤った結果に結びつく危険性がある。 

⑸ 安全性の視点－安全目標について 

 連名意見書には１００ミリシーベルト被ばくの発がんリスクは運動不足，

野菜不足のリスクよりも低く，受動喫煙と同じレベルと記載されているが，

そもそも，その根拠となる論文も，そのリスクの程度も示されていない上，

高い低いの基準について説明を怠っている。 

 安全かどうかは印象によって決められる問題ではなく，少なくとも原発

事故に起因して放射線防護について述べる場合，２００３［平成１５］年

に策定された安全目標に基づいて検討されるべきである。 

原子力安全委員会の設置した安全目標専門部会は，２００３［平成１５］

年１２月，「安全目標に関する調査審議状況の中間とりまとめ」を策定して

いる（甲Ｄ共１７０）。 

 これによると，定量目標は，「原子力施設の事故に起因する放射線被ばく

によって生じ得るがんによる，施設からある範囲の距離にある公衆の個人の

平均死亡リスクは，年あたり百万分の１程度を超えないように抑制されるべ

きである。」とされていた（甲Ｄ共１７０・７ページ）。 

そこで連名意見書が他のリスクに隠れるほど小さいとされる１００ミリシ
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ーベルト被ばくした場合の増加リスクが安全目標において定められた定量目

標に反しないかを検討する。 

ＬＳＳ１４報は，ＥＲＲを０．４２／Ｇｙ，すなわちがん死リスクが１グ

レイ当たり０．４２（４２パーセント）増加すると指摘しているので，０．

１グレイ（≒１００ミリシーベルト）の被ばくによるがん死リスクの増加は，

０．４２パーセントとなる。 

 悪性新生物（がん）による年あたりの個人死亡率は，２．４×１０－３で

あるから（甲Ｄ共１７０・９頁），これに上記によって計算されたがん死リ

スクの増加率を掛ければ，１００ミリシーベルトの被ばくによるがん死増加

リスクが推定される。 

２．４×１０－３×４．２×１０－２≒１０－４ 

これに対して，前述の通り，安全目標は定量目標として事故からの被ばく

によるがん死のリスクが抑制される水準として，年当たり百万分の一，つま

り１０－６という数値を設定している。 

両者を比較すれば，１００ミリシーベルト被ばくした場合，安全目標の１

００倍ものがん死リスク増加があることとなる。 

定量目標について安全目標は，次のように説明している。 

「このように安全目標を健康被害の発生確率の抑制水準として定めるのは，

実際にそうした健康被害が生じることを容認するものではなく，安全目標を

このように定めることによって様々な原子力利用活動に係るリスク管理者そ

れぞれの分野で健康被害の可能性を抑制するために行うべき活動の深さや広

さを共通の指標で示すことができるからである。」（甲Ｄ共１７０・５頁。

下線は原告代理人） 

したがって，安全目標に照らしても，原告らが避難しない場合に予想され

る累積被ばく量は，許されないものである。 

⑹ 適応応答，ゲノム不安定性，バイスタンダー効果は，培養細胞のみな
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らずマウス，人間などでも観察されていること 

 連名意見書は，適応応答，ゲノム不安定性，バイスタンダー効果等の放

射線生物学上の知見が「自然界ではありえない条件で維持されている培養

細胞において観察された現象」と指摘するが（連名意見書３ページ），こ

れは誤りである。 

 適応応答とは，細胞（個体）があらかじめ低線量の放射線被曝を受ける

とその後の高線量での被ばくの影響が軽減される現象であり，マウスを使

った実験も行われている。 

 ゲノム不安定性は細胞が放射線に曝露されると数十世代の分裂を経ても

細胞の突然変異頻度が上昇している現象で，発がん機構として注目されて

いるが，照射した精子の受精で生まれたマウス（個体）の毛色遺伝子突然

変異でも確認された。 

 バイスタンダー効果とは放射線を浴びていない細胞の遺伝子に浴びた細

胞から生じる物質によって傷がつく現象をいうが，これは５０年以上も前

から知られており初めて見つかったのは人間においてである（以上につい

て甲Ｄ共１６２・崎山意見書４）。 

⑺ 疫学を裏付ける理論的，実験的知見について 

 連名意見書は，「疫学調査により１０ミリシーベルト以下の影響を観察

することが非常に困難であると考えられている。動物の照射実験でもこれ

だけの数を照射してその結果を観察することは実際上困難である」と指摘

するが，この指摘が誤りであることは，本準備書面の第３で述べたとおり

である。 

 放射線による発がんはＤＮＡの複雑損傷が誤って修復されることによっ

て起きると考えられている。培養細胞を使うことによってその損傷がエッ

クス線，１．３ｍＧｙ（１．３ミリシーベルトと同等と考えて良い）で誘

発され，損傷は線量に正比例して増加するという実験はすでに２００３年
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に発表されている（崎山意見書４・参考文献９）。この実験結果は，その

後，多くの人が追試しても否定されていない。 

⑻ 最後に 

―連名意見書作成者の「市民蔑視・愚民視」の姿勢，連名意見書の立場― 

以上述べてきたとおり，低線量被ばくの危険性，ＬＮＴ理論の正当性を裏

付ける疫学調査が次々と公表されている事実を指摘して同論文を引用する崎

山氏に対し，連名意見書は，崎山氏の主張が「明らかに誤っている」と述

べ，引用された各疫学調査や論文が恰も無価値のものであるかのように批判

している。 

しかしながら，連名意見書の当該部分を主として担当したとされる柴田氏

（と言っても，そのすべての文章を柴田氏が起案したわけではなく，残りの

文章を他の誰が起案したのかは，柴田氏自身にもわからないということであ

る）は，法廷での尋問に対し，前項までに指摘したような内容を証言したの

であって，崎山氏の意見書の内容を客観的に評価しようとする姿勢に欠けて

いると言わざるを得ない。 

そもそも，柴田氏は，今回の事故における線量推定に幅があること，内部

被ばくには分かっていない点が多いこと，個人によって幅があることなどを

全て認めつつ，それでも（私には）リスク評価はできる，それができない市

民は，冷静かつ論理的な判断ができず，「一部の専門家」の情報に振り回さ

れている，という姿勢を示したのである（柴田反対尋問調書４４頁～４８

頁）。 

結局，柴田氏（及び，柴田氏が主として起案したとされる連名意見書）の

崎山論文批判は，低線量被ばくの危険性を述べる論文が集積されているとい

う事実を軽視し，低線量被ばくの危険性を述べる論文や報告のあら捜しをす

ることで，それらの信用性を低め，他方，同様にあら捜しをすれば問題が存
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するが，危険性が大きいものではないとする報告についてだけは過大に評価

する，というものに過ぎない。 

そして，「科学的に立証」されていない段階で当該情報を市民に提供する

者は，市民を徒に不安に陥れるものだとして，批判するのである。 

そのような対応を柴田氏（及び連名意見書）が採るのは，柴田氏（及び連

名意見書も同様であると推測する）が，日本人は確率論も分からず，論理的

思考も欠如しているという認識の下（柴田氏は，そのように認識していると

法廷でも明言した。柴田反対尋問調書４７頁及び４８頁），「科学的に完全

に証明されない段階で市民にそれらの情報を提供すること自体が悪なのだ」

という判断をしているからである。 

そうであるからこそ，意見書は，「低線量放射線健康影響のリスクが大き

いとみなすごく一部の『専門家』の影響で，必要以上に被ばくを怖れ，不安

にかられている人々が大勢でたことは，福島の復興を阻害する不幸な事態で

ある」と述べているのである（２１頁）。 

情報を自ら収集し，自ら避難すべきかどうかの判断をしようとし，また判

断した市民に対し，「そんなことを一般人は出来るはずがない（が，私には

出来る）」として，「我々専門家の意見を聴いておけばよいのだ」いう柴田

証人の意識，ひいては連名意見書の拠って立つ立場が透けて見えるところで

ある。 

 

第７ 土壌汚染・クリアランスレベル 

１ 原告らの主張 

⑴ 土壌汚染・クリアランスレベルの位置付け 

 本準備書面の第４で述べたとおり，区域外避難の相当性判断において最も

重要な要素は国内法における「容認不可」な線量であり，年間１ミリシーベ

ルトを超える線量が測定された地点を生活圏内に含む地域から避難すること
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には，本件事故との間に相当因果関係が認められる。 

 この点，原告らの中には，現時点では避難元におけるモニタリングポスト

による空間線量測定値が年間１ミリシーベルトに満たない者もいるが，この

ことをもって避難継続に相当性が失われないことは，原告ら準備書面（４

１）で詳細に述べたとおりである。 

 さらに，空間線量測定値にかかわらず，放射線障害防止法に基づく管理区

域・作業室及び貯蔵施設等の法規範，炉規法に基づくクリアランスレベルに

関する法規範に照らせば，管理区域同様の場所に居住することとなる場合

や，産業廃棄物として管理されるべき土壌が近くに存在する者らについて避

難の相当性が認められることも，準備書面（４１）で詳述したとおりであ

る。 

なお，準備書面（４１）では，モニタリングポスト設置地点の多くが，学

校や公園といった綿密な除染作業が行われたであろう場所であり，周辺の土

壌汚染の実態と乖離していることも明らかにした。 

以下では，準備書面（４１）で述べた規制内容と原告らの主張の要点を整

理しておく。 

⑵ 放射線障害防止法・施行規則による規制 

放射線障害防止法は，放射線障害を防止し公共の安全を確保することを目

的とするところ，同法施行規則と平成十二年科学技術庁告示第五号（放射線

を放出する同位元素の数量等）によって，ある区域におけるセシウム１３７

とセシウム１３４の表面密度が合算で４万Ｂｑ／㎡を超えるおそれのある場

合，その区域は「管理区域」とされる。 

管理区域について，同法施行規則は，当該区域における立入制限（第１４

条の７第１項第８号など），放射性汚染物の持出禁止（第１５条第１項第１

０号）などの厳格な規制を設けている。さらに，同法施行規則は，４万Ｂｑ

／㎡を超えるおそれのある作業室及び貯蔵施設内における飲食等を禁止する
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（１５条１項５号）。 

原告らの避難元生活圏の多くは，４万Ｂｑ／㎡を超えている。すなわち，

多くの原告の避難元生活圏は，今なお，放射線障害防止法によって立入制限

や放射性汚染物の持出禁止，飲食禁止などの厳格規制が行われるレベルにま

で汚染されてしまっている。 

⑶ その他の主要規則等による規制 

 電離放射線障害防止規則，職員の放射線障害の防止（人事院規則１０－

５），医療法施行規則も，放射線障害防止法施行規則と同様の管理区域概念

を用いた規制を行い，飲食等の禁止を規定している。 

⑷ クリアランスレベル 

 一部の原告の避難元住所では，土壌汚染のレベルが管理区域の水準に達し

ない地域もあるが，そうした地域でも，６５００Ｂｑ／㎡を超える土壌汚染

が存在する場合には，クリアランスレベルを超えて放射性物質に汚染されて

いることとなる。 

 クリアランスレベルは，放射線障害防止を目的とする炉規法に基づく概念

で，環境省の説明では「廃棄物を安全に再利用できる基準」である。炉規法

の定めでは，「放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要と

しないものとして原子力規制委員会規則で定める基準」（炉規法６１条の２

第１項）であり，法令上「核燃料物質によって汚染された物でないものとし

て取り扱う」ことができる基準である（同報６１条の２第３項）。 

クリアランスレベルを土壌汚染濃度に換算すれば，セシウム１３７とセシ

ウム１３４の合算で６５００Ｂｑ／㎡となる。すなわち，６５００Ｂｑ／㎡

を超える土壌汚染が存在すれば，当該地点は，障害防止のための措置を要

し，核燃料物質によって汚染された物として取り扱わなければならないレベ

ルにまで汚染されていることとなる。 
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⑸ 小括 

以上のとおり，４万Ｂｑ／㎡以上の土壌汚染が存在する地点は，国内法に

よって立入制限や飲食が禁止されるレベルにまで放射能に汚染されてしまっ

ている。当該地点を生活圏内に含む住民は，自ら放射線防護措置をとるか，

防護措置をとらず被ばくを余儀なくされるなかで日々を過ごし，子どもを育

てていかなければならない。このような事態を避けるために避難し，そして

避難を継続することは，社会通念に照らして相当な行為である。 

また，６５００Ｂｑ／㎡を超える土壌汚染が存在する地点も，核燃料物質

によって汚染された物として取り扱わなければならないレベルにまで土壌が

汚染されてしまっているのであって，放射線障害を受けるリスクを否定でき

ない生活環境にあり，このようなリスク環境を避けるために避難すること

も，社会通念上相当な行為である。 

２ 被告東京電力の反論に対する反論 

⑴ 被告東京電力の要点 

上記原告らの主張に対して，被告東京電力は，法令上の管理区域やクリア

ランスレベルに関する規制基準値を超えていたとしても，当該地域における

空間放射線量が年間１ミリシーベルトを下回っており，これは人体の健康上

問題の無いレベルであるから，避難の相当性は認められないという趣旨の反

論を行っている。 

 また，地表から５センチメートル掘削して採取した土壌の土壌汚染濃度と

人への影響への主張を欠いている点，避難の相当性を基礎づける主張とはい

えないとも反論している（被告東京電力準備書面１６・２８～３１頁）。 

⑵ 被告東京電力の主張は原告らの主張をすり替えていること 

しかし， ＬＮＴモデルを採用し，低い線量であっても健康影響のリスク

は線量に比例して存在するというのが国内法の立場である。被告東京電力に

よる上記主張は，社会規範たる国内法に相容れない考え方である。 
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３ 汚染区域からの避難は相当な行為であること 

管理区域やクリアランスレベルにかかる規制は，放射線障害を防止する目

的で行われているものである。放射線管理区域では，防護のために様々な制

限があり，クリアランスレベルを超える廃棄物は厳重に管理されるべきであ

るが，原告らの避難元ではそのようなことは一切なされていない。 

原告らの避難元は，放射線管理区域に指定されるべき場所，または放射性

廃棄物として管理されるべき土壌が存在する場所である。このような場所に

おいては，被ばく量を低減させるために，被ばく時間を短縮し，線源を遮蔽

し，線源から距離をとることが必要である。 

このうち，生活をしながら被ばく時間を短縮することはできない。また，

遮蔽を行うことも現状においては不可能である。そうであるならば，原告ら

が，避難という選択をとることは，社会通念に照らして相当な行為であると

いうべきである。 

 

第８ 避難の相当性を根拠づける事情（事故後の事情を中心に） 

１ 放射線被ばくの歴史 

⑴ はじめに 

以上に述べてきた放射線被ばくによる健康被害については，これまでの歴

史のなかで十分に認識されてきた。市民は，放射線被ばくの危険性を身をも

って体験し，語り継いできた。そして，これに対する恐怖も植えつけられて

きた。 

更に，それらの重大な被害は，低線量被ばくの危険性を裏付けるデータ等

を我々に提供し続け，いまだ十分には解明されていない放射線被ばくによる

被害の内容・実態を明らかにしてきているのである。 

そこで，以下では，本件事故以前に発生した主な放射線被ばく事故等を振

り返り，それぞれの被害の概要を紹介するとともに，一般市民にどのような
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影響を与えてきたかを概説する。 

⑵ 原子爆弾の投下 

ア 被害の概要 

１９４５年アメリカが広島と長崎に投下した原爆は，広島では１４万

人，長崎では７万人と推定される人々を筆舌に尽くしがたい苦悶のうちに

短期日に死亡させ，生き延びた人々にも，脱毛，下痢，発熱等の急性症状

のみならず，がんや悪性新生物などの晩発障害をもたらした。発病に怯

え，故なき差別に苦しむ「ヒバクシャ」は，その後の人生さえも奪われた

（甲Ｄ共１５・２１頁，甲Ｄ共１６・８５～９６頁）。 

イ 被ばくの範囲 

原爆は，従来の火薬爆弾とは異なり，爆発と同時に透過力の強い放射線

（ガンマ線や中性子線）を放出するため，爆心地付近の大地が一面に放射

線物質と化し，いわゆる「死の灰」と呼ばれる核分裂生成物により，広い

範囲が長期間にわたって放射線被ばくにさらされた。 

この点，いわゆる原爆症認定訴訟において，被告国は，原爆放射線の影

響を受けるのは，爆心地から２キロメートル以内で直爆した人に限られる

とし，爆心地から２キロ以上離れたところにいた遠距離被ばくや，爆発後

市内に入った入市被ばく等は，放射能の影響を受けるはずはないと主張し

ていた。 

しかし，多くの判決において，遠距離被ばく者及び入市被ばく者にも急

性症状が生じている事実及び国の線量評価が過小であることが明らかとな

っている（甲Ｄ共５・６２頁。甲Ｄ共１６・８７～８８頁）。 

ウ 内部被ばくによる放射線量 

     また，原爆症認定訴訟において，被告国は，被ばく者の被ばく線量評価

するにあたって内部被ばくを考慮する必要はないと主張していた。 

     しかし，多くの判決において，被ばく線量の評価にあたっては，当該被
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ばく者の被ばく状況，被ばく後の行動・活動内容，被ばく後に生じた症状

等に照らして，誘導放射化物質及び放射線降下物を体内に取り込んだこと

による内部被ばくの可能性がないかどうかを十分に検討する必要があるこ

と，内部被ばくによる身体への影響は，一時的な外部被ばくとは異なる特

徴があり得ることが明らかとなっている（甲Ⅾ共５・６７～６８頁） 

エ ＬＳＳ１４報（甲Ｄ共５６・１３頁） 

ＬＳＳ１４報では，全固形がんについて過剰相対危険度が有意となる最

低線量推定線量範囲は０～０．２Ｇｙであり，定型的な線量閾値解析（線

量反応に関する近似直線モデル）では閾値は示されず，ゼロ線量が最良の

閾値推定値であったと述べられている。すなわち，ゼロ線量以外はリスク

がゼロの線量は推定されず，放射線被ばくに安全量はないことが明らかと

なった。 

⑶ 第五福竜丸事件 

ア 被害の概要 

１９５４年３月１日，アメリカは太平洋のマーシャル諸島にあるビキニ

環礁で水爆実験「ブラボー実験」を行い，当該実験によって，ビキニ環礁

東海域を航行していた「第五福竜丸」は乗組員２３人全員が被ばくして急

性症状を起こし，無線長の久保山愛吉氏は放射能症の悪化により半年後に

亡くなった。２００７年までに亡くなった乗組員は計１２名で，うち１０

名の直接の死因は，晩発障害と思われる肝臓がん，あるいは肝機能障害に

よるものであったとされている。 

後にアメリカは危険区域を拡大し，第五福竜丸以外にも危険区域内で多

くの漁船が操業していたことが明らかとなり，周辺住民含め２万人が被ば

くしたと言われている。 

このように，広い範囲に放射性物質を含んだ「死の灰」が降り注ぎ，周

辺に住む島民も数多くが被ばくし，今も健康被害を訴える人たちが少なく
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ない（甲Ｄ共１４・７０～７４頁，甲Ｄ共１６・９９～１１３頁）。 

イ 帰還が進まない現状 

ビキニ環礁では，１６７人の島民が核実験前に別の島へ移住を強いら

れ，その後，米国はビキニ地方政府と９１年から本格的に除染と再定住計

画を進めたが，核実験から６０年経っても島民らの帰還は実現していな

い。 

⑷ チェルノブイリ原発事故 

ア 被害の概要 

１９８６年４月２６日，ウクライナ共和国にあるチェルノブイリ原子力

発電所で発生した原発事故は，人類史上最大の原発事故であり，地球的規

模の放射能汚染を引き起こした。爆発によって放出された大量の放射性物

質は，原発周辺のみならず２００キロメートル以上離れた場所をも汚染

し，数十万人以上の住民が避難を余儀なくされた。 

チェルノブイリ原発事故後，遅くとも，１９９０年ころから子どもたち

の間で甲状腺がんが急増した。爆発により放出されたヨウ素１３１が子ど

もたちの甲状腺に取り込まれ，被ばくをもたらしたものである。また，半

減期が３０年と長いセシウム１３７については，遠くまで飛んでいき，食

べ物に取り込まれやすいという特徴があることから，外部被ばく及び内部

被ばくの長期的な影響が問題視されている（甲Ｄ共１４・１８３～２１６

頁，甲Ｄ共１５・６０～６３頁，甲Ｄ共１６・２０～３３頁）。 

イ チェルノブイリ法制 

チェルノブイリ原発事故の被災者を対象とした法律が，ロシア，ウクラ

イナ，ベラルーシの３国で制定されている。 

各法は若干異なるが，基本的には同様の規定を置いており，例えば，１

９９１年５月１５日に制定されたロシア連邦のチェルノブイリ法において

は，①どこまでが被災地域であるのか，②チェルノブイリ原発事故の被災
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者は誰なのか，③誰にどんな補償や支援が認められるか，ということが定

められている。 

同法には，喪失財産（家，家畜，家財等）の補償，移住先での就職支

援，職業訓練，就職までの月額給付金，引っ越し一時金，移住先での就学

支援など様々な補償や支援策が定められている。 

ウ チェルノブイリ事故の健康影響（甲Ｄ共５６・１９頁） 

   チェルノブイリの事故に関するロシアの調査（２００４年）によれ

ば，公式に「病気」と認定された事故処理者は，事故後０年で０％，５

年で３０％，１０年で９０ないし９２％，１６年で９８ないし９９％と

なっている。 

パリのウクライナ大使館でも，事故後１９年には事故処理者の９４％

が何らかの病気を抱えていると発表している。ここで増加が報告されて

いるのは，悪性腫瘍のほか，消化器系，内分泌系，神経・感覚器系・泌

尿器系などの疾患である。 

ウクライナ政府からの事故後２５年の報告書でも，悪性腫瘍のみなら

ず，心臓血管系，消化器系，内分泌系，免疫系，神経系など多数の非が

ん性疾患の増加が報告されている。さらには，被ばくした父親あるいは

母親を持つ子どもに染色体異常や形態異常が増加することも報告されて

いる。 

ウクライナ政府が２０１１年に発表した報告書によると，健康な子ど

もたちの割合が時とともに減少していることが明らかとなっている。子

どもたちは疲れやすく，呼吸器，心臓血管系，消化器系，内分泌系，肝

臓，膵臓疾患など多岐にわたる病気に罹患している。通常の体育の授業

を受けられる子どもたちは全校生徒の２４％であり，その他の生徒は授

業内容を考慮し，あるいは授業そのものが免除されていると報告されて

いる。 



- 118 - 

⑸ 東海村ＪＣＯ臨界事故 

１９９９年９月３０日に発生した東海村ＪＣＯ臨界事故では，至近距離で

中性子線を浴びた作業員３名中，２名が死亡，１名が重症となったほか，６

６７名が被ばくした（甲Ｄ共１５・８～１２頁）。 

同事故は，日本国内で初めて，原子炉施設における放射線被ばく事故によ

って急性症状による死者が生じた事故であり，国際原子力事象評価尺度(Ｉ

ＮＥＳ)でレベル４（事業所外への大きなリスクを伴わない）とされてい

る。 

⑹ 小括 

これらの事故・事件等は，放射線被ばくがいかに甚大かつ不可逆的な被害

をもたらすものであるか，また，とりわけ原子炉施設の事故による放射線被

ばくがいかに危険であるかを端的に示している。 

また，発生した事故・事件について実施された各種の研究によって，低線

量被ばくの危険性をも明らかになってきており，被ばくの危険性は，一般市

民にも様々な媒体を通して行き渡っている。 

一般市民は，これまでの経験から放射線は危険であり，被ばくは何として

でも避けなければならないということを教訓として学んできたのである。 

したがって，福島原発事故という未曽有の大事故にさらされた市民が，被

ばくを避けるために避難行為に出ることは，動機として十分に了解可能であ

り，行動として極めて合理的である。 

２ 事故後の国の対応 

⑴ 政府による避難指示等の問題点 

ア 政府避難指示等の経緯 

被告国が本件事故後に発した避難指示等の経過は，次のとおりである。 

① ３月１１日午後７時０３分 国，原子力緊急事態宣言 

② ３月１１日午後８時５０分 福島県，大熊町及び双葉町に福島第一原
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子力発電所から半径２キロメートル圏内に避難指示を要請 

③ ３月１１日午後９時２３分 国，半径３キロメートル圏は避難，半径

１０キロメートル圏内は待避を指示 

④ ３月１２日午前５時４４分 国，半径１０キロメートル圏内に避難指

示（１２日午後３時３６分 １号機原子炉建屋で水素爆発） 

⑤ ３月１２日午後６時２５分 国，半径２０キロメートル圏内に避難指

示（１４日午前１１時０１分 ３号機原子炉建屋で爆発） 

⑥ ３月１５日１１時００分 国，半径２０キロメートル以上３０キロメ

ートル圏内に屋内退避を指示 

⑦ ３月２５日 国，前記⑥地域住民の自主避難促進を地元に依頼 

⑧ ４月２１日，２２日 国，警戒区域，計画的避難区域，緊急時避難準

備区域を設定 

イ 避難指示等の問題点 

（ア）原子力緊急事態宣言の遅れ 

 被告東京電力からの原災法１５条該当事象の通報が行われたのは，午

後４時４５分。原子力緊急事態宣言が発出されたのは，２時間１８分後

の午後７時３分であった。本来であれば，通報後直ちに原子力緊急事態

宣言が発出されるべきであった。 

 なぜなら，原子力緊急事態宣言は，原災法上，原子力災害対策本部，

原子力災害現地対策本部（以下「原災本部」という。），原子力災害対

策本部事務局設置の前提として必要であり，政府による事故対応を開始

するうえで，必要不可欠だからである。 

 本件事故の重大性及び進展の急速性を考慮すれば，原災法１５条該当

事象の通報から原子力緊急事態宣言の発出までの２時間１８分が事故対

応に与えた影響は非常に大きかったことは明らかである（甲Ａ１・国会

事故調・２８７頁）。 
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 また，住民に対しても，事態に対する政府の対応が非常に緩慢である

ことを強く印象づけるものであった。 

（イ）避難指示等の変遷 

 被告国は，原子力緊急事態宣言を発出した後も，迅速に避難指示を出

すことができず，結果的には，国より先に独自の判断で福島県が，３月

１１日午後８時３０分，原発から半径２キロメートル圏内に避難指示を

出すこととなった（前記②）。 

 そのわずか３３分後，被告国は，半径３キロメートル圏は避難，半径

１０キロメートル圏内に屋内待避を指示した（前記③）。 

 その後，１号機における原子炉格納容器圧力の異常上昇，１号機及び

２号機におけるベントができていないことが判明した。それを受けて避

難範囲についての再検討がなされ，１２日午前５時４４分，前記④の避

難指示が出された。 

ところが，同日午後３時３６分，１号機の原子炉建屋で爆発が発生し

た。この爆発を受けて，１２日午後６時２５分，避難指示の範囲を半径

２０キロメートル圏内に拡大することが決定された（前記⑤）。 

その後，１４日午前１１時１分の３号機原子炉建屋の爆発，翌１５日

午前６時頃の４号機方向からの衝撃音の発生，同日午前８時１１分頃に

おける４号機原子炉建屋５階屋根付近の損傷確認，同日午前９時３８分

の同原子炉建屋３階北西付近での火災発生といった事態が連続的に発生

した。 

そこで，１５日１１時，国は，半径２０キロメートル以上３０キロメ

ートル圏内に屋内退避を指示した（前記⑥）。 

これを住民サイドからみれば，短時間のうちに五月雨式に避難指示の

区域が広がる一方で，その具体的な根拠の説明に乏しく，政府が事態を

全く掌握できていないという印象を強く与えるものであった。 
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（ウ）計画的避難区域設定が大幅に遅延したこと 

 モニタリングデータ等から，３月２３日の時点では，原災本部は，飯

舘村，川俣町山木屋地区，浪江町津島地区周辺の積算線量が高いことを

認識していたはずであるが，それらの地域が実際に計画的避難区域とな

ったのは，それから１ヶ月後である４月２２日であった（前記⑦）。 

 このように計画的避難区域の設定が大幅に遅れた理由は，①関係する

組織間の意見調整及び②新たに避難区域を定める際に参照すべき基準の

議論のために時間がかかったことと指摘されている（甲Ａ１・国会事故

調・３５４頁）。 

 ②の避難区域の設定については，ＩＣＲＰが定める緊急時の介入の参

考レベル実効線量２０ないし１００ミリシーベルトの最小値である２０

ｍＳｖ／年の積算線量の基準が採用されたものであるが，３月２１日の

時点でＩＣＲＰは緊急時の防護措置は２０ミリシーベルトから１００ミ

リシーベルトを基準に行うべきであるという２００７年勧告を踏まえた

措置を取るべきであるという日本政府に対して通知を発していた。した

がって，この勧告に従って避難指示をすることは可能であったし，そも

そも運用上の介入レベルとして予め避難指示を出すべき空間線量を定め

ておけば，基準を超えれば自動的に避難指示を出せるのであるから，新

たな避難指示の策定のために時間を浪費することもなかったのである。 

このような状態について，国会事故調は，「このような原災本部の迷

走は，住民の安全を第一に考えていなかったと評価せざるを得ない。」

と厳しい評価を下している（甲Ａ１・国会事故調・３５５頁）。 

長期間，本来避難すべき地域に居住を継続していた当該地域の住民ら

にとっては，政府に対し，ぬぐいきれない不信感を覚えるものであっ

た。 
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（エ）避難区域設定が合理的根拠を欠き，説明不足だったこと 

 半径３キロメートル圏内の避難指示は，斑目原安委委員長，平岡保安

院次長などから，過去の原子力総合防災訓練の経験，事故発生以前に関

係各省庁で検討されていた防災指針の見直し作業をもとにした助言など

に基づいて設定されていたが，その後の半径１０キロメートル圏内，同

２０キロメートル圏内の避難区域設定は，こうした知識に基づいて設定

されたものではなかった。 

 避難区域の設定が合理的に設定されていないこともあって，住民には

なぜ避難するのか，という理由の説明も詳細にはなされず，混乱の中で

避難を迫られた住民の中に被告国に対する不信が芽生えた。 

（オ）自主避難について 

 被告国は，屋内退避の長期継続による住民の生活レベルの低下，物資

の搬入の困難が生じていることから，屋内退避指示区域における自主避

難の促進を地元市町村に依頼した。防災指針では，屋内退避を１０日に

もわたって継続することは想定されていないにもかかわらず，屋内退避

指示は，上記の３月２５日の官房長官記者会見まで漫然と継続される形

となっていた（甲Ａ１・国会事故調・３４７頁）。 

 すなわち，防災指針上は明示されていないが，屋内退避指示が最適と

される日数について防災指針が参考とする国際的な合意では最長２日程

度を想定している。 

しかし，本事故では，３月１５日の２０キロメートルから３０キロメ

ートル圏内屋内退避指示が出された際には，帰還の見通しは全く示され

なかった。この結果，物流・商業の停滞から住民は十分な生活基盤を失

った。原災本部事務局による屋内退避区域の被災者への支援が，遅くと

も３月２１日からは開始されたが，物資支援は十分に行き届いてはいな

かった。こうしたことからみても，政府の住民生活への視点は全く足り
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ていなかったといえる。 

加えて，避難の判断を住民に任せたことについては，被告国に住民の

健康を自ら守るという自覚に欠如したものと言わざるを得ないし，この

ような場当たり的な対応によって住民はさらに大きな混乱に巻き込まれ

た。 

特に３月２５日の時点で原災本部は，４月２２日に設定された計画的

避難区域の基礎となる情報を確認していた。したがって，３月２５日に

自主避難を求めたことは，屋内退避の解除か避難区域の拡大化という判

断を先送りにし，避難を住民の判断に委ねるという対応をしたものであ

り，被告国は，国民の生命，身体の安全の確保という国家の責務を放棄

したものと評価される（甲Ａ１・国会事故調・３５０頁）。 

また不安な中で長期間，屋内退避によって不自由な生活に甘んじてい

た住民にとって，このような政府の対応はきわめて無責任と写ったので

ある。 

（カ）ＳＰＥＥＤＩ問題 

ＳＰＥＥＤＩは，事故時に住民の被ばくを避けるためのシステムであ

る。ＳＰＥＥＤＩが正常に作動するためには，前提として緊急時対策支

援システム（ＥＲＳＳ）が必要である。 

ＥＲＳＳは，原子力発電所から送信されるプラント等の情報に基づい

て，原子力発電所のプラント状態を監視し，また事故の進展を予測して

外部への放射性物質の放出状況を予測計算するシステムであるが，本件

事故直後から，ＥＲＳＳは原発のプラント情報を把握する機能を停止し

た。 

そこで，原安技センターは，文科省の指示により，３月１１日午後４

時４０分に単位量放出（１Ｂｑ／ｈがあったと仮定）による予測計算を

開始し，その結果は，１時間ごとに保安院をはじめとする関係機関に配
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信された（定時計算）。定時計算の結果は，放射性物質の拡散方向や相

対的分布量を予測するものであるから，少なくとも避難の方向を判断す

るためには有用なものであった（甲Ａ２・政府事故調中間報告・２５９

頁）が，ＳＰＥＥＤＩの計算結果は，直ちには国民に公表されなかっ

た。 

このＳＰＥＥＤＩの定時計算がなかったために無用の被ばくを強いら

れた住民は，数多い。 

たとえば，浪江町では，３月１５日朝方，町長の決断で二本松市へ避

難することが決まり，住民に伝達した上で，避難を実施した。また，南

相馬市においては，３月１５日以降，希望者に対し，市外への避難誘導

を実施した。この市外への避難路については，市が調整し，多くの住民

は飯舘・川俣方面に避難した。 

これらの避難経路は，結果的には，放射性物質の飛散方向と重なるこ

ととなった（甲Ａ２・政府事故調中間報告・２７８頁，同２８０頁）。 

ＳＰＥＥＤＩの情報が開示された際にも政府から納得のいく説明はな

されず，住民らに対し，政府が放射性物質の飛散について情報を隠匿し

ているかのような印象を強く与えることとなった。 

⑵ 本件事故の初期段階において，どの程度被ばくしたのかについては，

正確には分からないこと 

更に指摘しておかねばならないのは，本件事故の初期段階において，どの

程度被ばくしたのかについては正確には分からない，という点である。 

そもそも，周辺住民らは，本件事故の初期段階において，自身がどの程度

被ばくしたのかについて，正確な判断ができない状況にあった。 

何故なら，国自身，当初どの程度の放射線量が拡散したのかについての調

査を行っておらず，そのため正確な情報を有しておらず，また，住民らは，

放射線被ばくの危険性を国から知らされず，かつＳＰＥＥＤＩで得られてい
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た情報も隠されたままであったからである。住民らは原発が爆発をした後も

漫然と屋外での行動を続けていたのであり，被ばくの危険性を知った後に

も，むしろ放射線量の高い地域に避難するなどの行為をとってしまったので

ある（それによって，妊婦も乳児・幼児も同様に被ばくしたことは論を待た

ない。）。 

特に，内部被ばくについては，「正確なことが分からない」という傾向が

顕著である。例えば，ＵＮＳＣＥＡＲ２０１３報告書（１）（丙Ｄ共１５・

６７項（２５頁））では，「これらの測定値が示すのは，モニタリング時に

おいて被験者の体内に存在する放射性核種からの内部被ばくである。限られ

た数の人々と場所でしか測定されておらず，福島県の住民あるいはその他の

都道府県の内部被ばくを直接推定するには不十分であった。」と述べてい

る。更に，公益社団法人日本アイソトープ協会は，「放出量，大気拡散・沈

着モデルの不確かさが大きいため，実測値を基にする外部被ばく線量の推定

に比べ，推定の不確かさが大きくなっています。」と記載している（甲Ｄ共

１７８・「語りあうためのＩＣＲＰ１１１」・４３頁）。 

それゆえ，住民らは本件事故の初期段階において，どの程度の放射線を被

ばくしているのか分からない状況にあったのであり，そのような状況におい

て，少しでも線源から離れようという判断は決して不合理とはいえない。 

これに対して，被告らは，あたかも当初から被ばく線量が低かったことが

自明の事実であるかのように論じ，安全性が確保されているかのような主張

も行っているが，何ら具体的なデータや事実，科学的知見に基づくものでは

ない。 

⑶ 学校再開問題 

ア ４月１９日通知の内容 

 被告国は，平成２３年４月１９日，文部科学省の４局長から福島県教育

委員会，福島県知事らに対して「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判
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断における暫定的考え方について（通知）」（甲Ｄ共７９。以下「４月１

９日通知」という。）を発出した。 

４月１９日通知は，校舎・校庭の利用判断における暫定的な目安を示す

ことに主眼が置かれていた。 

そして，生徒が年間２０ミリシーベルトを超える被ばくをしないことを

目標に，屋外３．８μＳｖ／ｈ，屋内（木造）１．５２μＳｖ／ｈが２０

ｍＳｖ／年に達する線量であるとし，校庭・園庭で３．８μＳｖ／ｈ未満

の空間線量であれば平常通りに使用して差し支えがないと示した。 

同通知は，平成２３年４月以降，夏季休業終了（おおむね８月下旬）ま

での期間を対象とした暫定的なものとされていた。 

４月１９日通知は，「福島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減につい

て（通知）（平成２３年８月２６日）」（甲Ｄ共８０）によって撤回され

た。 

イ 国会事故調の指摘 

 ４月１９日通知が発出された経緯については，国会事故調（甲Ａ１。

「４．４．４．学校再開問題」４２７頁）に詳しいが，その内容は驚くべ

きものである。 

 本件事故後，平成２３年３月下旬から，福島県の学校は，春休みに入っ

たが，福島県は，４月からの新学期に向けて，予定通り新学期を開始すべ

きか否かという問題を検討していた。 

 原災本部では，文科省が学校再開問題の判断基準の設定を担当すると決

まった。 

 文科省は，平成２３年４月６日，原安委に対し，福島県内の小学校など

の校庭の空間線量モニタリング結果を添付し，福島県内の小学校などの再

開に当たっての安全性及び小学校等を再開してよいかについて助言を依頼

した（甲Ｄ共８１の１）。 
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 原安委は，①福島第一原発から２０キロメートルから３０キロメートル

の範囲内の屋内退避区域については，学校を再開するとしても屋外で遊ば

せることが好ましくないこと，②それ以外の地域についても空間線量率の

値が低くない地域においては，学校を再開するかどうか十分検討するべき

と回答した（甲Ｄ共８１の２）。 

 「空間線量率の値が低くない地域」の具体化を依頼された原安委は，同

月７日，文科省が自ら判断基準を示すべきであると示し，参考値として，

公衆の被ばくに関する線量限度は年間１ミリシーベルトであるとの助言を

行った（甲Ｄ共８２の１，２）。 

 このような原安委からの助言があったものの，文科省は，さらに同日，

原安委に対し，同様の学校再開の可否に関する助言を依頼したところ，前

回の回答どおり，という回答を得た（甲Ｄ共８３の１，２）。 

 その後，文科省は４月９日，検討すべき問題を学校再開の可否ではな

く，学校の再開を前提とした学校の校舎・校庭等の利用判断基準の数値へ

と変更した。その上でＩＣＲＰの２００７年勧告の定める事故収束後の一

般公衆の受ける線量の参考レベルの上限値を参考に被ばく線量年間２０ミ

リシーベルトを目安とすることを原安委に提案した（甲Ｄ共８４の１）。 

 これに対し，原安委は同日，①ＩＣＲＰ２００７年勧告の参考レベルの

上限値である年間２０ミリシーベルトの基準は限定的に用いるべきこと，

②仮にこの値を採用するにしても外部被ばくと内部被ばくを併せて上記の

値に収めるべきであり，本件のように外部被ばくのみの受忍限度を定める

ためには，内部被ばくの寄与を外部被ばくと同等程度に見積もり，この上

限値を２分の１程度にしたうえで目安を決めるべきという趣旨のことを助

言した（甲Ｄ共８４の２）。 

 その後文科省は，その過程で内部被ばくの寄与度が無視できるほど小さ

いと独自の計算を行ったうえで，複数回の安全委員会とのやり取りを経て
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４月１９日，被ばく線量年間１～２０ミリシーベルトを学校の校舎・校庭

等の利用判断における暫定的な目安と決定し，年間２０ミリシーベルトと

いう値にこだわった。 

 文科省はこの値に基づき，校庭・園庭で被ばく線量年間２０ミリシーベ

ルトに相当する空間線量３．８μＳｖ／ｈ以上が計測された学校等につい

てのみ，児童・生徒の屋外活動の利用を制限することとした。３．８μＳ

ｖ／ｈ未満の学校等については，校舎・校庭等を平常通り利用して差し支

えないことを安全委員会ととりまとめ，その旨を原災本部が発表した。こ

れを受けて文科省は同内容を福島県教育委員会に対して通知を発出したの

が，４月１９日通知である。 

 上記の経緯について，国会事故調は，「文科省の検討論点の変更及び２

０ｍＳｖ／年への執着は，現状を追認し，最低限の屋外活動の制限をする

ために行われたものであり，子どもの健康と安全への配慮という点では疑

問が残る。」と批判している（甲Ａ１・４２９ページ） 

ウ ４月１９日通知の社会問題化 

 ４月１９日通知については，内部被ばくが考慮されていない上に大人と

同レベルの基準値（年間２０ミリシーベルトというのは，男性及び妊娠の

可能性，意思のない女性における職業被ばくの限度である）であること等

に対して，社会的に大きな批判がわき起こった。 

 平成２３年４月２１日には，「福島老朽原発を考える会」など三団体の

呼びかけで，撤回を求めて政府との交渉が行われる等し，「原子力資料情

報室」，「グリーンピース・ジャパン」などの六団体も「子どもに年間２

０ｍＳｖを強要するのは非人道的だ」として緊急声明が公表され，賛同署

名が開始された。 

 この問題は，連日，マスコミでも報道されていたが，最終的には，平成

２３年５月２７日，文部科学大臣は，「今年度，学校において児童生徒等
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が受ける線量について，当面，年間１ｍＳｖ以下を目指す」という方針を

発表することによって問題は収束していった（甲Ｄ共８５）。 

エ まとめ 

 このように学校再開問題を巡る政府の対応は，原安委からの線量限度の

助言を顧慮せずに児童生徒らの健康と安全への配慮を欠くものであった。

そのため，社会的に大きな批判を受け，ついには方針の撤回を余儀なくさ

れた。 

学校再開問題は，政府の対応に問題があることが顕著に表れた例であ

り，住民に混乱を与え，政府に対する不信感を植え付けるものであった。 

⑷ 避難指示の問題点，学校再開問題に対する被告国の反論について 

ア 計画的避難区域設定の大幅遅延 

被告国は，計画的避難区域の指定経緯につき，長々と経緯を説明してい

るものの，結局なんの根拠もなく「合理的な期間内に，合理的な検討が行

われたうえで，適切な時期になされた」と強弁をしているに過ぎない。 

３月２１日の時点で，ＩＣＲＰは緊急時の防護措置は年間２０ミリシー

ベルトから１００ミリシーベルトを基準に行うべきであるという２００７

年勧告を踏まえた措置を取るべきであると政府に通知を発していたのであ

るから，同年４月２２日の計画的避難区域の設定が，適切な時期であると

は考えられない。 

イ 自主避難について 

これについても，被告国は，法律の規定から，直ちに国が「帰還の見通

し」（避難期間）について情報提供義務を負うという事はできないと反論

する。 

原告らは，避難の相当性を基礎づける事情を説明しているのであり，被

告国らの義務を議論しているのではない。仮に，被告国に情報提供義務が

なかったとしても，本件事故後１か月が経過しても，被告国から帰還の見
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通しが示されない状況下，原告らが避難行為を行うのは，社会的に相当な

行為といえる。 

ウ 学校再開問題 

４月１９日通知について，被告国は，放射線医学総合研究所の協力を得

て原子力安全委員会と協議したうえで，放射線に関する専門的知見に基づ

く検討の上で取りまとめられたのであるから，その内容は不合理なもので

ないとしている。また，同通知は夏季休業終了までの暫定的なものである

から，年間２０ミリシーベルトまで放射線を受けて良いとの基準ではない

と反論している。 

しかし，国が協力を要請した放射線医学総合研究所や原子力安全委員会

の検討内容が合理的か不明であるにもかかわらず，それらの機関と協議，

検討したから内容が合理的であるとはいえない。 

仮に，それらの機関が合理的な判断をしていたとしても，成人男性及び

妊娠の可能性，意思のない成人女性における職業被ばくの限度である年間

２０ミリシーベルトまでを容認するような通知が発せられるような状況

下，原告らが避難行為を行うのは，社会的に相当な行為といえる。 

４月１９日通知は，年間２０ミリシーベルトまで放射線を受けて良いと

いう基準ではないとの主張についても，「屋外３．８μＳｖ／ｈ，屋内

（木造）１．５２μＳｖ／ｈが２０ｍＳｖ／年に達する線量であるとし，

校庭・園庭で３．８μＳｖ／ｈ未満の空間線量であれば平常通りに使用し

て差し支えがないと示した」のであるから，年間２０ミリシーベルトまで

放射線を受けて良いということとなんら変わりはない。 

３ グローバー報告 

⑴ 国連特別報告者アナンド・グローバーについて 

国連人権理事会特別報告者アナンド・グローバー氏は，２０１３年（平成

２５）年５月２日，「到達可能な最高水準の心身の健康を享受する権利に関
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する国連人権理事会特別報告者報告 Anand Groverの報告」（以下，「グロ

ーバー報告」という）を公表した。 

アナンド・グローバー氏の正式な肩書きは，「到達可能な最高水準の身体

及び精神の健康を享受する権利に関する特別報告者」である。特別報告者と

いう立場については，原告ら準備書面（２８）で述べたとおりである。国連

のなかで人権について扱う重要な機関である国連人権理事会より選任され

る。特別報告者の選任にあたっては，専門性，独立性，中立性が考慮されて

いる。その特別報告者が勧告や報告書を公表する特別手続は，国連人権メカ

ニズムでも重要な制度である。このような特別報告者の地位や特別手続きの

重要性に鑑みると，特別報告者という立場にあるアナンド・グローバー氏が

報告書を公表したことは，事故発生後の事情の中でも重要な事実である。 

⑵ グローバー報告の内容 

 グローバー報告においては，原告ら準備書面（２８）で述べたように，次

のようなことが述べられている。 

① 低線量被ばくの影響について，ＬＮＴモデルに立っていることを示して

いる。その上で，１ミリシーベルトを基準に，帰還と避難を自由に意思決

定できるよう政府が経済的支援を続けるべきことを勧告している。 

「４８ 政府は特別報告者に，年間被ばく線量が１００ｍＳｖ未満では

癌の過度のリスクはないため，２０ｍＳｖ／年までの地域に住む

のは安全であると保証した。しかし，ＩＣＲＰでさえ，癌や遺伝

性疾患の発生が約１００ｍＳｖ未満の被ばく線量の増加に正比例

して増加するとの科学的可能性を認めている。さらに，低線量の

電離放射線への長期的な被ばくによる健康への影響をモニタリン

グした疫学研究では，白血病などの非固形癌に対する放射線によ

る過度のリスクについて閾値はないと結論づけている。固形癌に

対する放射線の付加リスクは，直線的な線量反応関係で一生にわ
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たって増え続ける。」 

「４９ 低線量の放射線でも健康に影響を与える可能性があるため，被

ばく線量が可能な限り低減されて年間１ｍＳｖ未満になった場合

にのみ，避難者は帰還を推奨されるべきである。政府は一方で，

避難者全員に経済的支援と補助金を提供し続け，避難者が自宅に

戻るか避難を続けるかを自発的に決定できるようにすべきであ

る」 

② 避難者が帰還を推奨すべき基準として，国内法の公衆被ばく線量限度

を根拠とし「被ばく線量が可能な限り低減されて年間１ｍＳｖ未満にな

った場合にのみ」と述べられており， 

③ 被ばく国であるウクライナ法も１ミリシーベルトを基準とした法令を

有していることが指摘されている。さらに， 

④ 年間放射線量１ミリシーベルトを超えているすべての地域において，

避難者が，避難，居住，帰還のいずれを選択した場合であっても，被災

者が必要とする財政支援を提供するよう強く要請する勧告をしている。 

「６９ 健康に対する権利を守る義務により，国は，とりわけ，健康

に対する権利の享受を促す積極的な措置を実施することで，健

康の根本的な決定要因を確実に提供する必要がある。特別報告

者は政府に被災者支援法の履行措置を採択し，年間線量が１ｍ

Ｓｖを超える地域からの避難，またはそうした地域での滞在や

帰還を選択した人々が必要とする移住，居住，雇用，教育など

の不可欠な支援に対する資金を提供するよう求める。これらの

措置には，生活を再建する費用を反映した救済措置が含まれる

べきである。」 

その他にも，グローバー報告では， 

⑤ モニタリングポストの数値が必ずしも実際の放射線量を反映していな 
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いこと， 

⑥ ＩＣＲＰ勧告の参考レベルは健康に対する権利の枠組みに適合しない

ことなどが述べられている。 

⑶ グローバー報告と避難の相当性 

このように，既に述べたようなグローバー報告の位置づけに加えて，その

報告書において国内法における公衆被ばく線量限度年間１ミリシーベルトを

基準にした帰還推奨などが勧告されていることは，生活圏に年間１ミリシー

ベルトを超える地点を含む地域からの避難によって生じた損害と本件事故と

の間に相当因果関係が存することをより一層明白にするものである。 

 

第９ 今なお避難を継続することの相当性を基礎づける事実及び被害の深刻化 

１ はじめに 

本件事故の発生から６年半が経過した現在，被告国は，避難者に対して帰還

を奨める政策をとっている。福島県も避難者に対する無償住宅提供を打ち切る

など，避難者に対する支援策は，もともと不十分なうえに，さらに縮小される

ばかりである。 

しかし，避難者にとって，避難元に容易に帰還できない事情は今もなお存在

するし，さらには，避難者の被害も回復されないばかりか，むしろ時間の経過

とともに，これまで原告らが主張したものとは異なる新たな被害までも発生し

ている。その一方で，２０１７〔平成２９〕年４月４日には，当時の今村雅弘

復興大臣福島原発事故再生総括担当が，区域外避難者が避難を続けるのは自己

責任であると言い放つなど，支援策を主導すべき地位にある者が区域外避難者

に対して無理解であることも明らかとなった。 

そこで，ここでは避難者の帰還が困難である事情と，近時顕在化した原告ら

の被害について述べ，本件事故による被害は避難を余儀なくされた時点で一回

的に発生したものではなく，重層的・継続的に発生し続けているものであるこ
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とを主張する。 

２ 福島第一原発の現状 

⑴ 原発敷地内の高線量 

２０１７〔平成２９〕年２月９日，被告東京電力は，福島第１原発２号機

の原子炉格納容器の内部調査で撮影した映像を解析した結果，原子炉格納容

器内で推定毎時６５０Ｓｖの空間放射線量を測定したと発表した。 

同日，２号機の原子炉圧力容器真下につながるレール状の堆積物を取り除

くために投入されたロボットからのカメラ映像が暗くなるという事態が生じ

た。その原因について，福島民報によれば，被告東京電力は，同ロボットが

高い放射線量を受けて故障した可能性が高いと見ているとのことである（２

０１７〔平成２９〕年２月１０日付福島民報。ただし書証としての提出はな

い。）。 

このことに象徴されるように，福島第一原発敷地内は現在も極めて高線量

の状況にあり，ロボットによる建屋内の状況把握すら不可能で，廃炉作業の

見通しすらたたない状況にある。 

⑵ 未解決の汚染水問題 

被告東京電力は，福島第一原発敷地内で発生している汚染水対策として，

凍土遮水壁による対策を打ち出している。 

しかし，凍土遮水壁について，原子力規制委員会の更田豊志委員は，

「（凍土遮水壁とは）要するに，あまり水を止めるのではなく，流量を低減

させるためのものだと。海側でこれだけ水を通す遮水壁だから，山側もきっ

と水を通してくれるに違いないと」と発言し，また，規制委員会の検討会合

において，海側凍土壁の外側でくみ上げられる井戸水の量が十分減っていな

いことなどから遮水効果は限定的であるとの考えが示された。 

さらに，平成２９年６月２８日，被告東京電力が原子力規制委員会におい

て，凍土遮水壁の効果を意図的に改ざんして発表し，原子力規制委員会の更
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田委員長代理が「（東京電力は）人を欺こうとしているとしか思えない。嘘

だもんこれ。陸側遮水壁，なにも関係ないじゃん」と激怒する等，汚染水対

策問題は混迷を極めている。 

⑶ 小括 

以上のように，福島第一原発敷地内は，推定毎時６５０シーベルトの空間

放射線量が測定されたとおり現在も極めて高線量で，ロボットによる作業す

らできず，また，汚染水の流出も止められていない。空気中への放射性物質

の飛散も未だに続いている。福島第一原発の現状は，廃炉への道筋はおろ

か，封じ込めに向けた道筋すら立たないという，まったく先の見えない状況

にある。 

しかも，東日本大震災の規模に至らない地震等の災害，不測の事故，テロ

等により，再び事態が深刻化する可能性も指摘されている。 

このような福島第一原発の現状は，避難者が帰還せずに避難を続ける原因

の一つとなっている。 

復興庁・福島県・浪江町が共同して実施した意向調査でも，浪江町（２０

１７〔平成２９〕年３月３１日午前０時をもって一部で避難指示が解除され

た。）からの避難住民のうち，５２．６％が「戻らないと決めている」と回

答しており，現時点で戻らないと決めている理由として，「原子力発電所の

安全性に不安があるから」が５１．５％となっている。 

３ いまだに続く放射能汚染 

⑴ 土壌汚染 

２０１６〔平成２８〕年９月３０日付原告ら準備書面３３で主張したよう

に，モニタリングポストにおける数値が年間１ミリシーベルトを下回る地域

にあっても，放射線管理区域に指定される基準である４万Ｂｑ／㎡をはるか

に超える放射能表面密度の土壌が検出されている。 

例えば，福島県いわき市においては，１２万９６７５Ｂｑ／㎡，福島市に
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おいては，２３４万Ｂｑ／㎡というような高濃度の地点があり，茨城県北茨

城市においても，８万９３７５Ｂｑ／㎡の地点がある（原告ら準備書面３９

別紙）。 

放射線管理区域とは，それに指定された場所については，立入制限，放射

性汚染物の持出制限，管理区域に立ち入る者に対する線量測定義務，教育訓

練義務，健康診断義務等様々な制限が課せられる場所であり，医療機関のレ

ントゲン撮影室等がこれに該当する。 

原告らの避難元の生活圏には，今なお土壌から高い放射能が検出される場

所が数多く存在する。 

⑵ 解決の見えない汚染土の問題 

また，報道によれば，東京電力福島第１原発事故による福島県内の１１市

町村の避難指示区域（解除済を含む）に，除染作業に伴う汚染土の仮置場

が，１０００ヘクタールに達する規模で存在するとのことである。これは，

大阪市北区の面積（１０３４ヘクタール）に匹敵する。 

仮置場の数は２８０か所，汚染土を詰めた袋（フレキシブルコンテナバッ

グ＝フレコンバッグ）の総数は７００万袋以上である。これらフレコンバッ

グが巨大な壁のように並ぶ光景は，圧迫感のある異様なものである。 

もちろん，問題は，光景だけではない。環境省は，除染で取り除いた土壌

を「遠ざける」「さえぎる」「管理する」としている（環境省除染情報サイ

ト）。しかし，これらの汚染度を詰め込んだフレコンバッグの中には，一般

道路沿いに並んで多数存在し，生活環境から遠ざけているとは言えない。中

から植物が発芽し，破損しているバッグもあり，遮ることができているのか

も疑わしい。さらに，２０１５〔平成２７〕年９月の台風において，フレコ

ンバックが流出し，流出数も把握できないとの報道もあり，管理されている

とは言い難い状況である。 

そして，汚染土の中間貯蔵施設の設置場所も正式に決まらないなど，汚染
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土の問題が解決は未だに見えない。フレコンバッグの耐用年数は，３年から

５年と説明されており，すでに耐用年数が経過しているフレコンバッグも多

数存在しているはずである。 

⑶ 未だに続く食品出荷制限 

福島県等の放射線汚染はいまだに継続しており，福島県及び周辺において

は，現時点においても，広範囲に渡って食品出荷制限は続いているのであ

る。 

⑷ 小括 

以上のように，原告らの避難元は，いまなお土壌汚染が続き，生活環境内

に置かれたままの汚染土の問題も解消のめどが立たず，食品出荷制限も続い

ている。前述の浪江町住民意向調査でも現時点で戻らないと決めている理由

として「水道水などの生活用水の安全性に不安があるから」が４２．６％と

なっている。 

４ コミュニュティ崩壊とインフラ未整備 

⑴ アンケート・意向調査結果 

上記２で述べた福島第一原発の現状だけでなく，インフラの未修復やコミ

ュニティの崩壊も，帰還できない理由のひとつとなっており，特に避難指示

が解除された地域ではその傾向が顕著である。 

そもそも避難指示が解除された地域における帰還率は，２０１４〔平成２

６〕年４月以降に避難指示が解除された田村市，川内村，楢葉町，葛尾村，

南相馬市の５市町村で，平均帰還率で約１３％にとどまっている。 

前述の浪江町住民意向調査でも，浪江町からの避難住民のうち，５２．

６％が「戻らないと決めている」と回答している。 

そして，住民が現時点で戻らないと決めている理由として，「第２ １１ 

福島第一原発の現状」の⑶で述べたとおり，原発の安全性への不安（５１．

５％），生活用水の安全性への不安（４６．５％），放射線量が低下してい
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ないことへの不安（４２．６％）があるほか，「医療環境に不安があるか

ら」が４６．５％，「生活に必要な商業施設などが元に戻りそうにないか

ら」が３９．９％となっているなど，インフラや生活環境の未復旧も大きな

理由となっている。 

⑵ 深刻な医師不足と看護師不足 

上記⑴のとおり，帰還しない理由として挙げられるインフラの未復旧のな

かでも，医療環境への不安は４６．５％にのぼっているところ，東日本大震

災被災地の医療機関へのアンケートによれば，相双地区（福島県沿岸部のい

わき市より北の地区）では，全体の８８％の病院が医師不足，全体の７５％

の病院が看護師不足であると回答している（２０１６〔平成２８〕年３月８

日付朝日新聞デジタル。ただし書証としての提出はない）。 

住民の不安のとおり，実際の医療現場は，深刻な医師不足と看護師不足の

状況にある。放射能汚染によりいったん崩壊してしまったコミュニティと医

療インフラは，道路を整備すれば復旧するという単純なものではない。医療

インフラの復旧には，コミュニティの復活と同時に医療従事者という人の帰

還も必要であり，住民と医療従事者のいずれについても低い帰還率のもとで

は，復旧は容易ではない。 

⑶ 交通インフラや雇用環境の未復旧 

上記意向調査では，交通インフラへの不安，雇用環境への不安も，避難住

民が現時点で帰還しない理由として挙げられている。 

例えば，ＪＲ常磐線では浪江から竜田間はいまだに不通であるし，浪江町

では，本件事故前に約１０００あった事業所が，２０１７〔平成２９〕年４

月時点でもわずか５１の事業所が再開しているにすぎない（なみえ復興レポ

ート。ただし書証提出はない）。 
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５ 東京電力による情報隠ぺい 

⑴ メルトダウンの経過 

本件事故により，福島第一原発１号機，２号機及び３号機が炉心溶融（メ

ルトダウン）を起こした。被告東京電力は，本来であれば，本件事故の３日

後である２０１１〔平成２３〕年３月１４日には，炉心溶融が発生していた

ことを認識することができたし，認識していた可能性が高い。 

なぜなら，被告東京電力は，本件事故の１年前である２０１０〔平成２

２〕年４月に，「原子力災害対策マニュアル」を改定したのであるが，そこ

には，「炉心損傷の割合が５％を超えていれば，炉心溶融と判定する」と明

確に記載されていたうえ，被告東京電力は，２０１１〔平成２３〕年３月１

４日の段階で，１号機の炉心損傷割合を５５％，３号機のそれを３０％と判

断し，２号機については，同月１５日の夕方には，３５％が損傷したことを

把握していたからである。 

⑵ メルトダウン情報の隠ぺい 

しかしながら，被告東京電力が，メルトダウンを認めたのは，本件事故の

２ヶ月後である２０１１〔平成２３〕年５月２４日である。 

そして，２０１６〔平成２８〕年２月２４日，被告東京電力は，本来であ

れば２０１１〔平成２３〕年３月１４日にメルトダウンが起きていたことを

公表できていたことを発表し，２０１６〔平成２８〕年６月２１日に当時の

被告東京電力の代表取締役社長の広瀬直己が，記者会見において，本件隠ぺ

いを陳謝した。 

福島原発が炉心溶融をおこしているか否かは，事故直後に原告らがどのよ

うな行動をとるかを判断するについて極めて重要な判断要素であるのみなら

ず，日本国民および世界中の人類にとっても極めて重要な事実である。そう

であるにもかかわらず，被告東京電力は，この事実を２か月間隠ぺいした。

また，隠ぺいをした事実をさらに５年間隠ぺいした。 
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⑶ 情報隠蔽に対する国民の不信感 

現時点の福島第一原発の状態は，被告東京電力の発表によるしかない。こ

れまでの被告東京電力の行動に鑑みるに，被告東京電力の発表する福島第一

原発の現状や見通しについて，原告らが不信感を持ったとしても無理はな

い。そのため，より安全性を重視して，避難を続けていたとしても不合理で

はない。 

６ いじめ問題 

⑴ 文部科学省の調査結果 

避難者は，本件事故により慣れ親しんだ地域やコミュニティから離れ，避

難先の慣れない環境での生活を強いられている。避難者の中には，新たな環

境に馴染むことが出来ず，抑うつ状態に陥る者がいる。また避難が長期化す

るにつれて，避難者に対するいじめ問題が顕在化してきている。２０１７

〔平成２９〕年４月１１日に文部科学省が発表した調査結果によると，同年

３月までに，福島県から県内外に避難した児童・生徒に対するいじめが１９

９件あったことが判明している。 

当該調査は，小学校から高等学校までの児童・生徒を対象としたもので，

かつ各学校が把握したものに限られているため，実際起きているいじめの件

数はこの調査結果（１９９件）を相当に上回る可能性がある。 

⑵ いじめに関する報道等 

神奈川県横浜市では，福島県から同市へ避難してきた当時小学２年生の児

童に対して，同学級の複数の生徒により「〇〇菌」と呼んだり，多額の遊興

費や食事代等の負担をさせられていたり，といういじめがあったことが大き

なニュースとなった。 

被害児童が公表した手記には，次のとおり，悲惨ないじめの実態と心痛が

記されている。 

「てんこうしたときなんかいつもけられたりランドセルをふりまわし
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たりいつもこわくてなにもできなくてほんとうにつらかった。・・

ばいしょう金あるだろと言われむかつくし，ていこうできなかった

のもくやしい。・・・いままでなんかいも死のうとおもった。で

も，しんさいでいっぱい死んだからつらいけどぼくはいきるときめ

た。・・・」 

いじめは，児童や生徒などの年少者に限られた問題ではない。関西学院大

学では，講師が，福島県出身の学生に対して「放射能を浴びているから電気

を消すと体が光る。」と発言をして懲戒処分を受けるという事件も発生し

た。 

２０１７〔平成２９〕年３月１１日付の河北新報では，河北新報社と民間

調査企業が実施したアンケートによれば，身の回りで大人を含めた避難者に

対するいじめや差別，悪口を感じたことがあるかとの質問に対し，福島県で

は，「実際に見た」が１９．０％，「話に聞いた（報道を除く）」が，４

５．３％であった旨報じられている。 

７ 社会の偏見・無理解  

⑴ いじめ問題の原因となる社会の偏見や無理解 

上記の２０１７〔平成２９〕年３月１１日付の河北新報の記事では，前述

のいじめ問題の原因として，偏見や周囲の理解不足があることを報じてい

る。 

上記のアンケートで，原発事故で避難した子どもに対するいじめが各地で

問題化していることについての原因を複数回答で聞くと，「いじめる側の家

庭の問題」が５６．４％と最も高かったが，「事故避難者に対する子どもの

理解不足」が４６．５％，「社会全体の偏見」が４３．５％と続き，「補償

金，賠償金へのねたみ」「世の中全体に想像力や思いやりが欠如，少数派を

たたく流れがある」などの指摘もあった。 

原告の中でも，水道代が免除されていることに対して，なぜ福島の避難者
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は特別扱いされるのかという趣旨の批判を受けた者もいる。インターネット

上では，避難者は帰れないのではなく帰らないだけである，国にたかってい

る，賠償金で買ったブランド品を身に付けているなどといった，福島原発事

故被害者の現実を全く理解しない偏見に満ちた，目を覆うような匿名の書き

込みが溢れている。 

⑵ 偏見・無理解を助長する被告国の政策等 

被告国は，福島原発事故は既に収束しており危険はないかの如く宣伝し，

また，福島県内の放射線量については安全であるかの如く宣伝して避難者の

帰還を進める政策をとっている。被告国は，福島県内に居住する者はもはや

被害者ではないとするかのようであり，また，福島県内外から避難をする者

は「自らの責任において避難を継続する者」であるとして切り捨てようとす

るかのようである。先般，問題となった今村復興大臣の「自己責任発言」

は，まさに，このような被告国の政策や考えを反映した発言であると言わざ

るを得ない。 

被告国のこのような政策や態度こそが，福島原発事故の被害者に対する偏

見や無理解を助長しているものというべきなのである。  

⑶ 偏見や無理解の中での生活による精神的苦痛 

福島原発事故による避難者は，本来帰ることができるにもかかわらず帰ろ

うとしない者との偏見を持たれ，福島原発事故の被害を訴えたり避難を継続

したりすることに対する偏見や無理解のなかに居る。 

このような偏見や無理解の中で，避難者は，自らの被害を訴えるどころで

はなく，自らが避難者であることすら隠しながら避難生活を送らざるをえな

いなど，その精神的苦痛は甚大である。 

８ 住宅問題 

本件事故から６年半余りが経過した現在，避難者に大きな経済的・精神的損

害を与え続けているのが，生活の基盤たる住居の問題である。避難者は，避難
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によって，災害救助法に基づく応急仮設住宅等での生活を余儀なくされた。避

難者は仕事を失ったことや，二重生活による生活費の増大によって経済的に困

窮している。そのような経済状況の中で，自力で新たな住居を確保することが

極めて困難であることは明白である。福島県が２０１６〔平成２８〕年６月に

発表した，「住まいに関する意向調査」では，福島県外に避難する３，４５３

世帯のうち７７．７％の２，６８４世帯が「平成２９年４月以降の住宅が決ま

っていない」と回答している。 

このような状況であるにも拘わらず，福島県は，２０１７〔平成２９〕年３

月３１日をもって，帰還困難区域に該当するなどの一部地域からの避難者を除

き，これまで行ってきた住宅の無償提供を打ち切った。 

避難者にとって，住宅の保障は避難を継続するうえで必須のものであり，支

援を打ち切られた避難者の中には，やむを得ず避難先よりも放射線量の高い避

難元への帰還を選択した者もいる。 

「原発事故子ども・被災者支援法」では，「被災者の不安の解消及び安定し

た生活の実現に寄与することを目的と」して，被災者支援策について，被災者

一人一人が自らの意思で居住・移動・期間の選択を行うことが出来るように，

「そのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければならな

い。」と定められているが，現状は同法の目的とはかけ離れた状況にある。 

９ 家族関係の崩壊 

長期間の避難生活は，避難者の精神を疲弊させ，その家族関係をも破壊して

いる。 

避難開始当初は一致団結していた家族も，避難が長期化していくなかで，避

難や放射能の危険性に対する認識・意見の違いが顕在化し，夫婦が離婚に至っ

てしまった家庭も少なくない。 

母子避難を選択した家庭では，父親は家族を支えるために仕事を続けるため

避難元に残る決断をしたものが多い。他方で，母親も家族を被ばくから守るた
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めに避難を選択している。両者は家族を守るという共通の思いを持ちながら

も，長期間離れて暮らすことで夫婦間に亀裂が生じてしまうのである。 

避難者は避難によって，既存のコミュニティからの離脱を余儀なくされ故郷

を失うばかりか，避難が長期化することによって家族というもっとも大切な繋

がりすら喪失する状況が生じている。 

避難者の家族関係の崩壊は決して本件事故と無関係ではない。離婚を選択し

た夫婦も，本件事故がなければ避難元で穏やかな生活を送っていたのであり，

離婚を含む家族関係の崩壊は，まさに本件事故に起因する被害だと言える。 

10 福島県県民健康調査について 

⑴ 県民健康調査 

   福島県は，本件原発事故による健康影響を調べるために，県民健康調査を

実施している。これは，本件原発事故後に公的に取り組まれている唯一の網

羅的な健康調査である。 

   県民健康調査は，事故当時の被ばく線量の推計評価を行うための自記式質

問票（問診票）による基本調査と，県民の健康状態を把握するための詳細調

査から成っている。詳細調査の中心となるのは，以下に述べる甲状腺検査で

ある。 

⑵ 甲状腺検査 

ア 甲状腺検査の態様 

   「甲状腺検査」は，本件事故当時１８歳以下の福島県民約３７万人を対

象として，甲状腺の異常の有無を確認するため，超音波検査等をおこなう

ものである。 

      まず，一次検査として超音波検査が実施され，甲状腺の結節や嚢胞の有

無や大きさが検査される。一次検査の結果，Ａ判定（結節又は囊胞を認め

なかったものをＡ１とし，５．１ｍｍ以下の結節や２０．１ｍｍ以下の囊

胞を認めたものをＡ２とする）となった者には，原則としてそれ以上の検
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査をおこなわない。Ｂ判定（５．１ｍｍ以上の結節や２０．１ｍｍ㎜以上

の囊胞を認めたもの）やＣ判定（甲状腺の状態等から判断して，直ちに二

次検査を要するもの）となった者に対しては二次検査を実施しており，二

次検査では，詳しい超音波検査の他，採血，尿検査を実施し，更に必要が

あれば，結節から細胞を採って検査する穿刺吸引細胞診が行われている。 

イ 先行検査と本格検査             

      甲状腺検査は，本件原発事故による放射線被ばくの影響のない状態（自

然状態）における甲状腺の状態を把握するため２０１１〔平成２３〕年１

０月から２０１４〔平成２６〕年３月までに行う計画とされた「先行検

査」と，事故による甲状腺への影響を把握するため２０１４〔平成２６〕

年４月から２年かけて行い，その後２０歳までは２年ごと，更に後は５年

ごとに行う計画とされた「本格検査」の２段階の設計とされている（但

し，実際の先行検査では，僅かではあるが２０１４〔平成２６〕年４月以

降も未受診者を先行検査として受け付けている）。 

   これは，チェルノブイリでは事故後４年が経過した頃から統計上の小児

甲状腺がんの有意な多発が認められたとされていることに基づき，事故後

３年の間には事故による被ばくに子ども達の甲状腺への影響は無く，子ど

もたちの自然状態における甲状腺の状態（バックグラウンド）が把握でき

るとの仮説に基づく設計であった。 

⑶ 甲状腺がんの多発 

ア 先行検査の結果 

   ところが，そのような仮説に基づいた設計はすぐに破綻した。２０１５

〔平成２７〕年６月３０日までに実施された先行検査の結果，ＢまたはＣ

判定を受けて二次検査を行い，穿刺吸引細胞診を行った子どものうち，実

に１１３人もが「悪性ないし悪性疑い」の判定となったのである。そし

て，その１１３人のうち９９人が同日までに手術を行い，手術後の病理診
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断の結果，１人が良性結節，９８人が甲状腺がんと確定診断された（甲Ｄ

共１２６・県民健康調査「甲状腺検査（先行検査）」結果概要【確定版】

抜粋）。 

   これは，１００万人あたり３７６人の割合で「悪性ないし悪性疑い」と

判定されたことを示しており，甲状腺検査開始前の想定を１００倍近くも

上回る，驚くべき割合で甲状腺がんが発見されたものであった。 

イ 本格検査の結果  

   最新の公表データである２０１７〔平成２９〕年３月３１日までに実施

された本格検査の結果は次のとおりである（甲Ｄ共２０４）。 

   一次検査の検査結果はＡ判定が２６万８２７１人（９９．２％），Ｂ判

定が２２２６人（０．８％），Ｃ判定は０人であった。本格検査でＢ判定

と判断された２２２６人のうち１３３２人（５９．８％）が，先行検査で

はＡ判定（Ａ１及びＡ２判定）だった。これは，先行検査を受診した後

に，急速に結節や嚢胞が発生，拡大したことを示唆している。 

   二次検査の対象者（Ｂ判定を受けた者）２２２６人のうち１７４８人が

二次検査を終了している。その１７４８人のうち，４１８人（２３．

９％）は精査の結果一次検査基準でＡ１，Ａ２範囲内であることが確認さ

れ，次回検査となった。 

   一方，残る１３３０人（７６．１％）のうち２００名には穿刺吸引細胞

診が行われた。その結果，うち７１人が「悪性ないし悪性疑い」の判定と

なった。この７１人のうち先行検査の結果は，Ａ判定が６５人（Ａ１が３

３人，Ａ２が３２人）であった。 

   ２０１７〔平成２９〕年３月３１日までの本格検査の結果判定数は２７

万０４９７人であるから，これを母数とすると，実に１００万人あたり２

６２人が「悪性ないし悪性疑い」と判定されたこととなる。 

   本格検査の検査結果は，年間４回程度開催される県民健康調査検討委員
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会の都度に原則として最新の情報が公表された。公表の度に甲状腺がん発

見数は増加し続け，本件原発事故により被ばくした者や家族らの不安を高

めることとなった。 

⑷ 津田敏秀教授らの論文 

      岡山大学の津田敏秀教授らのグループは，２０１５〔平成２７〕年８月，

福島県が行っている県民健康調査の結果を分析し，「２０１１年から２０１

４年の間に福島県の１８歳以下の県民から超音波エコーにより検出された甲

状腺がん」と題した論文を公表している。この論文は，査読つきの国際的な

医学雑誌であり国際環境疫学会の発行する「Epidemiology」に掲載された。 

     津田教授らは，日本全体の年間発生率と福島県内の比較対照地域の発生率

を用いた比較により，この福島県による県民健康調査の第１巡目（先行検

査）と第２巡目（本格検査）の２０１４〔平成２６〕年１２月３１日時点ま

での結果を分析した。 

    日本全国の年間発生率と比較して潜伏期間を４年としたときに，最も高い

発生率比（ＩＲＲ）を示したのは，福島県中通りの中部（福島市の南方，郡

山市の北方に位置する市町村）で，５０倍（９５％信頼区間：２５倍－９０

倍）であった。県民健康調査の受診者に占める甲状腺がんの有病割合は１０

０万人あたり６０５人（９５％信頼区間：３０２人－１０８２人）であり，

福島県内の比較対照地域との比較で得られる有病オッズ比（ＰＯＲ）は，

２．６倍（９５％信頼区間：０．９９－７．０）であった。２巡目（本格検

査）では，当時において，まだ診断が確定していない残りの受診者からは１

人も甲状腺がんが検出されないという仮定の下で，すでに１２倍（９５％信

頼区間：５．１－２３）という発生率比が観察されている。 

     その結果，津田教授らは，福島県における小児および青少年においては，

甲状腺がんの過剰発生がすでに検出されていると結論づけた（甲Ｄ共１６７

の１）。 
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⑸ 県民健康調査の結果等が原告らに与える影響 

   当初の想定を遥かに上回る多数の甲状腺がんが発見されたことについて，

福島県や県民健康調査検討委員会は，多発が被ばくによる健康影響であるこ

とを一貫して否定する姿勢をとった。この点の学術的・科学的な解明には，

未だ，結論は出ていない。 

   しかし，少なくとも，県民健康調査における甲状腺検査によって，小児甲

状腺がんが多数発見され，本件原発事故により拡散した放射性物質に被ばく

したために発生したものである可能性が一定の論拠をもって主張されている

状況は，原告らにとって，重要な意味を持っている。自ら避難し，あるいは

家族を避難させた原告らにとって，やはり，リスク回避を重視して避難する

選択をしておいてよかったとの確信を強めるものであったと同時に，避難し

た原告らにとって，未だ元の居住地へ帰還することができないとの判断を継

続する大きな理由ともなるものであった。 

   かかる事実は，事故後の事情の一つとして，通常の社会通念に従って，避

難者らが避難生活を継続することに相当性があることを強く根拠づけるもの

に他ならない。 

⑹ 柴田義貞氏の証言 

ア 柴田義貞証人 

   被告国の申請した専門家証人である柴田義貞氏は，福島県立医科大学放

射線医学県民健康管理センター特命教授の地位にあった（２０１２年から

２０１５年９月まで）。柴田氏は，主尋問において，「検診データとがん

センターのがん登録のデータを直接比較して，大きい小さいということを

言うのは意味がない」，「（津田論文は）前後即因果の間違いを犯してい

ます」等として，原告側専門家証人である崎山比佐子氏の意見や，津田敏

秀教授の公表した論文の結論を批判した。 

   しかし，柴田氏の証言内容や姿勢自体が，多くの原告らにとって，放射
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線被ばくによる健康リスクについて，国や県等が住民の安全に注意して，

真実を語ることをせず，リスクや被害を矮小化しようとするものであると

の不信感を強めるものであったと言える。 

      まず，柴田氏自身も，反対尋問において，県民健康調査で「甲状腺検

査」が実施されているのは，「チェルノブイリで小児甲状腺がんが増えた

から」であることは否定しなかった（柴田反対尋問調書・２８頁）。そし

て，チェルノブイリ原発事故後に周辺住民に多発した小児甲状腺がんは，

原発事故による被ばくと因果関係があると考えられていることを肯定し，

福島原発事故の後に，多くの保護者が，子ども達が甲状腺がんになるので

はないか，という不安を抱いたことには根拠があったことを認めている

（柴田反対尋問調書・２９頁）。 

イ 多発が予想されていたとの主張と当時の書面との矛盾 

   しかし，連名意見書（丙Ｄ共３６）には，「県民健康調査の開始当初か

ら，健常者に対して精緻な検査を導入すれば多くの有所見者が検知されるこ

とが予想されていたといえる。」と書かれていたが，調査実施前の検討委員

会の書面（甲Ｄ共１７９）には，「年間１００万人あたり１，２名程度と極

めて少ない」，「甲状腺の状態をご理解していただくことが，安心につなが

るものと考えております。」と書かれているのであり，実施前には予想され

ていなかったのではないか，との問いに対しては，「書いてないけれども，

議論はあったはずです。」，「私はその当事者にないので」，「じゃないと

思いますね。分かりません。」等と繰り返し，根拠を示すことのないまま，

客観的書面と矛盾する主張を重ねた（柴田反対尋問調書２９～３０頁）。 

ウ チェルノブイリでの調査実績と福島における言動との矛盾 

   そして，県民健康調査で発見されている甲状腺がんは，マススクリーニン

グをしたことによって発見された，いわゆるスクリーニング効果によるもの

であるとの考えを明らかにした（柴田反対尋問調書３１頁）。 
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   しかし，先例となるチェルノブイリ事故後の小児甲状腺がんの多発につい

ても，当初に研究者らが小児甲状腺がんの多発を発表した頃には，原発事故

の影響ではなく，検診によるスクリーニング効果ではないかとの意見が出て

いた。これに，決着をつけたとされる調査，研究の筆頭著者こそが，他なら

ぬ柴田氏本人だったのである（柴田反対尋問調書３１，３２頁，甲Ｄ共１８

０）。柴田氏は，チェルノブイリにおいて，「事故の影響の有無に決着をつ

けるプロジェクト」を提案し，実施した（１９９６年～２００１年）。同一

地区に住む事故前と事故後（１９８７年以降）に生まれた子どもを同一プロ

トコールの下で検診し，甲状腺がんを含む甲状腺異常の頻度に差が認められ

れば，事故の影響が証明されたことになるとの仮説に基づく調査であった。

この様な方法を提案した１つの理由は，事故後の被ばく線量の推定が極めて

難しいことであった。 

   果たして，その調査の結果，事故以前に生まれていた子ども９７２０人の

うち男児７人，女児２４人に甲状腺がんが診断されたが，事故後である１９

８７年以降に生まれた９４７２人には甲状腺がんは皆無であった（甲Ｄ共１

８０）。 

   柴田氏は，この調査結果の対比によって，チェルノブイリ事故後の小児甲

状腺がんの多発は，スクリーニング効果ではなく，原発事故による放射線被

ばくの影響であるという点に決着が付いたことを認めている（柴田反対尋問

調書・３２～３３頁）。 

    しかし，そうであればこそ，同じく，放射性ヨウ素に関する被ばく線量の

推定が極めて難しい福島原発事故の場合においても，同じようなやり方で調

査すれば，放射線の影響による多発であるのか，スクリーニング効果による

ものかが明らかになるのではないか，との問いに対しては，「なりますけれ

ども，そういうことを今の時点でというか，福島でやることは，無意味とい

うか，危険です。」（柴田反対尋問調書３３頁）と述べ，同様の検査は実施
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すべきではないとの考えを示した。 

   その理由を改めて説明した際には，県民健康調査では子ども達に「ほとん

ど自覚症状がない」けど「チェルノブイリの場合は全然違います。」や「何

か検証するために，悪く言えば全くのモルモット扱いになりかねない。だか

ら，それはやめた方がいい」，「（チェルノブイリは）あの辺りは私も何回

も行っていますけれども，被ばく線量は，福島辺りの今の状態よりももっと

高いです。」，「福島で放射性物質が残っているんじゃないかと言われて

も，それは，もう甲状腺には関係ないものなんです。」（柴田反対尋問調書

５８頁）と述べている。 

   しかしながら，このような発言は，およそ科学者の発言らしくない不合理

なものである。まず，自らが過去に行ったと同様の調査をすることによって

科学的な結論が得られることは明らかであるにもかかわらず，「福島でやる

ことは無意味」，「モルモット扱い」などと述べるのは，結論ありきの非科

学的な言説であると言わざるを得ない。また，県民健康調査と比較して，チ

ェルノブイリ事故後に生まれた子ども達の調査では，子ども達に自覚症状が

あったかのような発言は，明らかに事実に反している。さらに，チェルノブ

イリでは事故後もずっと線量が高いのに対し，福島に残っている放射性物質

は甲状腺には関係ないものなどと述べているが，これが半減期８日の放射性

ヨウ素について述べたものであれば，チェルノブイリにおいても同様である

から，極めて不合理な比較である。 

エ 健康不安を否定する強弁 

   結局，柴田氏は，県民健康調査で現に数値として表れている明らかな多発

に対して，行うことのできる調査を行おうとせず，「福島では線量が低いの

で，考えにくい」とのデータを伴わない仮説を強調することで，根拠無く，

福島原発事故との因果関係を否定する発言に終始した（もっとも，「今の段

階で，多発とは思わない。これからの出方ですよ。」との留保はつけられた
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（柴田反対尋問調書３７頁））。 

   柴田氏は，チェルノブイリ原発事故後についての報告において，周辺住民

への精神的影響も大きかったとし，もともと「放射線被ばくの晩発影響は長

期の潜伏期間を経た後に現れるため，将来の健康に関する不安が増強され

る」という面があるとしていた（甲Ｄ共１８０）。しかし，県民健康調査に

おいて，多数発見されることが予想されるなどとは事前に説明されることな

く，「安心につながるもの」（甲Ｄ共１７９）として実施された。そのよう

な県民健康調査において，甲状腺がんの多数の発見例が報告されたことは，

被ばくをしてしまったかも知れない周辺住民にとって，将来の健康に関する

不安をますます増強するのではないか，との反対尋問に対し，柴田氏は，

「そんなことはないと思います。周りで，危ない，危ないと言う人が居るか

ら，不安になっているんですよ。」と証言した（柴田反対尋問調書３８

頁）。 

   柴田氏は，ここでも，チェルノブイリ事故に関する言説と明らかに異なる

ダブルスタンダードと評すべき発言により，原発事故のために生じた放射線

被ばくによる健康リスクを懸念する住民の心境が，まるで，不合理に煽られ

たものであるかのように述べたのである。 

⑺ 崎山証人反対尋問における被告国の主張について 

    被告国は，柴田氏が述べた誤った認識に基づき，原告側証人である崎山比

佐子氏の反対尋問において，県民健康調査の結果に関する津田敏秀氏らの論

文（甲Ｄ共１６８の１）に対する批判を展開した。 

ア Ｐ≒ＩＤに関する理解不足 

   その主要な批判対象は，Ｐ（有病割合）≒Ｉ（発生率）×Ｄ（平均有病

期間），すなわち，有病割合は発生率と平均有病期間の積に近似するとい

う公式に関するものであった。しかし，いずれも，柴田氏がこの公式を正

しく理解していないことに起因する的外れの批判であった。 
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   柴田氏は，津田教授がこのＰ≒ＩＤを応用したものとして，当該論文で

採用したＤ（平均潜伏期間 latent duration of disease）について，「津田氏

らが津田論文で初めて定義した用語で，その定義自体が恣意的です。」と

述べる（丙Ｄ共５６）。被告国指定代理人は，おそらく，この柴田氏の意

見に基づいて，崎山氏の反対尋問において，津田論文が採用したＤ（平均

潜伏期間 latent duration of disease）について，崎山氏に釈明を求める質問

を繰り返した。 

しかし，そもそも，津田教授の論文（甲Ｄ共１６８の１）に対して，崎

山証人に釈明を求めること自体が筋違いである。 

そして，実際に，この点は，後に原告らが提出した津田敏秀氏本人の意

見書（甲Ｄ共２０５）によって，柴田氏の理解不足であることが示されて

いる。 

津田教授は，同意見書において，ある人が，原因と仮定している物質等

に曝露された時点（①で示しています）から，不可逆的な甲状線がんの進

行状態が始まり（②），その甲状腺がんの大きさが５ｍｍを超えた時点

（③：つまりエコーで見つかれば追跡対象となる大きさになった時点）を

経て，実際にエコー検診で発見される（④）か，発見されずに一般に医療

機関を受診する等で臨床的に発見される（⑤）時点を経て，そして手術や

死亡等（がんでなければ治療で回復することもある）でがんの状態ではな

くなる時間経過とそれぞれの時点を，一本の直線にして図示した。その上

で，「このような経過を整理して，導入期間（induction period：①から

②），潜伏期間（latent period：②から④もしくは②から⑤），経験的導入

期間（empirical induction period：①から⑤）というように，それまでは潜

伏期間 latency（①から⑤の経験的導入期間に相当）でおおざっぱに語ら

れていた時間を，きちんと論文で定義したのが Rothman(1981)です。その

後，現代疫学と呼ばれる専門書で最も参考にされるテキストの第 1 版から
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現在の第 3 版に至るまで掲載され続けています（Rothman 2008）。」とし

て，このような時間間隔の整理や定義が，津田教授らの独自のものではな

く，Rothman らによる確立された手法であることを示した。 

そして，柴田氏が「疫学で確立されている」とする平均有病期間は，時

間の流れの⑤から⑥までの時間の長さの対象者全員の平均値であり，津田

教授らが採用した平均潜伏期間（latent duration）は，③から⑤までの時間

の長さの対象者全員の平均値であるから，理論的には，時間の幅の取り方

を，どちらもがん細胞が発見されている「腫瘍の大きさが小さい方向にず

らしただけ」のことであることを解説している。 

そもそも，この津田論文（甲Ｄ共１６８の１）は，Epidemiology という

疫学理論と環境疫学では最も厳しい医学雑誌の査読を通過して，巻頭に掲

載された論文なのであるから，疫学理論的には認められたことが明らかで，

恣意的な概念が用いられているなどとは考えられないものである。 

イ 平均潜伏期間４年に関する理解不足 

また，被告国指定代理人は，津田教授らの論文において，この平均潜伏

期間に４年を割り当てていることについても，繰り返し崎山氏への反対尋

問において釈明を求めていたが，これも同様に，そもそも筋違いであり，

かつ誤った指摘である。 

津田教授らが当該論文において平均潜伏期間として割り当てた数字は４

年であったが，この数字がより多かったり，少なかったりした場合に，結

果や結論にどの程度の影響を与えるかを見積もるために，様々な値を割り

当てることを感度分析という。津田教授は，平均潜伏期間に，現実的な数

字である１年から２０年を当てはめても，また非現実的な数字である１０

０年までを当てはめても，やはり，甲状腺がんが多発しているとの結論に

はかわりがないことを確認している（甲Ｄ共１６８の３・訳注２）。これ

は，それだけ，県民健康調査により確認された甲状腺がんの多発の程度が
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著しいことを意味する。 

感度分析において，平均潜伏期間に４より大きな数字を入れることは，

小児甲状腺がんにおける一般的な平均潜伏期間に様々な数字を当てはめて

みているのであって，県民健康調査によって確認された甲状腺がんの潜伏

期間の平均を算出しているのではない。 

被告国指定代理人は崎山証人に対して，「先行検査の結果を分析するの

に，Ｄに４より大きい数値を入れるということは，そのがんが本件事故前

からあったことを認めることになるんじゃないですか。」と質問したが，

これは，明らかにこの点を誤解したものであった。 

ウ 属性の異なる剖検例との的外れの比較 

さらに，被告国は，甲状腺がん以外で死亡した人の剖検例に数パーセン

トから３０パーセント近くの乳頭がん（甲状腺がんの種類）が含まれるこ

とも指摘したが，的外れである。 

崎山証人が指摘したとおり，それらの報告例には確かに甲状腺がんが発

見されているが，そもそも５ｍｍ以下のがんが多く，また，若年者には見

つからないからである。 

エ ＵＮＳＣＥＡＲ２０１６年白書による津田論文の評価 

   被告国は，ＵＮＳＣＥＡＲ２０１６年白書が津田論文について「このよ

うな弱点と不一致があるため，本委員会は，Ｔｓｕｄａ ｅｔ ａｌ．に

よる調査が２０１３年報告書の知見に対する重大な異議であるとはみなし

ていない」との記載をしていることを指摘した。 

   しかし，崎山証人が指摘するようにＵＮＳＣＥＡＲは純粋な学術団体で

はない（崎山反対尋問調書５３ページ）。 

   崎山証人は，「ＵＮＳＣＥＡＲというのは科学的にきちっとしたことで

はなくて，ある意味，ほかの政治的なプレッシャーというかそういう影響

がある組織だということを言いたかったんです。」と説明をしている（崎
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山反対尋問調書５５ページ）。 

   ＵＮＳＣＥＡＲについては，チェルノブイリ原発事故の際の甲状腺がん

多発を認めた経緯も重要である。 

 崎山証人は，この点，「（チェルノブイリ）事故が起きたのは１９８６

年ですから，（事故による甲状腺がん多発を認めるまで）１４年もたって

いると。４年後ぐらいから，がんは増えているわけです。ですから，そう

いうのが『Ｎａｔｕｒｅ』に出たのは千九百九十何年でしたか。要するに

科学的なジャーナルに出てからＵＮＳＣＥＡＲがそれを承認するまで，か

なりな時間が掛かっているということです。」とＵＮＳＣＥＡＲについて

証言した（崎山反対尋問調書５５ページ）。 

⑻ 小括 

   このように，県民健康調査では，事前の想定より遙かに多数の小児甲状腺

がんが発見されている。国や福島県は，これが原発事故による放射線被ばく

によって生じたものであることを一貫して認めていない。得られた調査結果

から，様々な可能性を慎重に検討しようとせず，健康影響は無いとの結果あ

りきの評価姿勢が保たれているようであることによって，却って，住民等の

不安感や不信は増大してしまっているといえる。 

      この様な状況は，原告らにとって，未だ元の居住地へ帰還することができ

ないとの判断を継続する大きな理由となっており，避難生活を継続すること

に相当性があることを強く根拠づける事情であると言える。 

11 結語 

以上のように，避難が長期化することによって避難者の被害は深刻化の一途

を辿っている。避難者は慣れ親しんだ故郷に帰り，本件事故前には当たり前だ

った生活を取り戻したいと切実に願っている。 

しかしながら，避難元は依然として高線量の地域もあり安全が確保されてい

るとは到底言えない状況である。また，福島第一原発の状況が再び深刻化しな
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いとする保証はどこにもないのである。安心して暮らせる環境も整わないまま

に進められる帰還政策を受け入れられないとすることは不合理とはいえない。 

また，これまでの被告国や被告東京電力の行動を鑑みるに，被告国や被告東

京電力の発表する情報や今後の見通しについて原告らが不安を感じるのも無理

からぬところであり，原告らがそれらを信用できないことにも合理的な理由が

ある。原告らが避難を継続せざるを得ないと判断することは不合理とはいえな

い。 

上述したように，本件事故から６年以上が経過した現在においても，未解決

の種々の問題が山積みの状態であり，避難者が避難を選択したこと，また現在

においても避難を継続していることが社会的相当性を有することは明らかであ

る。本件事故による被害は避難を余儀なくされた時点で完結するのではなく，

重層的・継続的に発生し続けているのである。 

 

第 10 最後に 

強制的に避難を指示された者が，原発事故によって住み慣れた土地を奪われ

たことは明らかであるが，避難指示が出されていない地域から避難した本件訴

訟の多くの原告らも，住み慣れた土地，故郷を安易に捨てたのではない。 

原子力発電所が爆発を起こした直後はもちろんのこと，それ以後も避難を継

続しているのは，子どもをはじめ愛する者の生命・健康への影響を真剣に考

え，悩み苦しんだ末の結果である。 

ところが，被告らは，「公衆被ばく線量限度は，緊急時被ばく状況や現存被

ばく状況においては『適用されない』」と述べるのみである。そこには，原告

らが，幸せに暮らしたい，健康に暮らしたい，日本の他の地域と同様に平穏に

暮らしたい（平時の状態のなかで暮らしたい）という願いを有していること，

悩み葛藤しながら避難を選択せざるを得なかったことに対する想像力（相当因

果関係の有無についての誠実な検討の形跡）というものが一切存しない。 
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「公衆被ばく線量限度は平時にのみ適用される」との趣旨の主張を行ってい

る被告らは，自らの過失で原告らの住む地域を放射能に汚染させて平穏な生活

を奪い，「平時の状態」を失わせながら，原告らが平時の，平穏な生活を送り

たいとする思いを，ただ「適用されない」という一言で片づけようとしている

のである。 

そればかりか，区域外から避難した原告らが異常に神経質であり，特殊であ

るかのように論じ（相当因果関係が存しないとの主張は，まさに，そのような

内容を前提とするものである），「自己責任」の名のもと切り捨てようとしてい

るのである。 

裁判所におかれては，低線量被ばくに関する社会規範等を十分に考慮され，

原告らの選択が異常特殊なものではなかった，悩み苦しんだ末の結論であった

ということを判決によって示していただきたいと切に希望する次第である。 

以 上 


