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【本文】

第 1章 はじめに（本件訴訟の意義）

本件訴訟は、行政訴訟と国賠訴訟が併合審理され、争点は多岐にわたるが、

控訴人らが本件訴訟において、各請求、各主張に共通する問題として提起して

いる輪点を、本件訴訟の意義として、冒頭に記載する。

第 1 子どもはいかなるレベルで被ばくから守られるべきか

1 （日本の公害対策）

日本は、 19 6 0年代、 19 7 0年代に深刻化した公害を克服してきた

が、その克服の過程で公害対策基本法（昭和 42年法律第 13 2号）を中

心とする公害対策立法は大きな役割を果たした。公害対策基本法は、政府

に、「大気の汚染、水質の汚濁、士壌の汚染等に関わる環境上の条件につ

いて、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持することが望ま

しい基準」（環境基準）を定めること（同法 9条）、事業者等の遵守すべき

基準（規制基準）を定めること（同法 10条）を義務付け、これは現行の

環境基本法（平成 5年法律第 91号）に引き継がれている（同法 16条、

2 1条）。

2 （環境法制における放射性物質の適用除外）

放射性物質は大気汚染、水質汚濁、土壌汚染を招く公害物質である。と

ころが、福島原発事故前、公害対策基本法及び環境基本法は、放射性物質

の適用除外条項を定め（公害対策基本法 8条、環境基本法 13条）、「放射

性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措

置については、原子力基本法その他の関係法令で定めるところによる。」

としていた。

ところが、環境基本法の上記適用除外条項は、福島原発事故後、原子力

規制委員会設置法（平成 24年法律第47号）附則 51条により削除され、

放射性物質は、環境基本法による規制下におかれることとなった。

3 （原子力法制等の定め）

それでは、上記適用除外条項が削除される以前、「原子力基本法その他

の関係法令」（以下「原子力法」という。）は何を定めていたか。原子炉等

規制法や放射線障害防止法は、事業者に対して、周辺監視区城の外側、エ

場又は事業所の境界において年 1ミリシーベルトを超えてはならない旨

の規制基準を設けていた（詳細は、控訴人らが原審で陳述した準備書面 3

を参照されたい。）が、環境基準に相当する基準は定められていなかった。
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他方、災害法制では、災害対策基本法1の特別法として原子力災害特別

措置法が制定され、災害対策基本法に基づいて中央防災会議が作成する

防災基本計画（第 11条第 2項第 1号、乙A第 1号証）や都道府県が作成

する都道府県地域防災計画（第 14条第 2項第 1号）には、「原子力災害

対策編」が設けられ、防災基本計画原子力災害対策編を作成するには、原

子力安全委員会が定めた「原子力施設等の防災対策について」（以下「防

災指針」という。甲A第 6号証）を十分尊重すべきものとされていた。し

かし、これらは、主として原子力災害発生時の応急的措置を定めたもので

あって2、原発事故後の長期にわたる住民の被ばく被害に対する対応はほ

とんど定められていなかった30

4 （小括）

要するに、この国は、 54基もの原子力発電所を海岸線に並べながら、

日本の原発は過酷事故を起こさないという安全神話にどっぷりと浸かり、

過酷事故によって、自然放射線以外の放射性物質が人々の日常の生活環

境に侵入してくる事態を具体的に想定せず、どのレベルで住民とりわけ

子ども達を被ばくから守るかについて、何の定めもなく、そもそもその点

についてまともな検翫をしてこなかったのである。そのため、福島原発事

故後、政府は、日本の法令上何の根拠もない ICRP2007年勧告を持

ち出し、多くの被災住民の反対を押し切って、同勧告に準拠した政策を推

し進めてきた。他方、放射性物質が環境基本法による規制下に置かれたの

に、未だに放射性物質についての環境基準が策定されていない。

1 災害対策基本法施行令第 1条は、災害対策基本法にいう「災害」に放射性

物質の大量の放出により生ずる被害を含めていた。

2 原子力安全委員会が平成 23年 7月 19日に定めた「今後の避難解除、復

興に向けた放射線防護に関する基本的な考え方について」（乙A第 5号証）

には、「現在の防災指針に規定されている指標は、短期間の避難や屋内退避

を想定した国際機関の指標を参考に定めたものであり、わが国においては長

期にわたる防護措置のための指標がなかった」ことを率直に認めている (2

頁2行目～ 4行目）。

3 原子力災害特別措置法第 5章は「原子力災害事後対策」であるが、住民の

被ばく対策として定められているのは、健康診断等医療に関する措置を行う

ことだけである（同法第 27条第 1項 2号）。また、防災基本言十両（乙A第

1号証）第 10章「原子力災害対策編」の第 3章は「災害復旧」である (2

83~284頁）が、僅か 1頁の分量であり、住民の被ばく対策として定め

られているのは、「心身の健康に関する祖談に応じるための体制を整備す

る」ことのみであった。
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ICRP2007年勧告に基づく被ばく防護対策の思想ないしよって

立つ価値は、日本の環境法制で貫かれている思想ないしよって立つ価値

とは全く異質なものである。放射性物質が環境基本法による規制物質に

なったのにも関わらず、国は、放射性物質についての環境基準の策定を怠

り、 ICRP2007年勧告に基づく被ばくを住民とりわけ子どもたち

に強要している。

控訴人らが提起しているのは、住民とりわけ子ども達は、放射性物質か

ら、環境基本法がよって立つ思想ないし価値によって守らなければいけ

ないのではないかという間題である。しかし、原判決は、 ICRPの被ば

＜防護思想を無批判に信頼し、それに従った国や地方公共団体の措置を

正当化することに汲々とし、控訴人らが提起した問題に答えることがな

かった。控訴審裁判所におかれては、是非この問題について正而から検討

し、ご判断をいただきたい。

第2 災客時における被災住民の国及び地方公共団体に対する権利

1 （被災者の権利）

被災者の生命、身体及び財産を災害から保護するのは、国の基本的な義

務であり（災害対策基本法第 1条、 3条）、その点は、原子力災害におい

ても同様である（原子力災害対策特別措置法第 1条、 4条）。被災者には、

国に対して災害からの保護を求める権利があり、この権利は、憲法 25条

（生存権）、 29条（財産権）、 13条（幸福追求権）に由来すると考えら

れる。まして、本件事故による放射能物質の流出は災害（不時の災い）で

はなく、国と事業者の共同過失により発生したものである（仙台高判令和

2年9月 30日、東京高判令和 3年 2月 19日等）。その被害者である控

訴人らが、被害救済を事故原因者に求めるのは当然の条理であり、救済の

必要性や範囲を、被害賠償の理念を無視して、事故原因者が一方的に決定、

変更できる性質のものではない。

2 （防災、減災への被災者の主体的な権利としての避難措置の選択）

事故や災害による被害を可及的に小さくするためには、国や行政だけ

ではなく、被災者自身の的確な判断、迅速な待動が必須である。被災者も

主権者の一人として災害被害の最小化に努める責務を負担しているので

あり、災害対策基本法第2条の 2は、基本理念として、「住民一人一人が

自ら行う防災4活動・・・地域における多様な主体が自発的に行う防災活

4 災害対策基本法 2条2項は、「防災」を「災害を末然に防止し、災害が発生
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動の促進」を麟い（第 2号）、行政には、この被災者による主体的な取り

組みを阻害することのないよう配慮する必要を強調している（第 5号）。

そして、同法第 7条第 3項は、住民等に対して、「防災に寄与するように

努め」ることを求めている。

3 （原発事故被災住民が正確な清報を迅速に入手する必要性と権利性）

住民が災害からの影響を極力回避して自分や家族の生命、身体及び財

産、さらにはコミュニティを主体的に守り、不合理な差別を排して、被災

者としての人格権を維持するには、正確な被災情報が迅速に得られるこ

とが不可欠である。福島原発事故の際、被災住民たちは、避難するのかし

ないのか、屋内退避をするのかしないのか、地元の食材を食べるのか、食

べないのか、水道水を飲用していいのか、いけないのか、子どもを外で遊

ばせていいのか、いけないのか、マスクをすべきか、その必要はないのか

等、生活の様々な局而で決断を迫られた。個人の生存に関わる璽大局面で、

人としての尊厳を維持し、戸しい判断をするために必要なのは、正確な情

報が迅速に入手できることである。災害対策基本法第 8条第 2項は、国及

び地方公共団体に対し、被災者に対する的確な清報提供に努めることを

求めている（第 17号）が、災害についての情報を被災者に正確かつ迅速

に提供することは、その重要性に鑑みれば、国及び地方公共団体の努力義

務にとどまるものではない。とりわけ、原子力災害においては、「放射性

物質や放射線の存在を五感で感じることができず、被ばくの程度を自ら

判断できない、一般的な災害と異なり、自らの判断で対処するためには、

放射線等に関する基本的な知識を必要とするから、原子力に関する専円

的な知識を有する機関の役割や指示、助言等が重要である」という特有の

事情があり【防災指針（乙A第 7号証） 3頁】、加えて、放射線被害に対

する科学的知見は未確定の分野を多く残していることを踏まえれば、被

災者に対する正確な情報の迅速な提供は、被災者が、適切な避難措置を選

択し、災害という非常時を主体的に乗り越え、自己の生存と尊厳を維持す

る上において極めて重要なものであり、被災者が被災者として不合理な

差別を受けない権利とともに、被災者人格権の根幹をなすものである。

そうすると、原子力災害の被災住民は、その生存のために、財産を守る

ために、あるいはコミュニティのために、そして人格的自律、尊厳のため

に、憲法 25条、 29条及び 13条に由来する権利として、自分が主しい

した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復 1日を図ることをいう。」

と定義づけている。 ， 



選択をするために必要な情報を持っている国及び地方公共団体に対し、

その情報の開示を求める権利（いわば「被災者の知る権利汀）を有すると

解するべきである。そして、国及び地方公共団体による情報提供は、被災

住民の上記権利に応える義務として定められているというべきである。

この理は、事故の加害者の被害者に対する損害拡大回避のための情報

提供義務においてより徹底される。事故被害者も損害の拡大を防土する

条理上の義務を負担するが、加害者が被害者に対する事故情報の提供を

回避、秘匿、隠蔽する行為は、事故実態の隠蔽、被害の拡大、被害賠償請

求の困難といった事態を招来させる反倫理的な行為である。加害者の被

害者に対する事故情報提供の裁量権は、特段の合理的事由のない限り、厳

しく制約されなければならない。

4 （本件国賠訴訟における位置づけ）

本件国賠請求のうち相当部分は、この「被災者の知る権利」の侵害、加

害者である被控訴人国の情報提供義務違反として位置づけられる。本件

訴訟においては、不時の原子力災害としてではなく、加客事故であること

を常に念頭に置いて、個々の輪点を検討する必要がある。また、被控訴人

福島県は、本件原発事故の発生の加害責任者ではないが、災害対策基本法

8条に基づき、被災者たる被控訴人らに対し、被害拡大を防止するための

適切な情報を提供し、被災者としての主体的な避難措置の行使（被災者人

格権）を十全ならしめる義務があり、さらに、事故加害者たる困が適切な

情報開示を怠っているような場合には、積極的に、開示を促す義務がある。

仮に、この義務を怠り、国の情報不開示を放置、黙鰐するときは、加害者

である国と同様の責任を負担すべき関係に立つ。

第 3 原発事故の救済に関する法令の特筆すべき事情ー全而的「法の欠峡」状

態の発生

1 日本の法体系をゆるがした福島原発事故

福島原発事故は、一時は吉田昌郎福ー所長（当時）に「東日本壊滅」を

覚悟させた汀まどの、日本史上最悪の、未曾有の過酷人災であった。

「知る権利」は、従前、憲法 21条「表現の自由」に由来する権利として

捉えられていたが、ここで控訴人らが主張する「知る権利」は、それとは異

なり、憲法 25条に由来する権利として位置づけている。

6 《私は本当にここだけは一番思い出したくないところです。...ここで本当

に死んだと思ったんです。 2号機はこのまま水が入らないでメルトして、完

全に格納容器の正力をぶち破って燃料が全部出ていってしまい、そうする
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この未曾有の福島原発事故は、言うまでもなく日本の政治 ・経済・文化

に前例のない甚大な影響を及ぼした。しかしその影響はそこにとどまら

なかった。日本の法体系も実は未だかつてない深刻な影響を受けたので

ある。その最大の理由は 20 1 1年 3月 11日まで日本政府は安全神話

のもとで、現実の原発事故の発生を想定しなかったのに対応して、日本の

法体系も原発事故の発生を想定しておらず、原発事故の救済に関する法

体系が文字通りノールール（無法地帯）状態であったからである。災害救

助法ひとつとっても、同法は原発事故という災害を想定しておらず、その

結果、事故直後の時点のみならず、低線量・内部被ばくを想定したその後

の長期にわたる期間においても、原発事故に対応した具体的な救助の定

めは何も法定していなかった。その結果、災害救助法の関連法令もまた、

原発事故の救済に関する行政庁の規制権限について全く法定されていな

かった。 一言で言えば、災害救助法もその関連法令も原発事故に対する備

えが全くなかった。これは他の法律でも同様である。つまり法的な表現で

言えば、福島原発事故発生まで、日本の法体系は原発事故の救済に関する

全面的な「法の欠映」という状態にあった。これは福島原発事故の救済を

切実に求める被災者たちにとって深刻な影響を及ぼした。なぜなら、この

全面的な「法の欠映」状態は原発事故後も解消されず、放置されたままだ

ったからである（その代表的なケースが放射性物質に関する学校環境衛

生基準の欠映であることは控訴人が原審でくり返し主張して通りであ

る）。

2 新しい酒は新しい革袋に盛れ」が未達成の日本の法体系

法体系が、現実に発生した深刻な被害の救済に対し「法の欠映」状態に

あるとき、国はこれまでどうしてきたか。言うまでもなく新たな立法或い

は抜本的な法改正という立法的解決により「法の欠訣」状態の解消を図っ

てきた。その典型が 19 7 0年の特別国会（いわゆる公害国会）である。

日本中で公害による被害が深刻化したとき、公害対策基本法から調和条

項「経済の健全な発展との調和が図られるようにする」を削除、環境保全

を最優先とする姿勢に大転換する法改正を行い、さらに水質汚濁防止法

の制定など公害問題に関する 14の法令の抜本的な整備が行われた（そ

と、その分の放射能が全部外にまき散らされる。 最悪の事故ですから。チ

ェルノブイリ級ではなくて、チャイナシンドロームではないですけれども、

ああいう状況になってしまう。・・・ 放射性物質が全部出て、まき散らして

しまうわけですから、我々のイメ ージは東日本壊滅ですよ》 (2011年 8月 9

日吉田調書 52頁）。
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の詳細は原告準備書面 (32) 1 0頁参照）。公害問題は「新しい酒は新

しい革袋（立法）に盛れ」によって「法の欠餓」状態の解消が図られた。

ところが、 20 1 1年の福島原発事故による深刻な被害が発生し、日本の

法体系が原発事故の救済に関して深刻な全面的な「法の欠蛾」という状態

にあることが判明した時、匿は40年前の「公害国会」の教訓を活かせず、

立法的解決による「法の欠映」状態の解消を図らなかった。

3 「法の欠鮫」状態の解消を図る司法的解決（総輪）

原発事故の救済に関して深刻な全而的な「法の欠峡」状態であるのに、

国が立法的解決を図ろうとしない時、福島原発事故の救済を切実に求め

る被災者たちは手をこまねくしかないのか。むろんそのようなことはな

い。立法的解決が機能不全に陥っている時、それに代わる措置として司法

的解決が可能だからである。それが、深刻な全面的な「法の欠映」状態に

対して、その穴埋め（補充）をする解釈作業である。そして、この法令の

「法の欠映」状態の穴埋め（補充）をする解釈において主導的な役割を果

すのが法律の上位規範である憲法及び条約である。以下、その具体化につ

いて述べる。

4 「法の欠峡」状態の解消を図る司法的解決（各輪）

(1) 緊急事態における「知る権利」の再構成

法令の「法の欠銀」状態の穴埋め（補充）をする解釈において主導的

な役割を果す上位規範として控訴人が第 1に強調したいのが憲法、と

りわけ原発事故などの緊急事態において、被災者の生命、身体、健康を

守るために必要な情報にアクセスできるという「知る権利」の保障が新

たな人権として極めて重要になることである（その詳細は控訴理山書

頁参照）。

控訴審では、本訴の争点となっている法令ごとに、その「法の欠峡」

状態の穴埋め（補充）をする解釈において主導的な役割を果す上位規範

として、緊急事態において再構成された上記の「知る権利」が重要な意

義を持つことを今後さらに、各争点に即して具体的に主張する予定で

ある。

(2) 緊急事態における「国際人権法」の導入

ア 次に、法令の「法の欠映」状態の穴埋めをする解釈において主導的

な役割を果ず上位規範として強調したいのは条約とりわけ従前より

避難民などの人権救済と積極的に取り組んできた国際人権法が存在
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することである。

イ 国際人権法の登場

国際法は第二次大戦後に著しい、抜本的な変容を遂げた。それまで、

もっばら国家間同士の関係を規律する法体系だったのが、第二次大

戦の悲惨な人権侵害の経験への猛省から、個人を人権侵害から守る

たび国際法においても国家と個人（の人権）の関係を規律する法体

系を追加した。それが国際人権法（「人権の国際的保障」或いは「人

権保障の国際化」ともいう）の登場である。

ウ 国際人権法の沿革及び概要

1 9 6 6年、世界最初の体系的な国際人権条約＝社会権規約・自由

権規約が採択された (19 7 9年、日本批准）。この採択ののち、各

規約委員会で、社会権規約 ・自由権規約を具体化、普遍化するための

国際文書「一般的意見」がくり返し作成され、社会権規約委員会では

今日までに 14の一般的意見が作成されている。

また、社会権規約委員会の活動として加盟国が送ってくる「社会権

に関する報告書」を仔細に検討し、総括所見を作成し、加盟国に送付

することが挙げられる。

工 国内法の解釈の一般原則

言うまでもなく 、法律は上位規範である憲法及び条約に適合する

ように解釈する必要がある。従って、法律は条約の 1つである国際人

権法に適合的に解釈する必要がある。それは、前述した原発事故によ

る緊急事態において法令の「法の欠映」状態の穴埋めをする解釈にお

いても同様である。

オ 国際人権法に適合的な法律の解釈の方法について

（ア） 国際法の形式的法源

社会権規約など条約の形式的法源は文字通り、法律がこれに適

合するように解釈する必要がある上位規範である。そこで問題は、

条約の解釈にあたって何を基準とすべきか、そしていかなる解釈

方法に拠るべきかである。

（イ） 条約の解釈に際しての「基準」

条約法に関するウィ ーン条約 31 ~ 3  2条8が示す通り 、条約の

7 それまで、個人を人権侵害から守るのは当該個人が所属する国の国内法に委

ねられていた。

8 「条約法に関するウィーン条約」 31 ~3 2条

第三十一条 （解釈に関する一般的な規則） 1 条約は、文脈によりかつその趣

旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するも
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文言の意味を明らかにするために、その解釈基準として以下の国

際法の実質的法源を用いることが駆められている。

(a) 国連の委員会、国際会議の決諮・宣言・報告書・準備作業

(6) 国際機構の決議

(c) 末発効の条約、日本が批准していない条約

(d) 困際裁判の判例、学説

力 本訴の論点に関する法令について国際人権法に適合的な解釈

のとする。

以上を踏まえて、控訴人は原審で、さしあたり以下の論点について、

国際人権法に適合的な解釈に基づいて被告国の舒為の違法性を主張

した（準備書而 (76・最終） 53~65頁）。にもかかわらず、原判

決は、上記国際人権法の主張を原告主張の整理段階で捨象し、無視し

た。

① 被告国の 2OmSv基準による帰還政策

この措置はそれまでの年 1mSv末灌の公衆被ばく線量限度を引

き上げたものであり、社会権規約 2条 1項が定める「後退的措置の

禁止」に違反する。

② 子どもに年 1mSv末満の公衆被ばく線量限度を超える被ばくを

2 条約の解釈上、文脈というときは、条約文（前文及び附属書を含砂。）の

ほかに次のものを含める。

(a)条約の締結に関連してすべての当事国の間でされた条約の関係合意

(b)条約の締結に関連して当事国の一又は二以上が作成した文書であって

これらの当事国以外の当事国が条約の関係文書として認めたもの

3 文脈とともに、次のものを考慮する。

(a)条約の解釈又は適用につき当事国の間で後にされた合意

(b)条約の適用につき後に生じだ慣行であって、条約の解釈についての当事

国の合意を確立するもの

(C) 当事国の間の関係において適用される国際法の関連規則

4 用託は、当事国がこれに特別の意味を与えることを意図していたと駆めら

れる場合には、当該特別の意味を有する。

第三十二条（解釈の補足的な手段） 前条の規定の適用により得られた意味を

確認するため又は次の場合における意味を決定するため、解釈の補足的な手

段、特に条約の準備作業及び条約の締結の際の事情に依拠することができる。

(a) 前条の規定による解釈によっては意味があいまい又は不明確である場

合

(b) 前条の規定による解釈により明らかに常識に反した又は不合理な結果

がもたらされる場合
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させたこと

これは，子どもの権利条約 24条 1項が定める「到達可能な最高

水準の健康を享受すること」ができる子どもの健康に対する権利

を侵害するものである。

③ 被告同の 2OmSv基準を示した文科省通知

社会権規約委員会は、第 3回日本政府報告書に対する 2013年 5

月 17日付総括所見のパラグラフ 25で、 2012年来日し調査した国

連人権理事会の特別報告者アナンド・グローバー氏の「年間 lmSv

を基準に、最も影響を受けやすい人に配慮し、健康被害を防止する

ための最大限の施策を求める抜本的な政策転換を求めた」報告（甲

D 1 0) を日本政府が履行することをに強く求めた（以下の下線部

分。甲 D25)。従って、院記オで述べた通り、社会権規約など条

約を解釈するにあたっては、原発事故に対する日本政府の対応に

関する限り、この総括所見を基準の 1つとして解釈することにな

り、そのようにして解釈された社会権規約が日本の法令の解釈に

おいて主導的な役割を果す上位規範として機能することを踏まえ

る必要がある。

《25 委員会は原子力発電施設の安全性に関する必要な情報

の透明性及び開示が欠如していること、及び福島原発事故の事例

において、被害者の経済的、社会的及び文化的権利の享受に関する

否定的な影響を導いた原子力事故の防止及び対処に係る全国的な

地域社会における準備が不十分であることに再度懸念を表明する。

（第 11条及び第 12条）

委員会は、再度、締約国に対して、原子力施設の安全［生に関する問

題の透明性を増すこと及び原子力事故に対する準備を強化させる

ことを勧告する。特に、委員会は締約国に対して、潜在的な危険、

予防手段及び対応計画に関する包括的で、信頼できる、正確な情報

を国民に提供すること、及び災害発生時に全ての清報を迅速に開

示することを確保することを要求する。

委員会は締約国に対して、すべての者の到達可能な最高水準の身

体及び精神の健康の享受の権利に閲ずる特別報告者が締約国を訪

問した際の勧告を履行することを慾憑する。》（甲 D25) 

キ小括

控訴審では、上記力で示した争点にとどまらず、本訴の争点となっ

ている全ての法令の「法の欠鍛」状態の穴埋め（補充）をする解釈に
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おいて主導的な役割を果す基準として国際人権法が存在することを

踏まえ、各争点について国際人権法に適合的な解釈に基づいて被告

らの行為の違法性をさらに具体的に主張する予定である。

(3) 緊急事態における「行政裁量の限界」の再構成

次に、行政庁の規制権限が定められていないといった行政裁量の「法

の欠映」状態の穴埋めをする解釈において、その主導的な役割を果す上

位規範として、上記(1)及び(2)で前述した通り、憲法や国際人権法が存

在し、この観点から緊急事態における「裁量権の限界」を再構成する必

要がある。

これまで、控訴人は、行政裁量の限界に関する本訴の各争点について、

それぞれの争点ごとに、個別具体的な事情を吟味検討する中で、国の作

為または不作為は「裁量権の逸脱・濫用に該当しない」という原判決の

判断が誤りであることを明らかにした（地方公共団体が学校の保健安

全に関する法的義務をいかなる手段，方法によりいかなる形態として

履行・実現するかは教育委員会の専門的かつ合理的な裁量に委ねられ

ているとした本訴行訴［第 3次請求］。いつ、いかなる内容の SPEEDI等

の情報提供をすべきかは緊急事態応急事態実施者の適切な裁量に委ね

られているとした国賠違法事由①。いつ、いかなる範囲の住民に対し，

安定ヨウ素剤の予防服用を指示するか又はしないかは原災害本部長等

の適切な裁量に委ねられているとした国賠違法事由②。なお、原判決の

後半、国賠違法事由③以下の争点では「裁量権の逸脱・濫用」という言

葉が使われていないが、これらの争点も全て内容的には「裁量権の逸

脱・濫用」の問題であり、従って、これらの争点についても本(3)の主

張が妥当する）、しかし、これらの論点は決して個々バラバラに登場し

たものではなく、いずれも、行政庁の行政裁量が想定していなかった福

島原発事故という重大な緊急事態が発生し、市民の生命、身体、健康が

危機に瀕した時に、原発事故の救済に関する国の作為または不作為が

「裁量権の限界」を超えたのではないか、という統一的な問題として登

場したのである。この点を踏まえれば、これらの論点について個別具体

的な事清の検討を通じて裁量権の限界を示すと同時に、前述した通り、

それらの論点はいずれも、原発事故という緊急事態における行政裁量

の「法の欠映」状態という状況においては、特政庁の裁量権の範囲は通

常時にくらべて収縮し、より限定的に解されるべきではないか、という

統一的、包括的な観点から検討することが必要かつ有意義となる。例え

ば、市民の生命、身体、健康が危機に顔した時、そのような緊急事態の
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状況においては、行政裁量（効果裁量）の幅はゼロに収縮するという「裁

量権収縮」論の適用が可能になる（最高裁判事宇賀克也「行政法概説 I」

（第 7版） 36 2頁参照）。

従って、控訴人は、今後の控訴審の中で、緊急事態における「裁量権

の限界」を統一的に示す主張も準備して、各争点について裁量論に関す

る原判決の誤りを明らかにする予定である。

第 2章 欠くべからざる前提問題

この章では、本件特訴部分及び本件国賠部分に共通する重大な綸点につい

て述べる。原判決はこれらの論点について無視し、あるいは、控訴人らの主張

を理由もなく退けている。

第 1 情報の隠蔽と国際的合意への仮託

1 初期被ばく線量の測定回避と UNSCEARの役割

(1) 本訴訟は、控訴人らが受けた被ばくの程度と、今後、予想される被

ばくリスクの評価（健康影響）が大きなポイントになっている。しかし、

原審でも述べてきたとおり、国や福島県は、本件事故が招いた混乱（そ

の大きな要因として被控訴人らの事前の対策の不備がある）を、事故の

実情を覆い隠し、放射能のリスクに関する科学的知見（不確実性）を無

視し、過剰に安全情報を振りまいて収束させようとした。

(2) その始まりは、県民が被った初期被ばく線量の直接計測を回避し、

lOOmSv以下の被ばく量では健康に影聾が出ない、あるいは他の健康リ

スクに紛れてしまう程のリスクにすぎないといった ICRPの公式見解と

も異なる事実を喧伝し、被ばく線量限度（年 1mSv) を緩和して、避難

による被ばく回避を抑制したことである。一連の経過を以下に略記す

る。

事 象 国、福島県の対応

2011年

3月 11日 本件原発事故（全電源喪失）

12日 1号機の建屋爆発 (15時 36分） 20昇圏内を避難区域に指定

13日 避難者のスクリーニング・除染基準を

13, OOOCPMから 100,OOOCPMに緩和、甲状

腺被ばく量測定等の放置。

14日 3号機の建屋爆発 (11時 01分）

2号機炉心溶融

15日 4号機の建屋爆発 (6時 14分） 20~30髯圏内を屋内退避に指定。
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18日 山下俊一氏ら福島県からの委託を受け、

「安全•安心」講演を開始。

17日 放医研がスクリーニング基準緩和に問

題なしとの文書作成。

23日 SPEED I情報の開示。北西 50キロ圏外の高

度汚染を推計

24日～ 30キロ匿外の子ども 1080名の甲状腺被ば

30日 ＜量測定。

4月 8日 20キn圏内避難者に健康上の問題なしと

の文害を関係省庁に配布。

11日 20ぢ圏外で、年 20mSvを超える地域を計

画的避難区域に指定。

12日 床次教授らが浪江町等で小児 原発事故レベルを 7に引き上げ公表。

の甲状腺被ばく量の測定開始

14日 福島県が床次教授に測定中止を要請。

19日 年 20mSv以内での学校再開指示。

5月 27日 県民の不安解消を目的とした「県民健康

管理調査」検討委員会設立。

10月から県民の健康状態等の調査開始。

12月 16日 本件事故の収束宜言

12月 22日 「低線量被ばくのリスク管理に関する

WG]（主査は長瀧重信）が、年 20mSvは

健康リスクの基準として十分に低いと

の見解を公表。

2013年 県民健康調査検討委員会が、検

8月 20日 査による癌悪性・悪性疑い者 44

名、既手術者 18名と発表。

10月 「UNSCEAR2013年報告書」公表。福島に

おける小児甲状腺がんの多発を否定（乙

B24)。

2014年 環境省の「健康管理のあり方専門家会

12月 議」（座長は長瀧重信）が、福島県の小児

に発見されている甲状腺がんが原発由

来のものであることを積極的に示唆す

る根拠は現時点でなしとの見解を表明。

2015年 津田教授らのグループが発見
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10月 されている小児甲状腺がんは

放射能によるとの疫学論文を

Epidemiologyに登載。

2016年 県民健康調査検討委員会が「中間とりま

3月30日 とめ」（先行検査での甲状腺がんの多数

発見は放射能の影響とは考えにくい）。

10月 「UNSCEAR2016年報告書」が津田教授ら

の疫学諭文批判

2017年 日本学術会議の放射線に関する分科会

9月1日 がUNSCEAR2 0 1 3年報告を支持する報

告書を公表。

2019年 県民健康調査・検討委員会の甲状腺評価

6月3日 部会が「本格検査 1回目の検討結果」と

して発見されている小児甲状腺がんと

被ばくの関係は認められないとの見解

を公表。

2 国際的合意、 UNSCEAR報告書そのものの反中立性、不確実性

(1) 本件事故においては、 2011年 3月 12日から 20日すぎにかけ放射性

物質が大量に流出したが、避難者の被ばく線量の直接計測は、避難場所

の混乱と被控訴人ら関係者の意図的な計測回避により行われず、わずか

に、 3月 24日～30日にかけて、福島第 1原発から 30キロ圏外に居住し

ていた 1080名の子どものサンプル的調査だけに止まった。

(2) その一方で、福島県から委託を受けた山下俊ー教授らは科学的知見

を無視した過剰な安全清報（原判決 194頁以下）を流し、国は、 4月 11

日に避難基準を年 20mSvに決定した。そして、同月 19日には同基準で

学校を再開し、同年 12月 22日には長瀧重信氏と前川和彦氏を共同主査

とする専門家グループ (9名で構成され、 2名は ICRP委員、 6名が乙B

6の「連名意見書」に名を連ねている。以下「本専門家グループ」とい

う。）に、「年 20mSvは健康リスク基準として十分に低く防護措置を通じ

て十分にリスク回避できる」、「lOOmSv以下の被ばくでは発がんリスクの

明らかな増加は証明困難」、「低線量被ばくでは、年齢層の違いによる発

がんリスクの差は明らかではない」といった内容の報告書を提出させた。

その結果、控訴人らは、避難という被ばく回避方法の選択に著しい心理

的拘束を受けることとなった。

(3) この専門家グループが報告のベースとしたものが ICRPや UNSCEAR
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等の国際機関による合意（国際的合意）で、この合意からはみ出す議諭

は、明確なエビデンス（疫学による裏付け）がない限り許さないという

ものであった。しかし、 ICRPや UNSCEARといった原子力に関わる国際

機関は、原子力産業を推進する法人や団体からの人的・物的給付により

設立、維持されてきたもので（本専門家グループの多数もこの国際的機

関や合意の形成に深く関与してきたものである）、その意見の中立性や

客観注には自ずと限界があり、示される意見の内容に対し、放射能の危

険性を重視する海外の専門家団体や個人から異なる科学知見が寄せら

れていることは公知の事実である（甲 B123の 7頁以下、甲 B173の 23

頁以下、甲 C158, 159等）。したがって、この国際的合意が主導ずる政

策が破綻したとき、これに対する異論や末解明な事実を無視あるいは

軽視し、科学的知見の健全な糾合を妨げる政策を押し通そうとすれば、

当然、民意は離心する。

(4) この点を分かりやすく考察し、専門家グループの協儀、意見形成の

あり方を批判したのが立右裕二の餡考（「環境問題において不確実性を

いかに議論すべきか」（甲 C168)である。立石は、同時期に食品中の放

射性物質の規制基準を検討したグループの ICRP勧告の取り上げ方と、

本専門家グループの訳議の模様を比較しながら、本専門家グループが、

国際合意に潜む不確実性に関する議論を閉め出し、反対意見とのコミ

ュニケーションを成り立たせない手段（科学的不確実性の不可視化、科

学的不確実性を理由とする現状肯定）として国際的合意を持ち出して

いることを喝破し、批判している。その状況は、公開されたこの検討会

の模様（異論を述べる木村真三や児玉龍彦ら専門家とのやり取り。乙B

38)から理解できるし、甲 B137（低線量汚染地域からの報告 149頁～165

頁）もレポートしている。

(5) しかも、本専門家グループの報告は、国際的合意からも逸脱してお

り、崎山比早子の 2015年 1月 7日付け意見書（甲 B173の 23頁以下、

あわせて、同意見書に添付された「第 4回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阿家会議のヒアリン

グを受けて」）は、この点を指摘している。

また、同様の指摘は、尾内・遊佐の論考（「住民でなくリスクを管理

せよー『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報告

書』にひそむ詐術」、甲 Cl36)でもなされており、 ICRP2007年勧告がリ

スク管理における住民参加の必要性（ステークホルダーとの十分な協

議）を強調しているにもかかわらず、本専門家グループの報告はリスク

評価を超えたリスク管理のあり方まで独善的に決定していることを批
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判している。

(6) また、小児甲状腺がんの多発という聞題を突き付けている県民健康

調査の結果に対して、被ばくとの関係を否定する見解を導くことに大

きな影響を与えているのが UNSCEARの 2013年報告書である。 UNSCEAR

は 1955 年に国連内に設置された放射線科学の分野の専門家で構成さ

れる組織で、その役割は放射線による被ばくの線量と影響を評価し、報

告するとされている。しかし、委員構成が原子力を推進するグループに

偏したものであることから、原子力関連事故に関しては、科学的に中立

な意見とは言えない報告書が多いという批判が常になされている（甲

B123の 9頁）。この点を、 2013年報告を題材にして詳細に論じたのが

キース・ベーヴァーストックの「福島原発事故に関する『UNSCEAR2013

年報告』に対する批判的検証」（甲 C159)である。キースは、 2013年報

告が行った県民の被ばく線量推計は、事故初期段階の被ばぐ清報が決

定的に不足し、直接計測を回避した機関からの情報に基づいているた

め信頼性が極めて乏しいことを指摘するとともに、 UNSCEAR報告が真の

意味で科学的で公正なものにならない根本的な原因として、 i)委員構

成の偏頗（原子力推進派の国から派遣された委員による構成のため「仕

組まれている」結輪を予想しても、予想がはずれることはまずないこ

と）， ii)報告書作成者 (SO名以上が関与）の選抜の不公正、 iii)公衆

衛生における「放射線リスクの識別可能の上昇なし」という考え方の間

題、 iv)集団線量推計からの健康影響を考えることの不当注 v)しき

い値問題に対する回避的な姿勢の 5点を指摘し、国連がいまなすべき

ことは、幅広い専門家を飢員し、福島原発事故がもたらし得る公衆衛生

と環境への影響の真の意味での独立した包括評価の実施であるとして

いる。

(7)加えて、 UNSCEAR• 2016年報告は、後記する津□らのグループによる

疫学論考（福島県における小児甲状腺がんの多発は放射能が影響して

いると推論）を批判したものであるが、山内知比は、 UNSCEARE報告を

「議諭の枠組みが常軌を逸したものであり、専門性や科学性、真実性

以前の問題」の代物であると批判している（甲 C129号証「小児甲状腺

がんについて UNSCEAR2016年白書が伝えないこと」）。 UNSCEAR• 2016年

報告は、この組織の中立性の限界を理解する格好の教材となっている。

3 小括

本事件の審理にあたっては、国際的合意の不確実注（限界）や反中立性

に目を向けなければ何も始まらない。原子力産業の意宜が反映された国
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際的合意のみに依拠した措置、あるいは、国の政策を擁護して国際的合意

さえも踏み外すわが国の原子力専主家の姿勢が、わが国における学校教

育の有害物質からのリスク回避基準と整合するものなのか、また、匡およ

び福島県からの不十分で不正確な情報の提供のみで、控訴人らの、「被災

者の郷る権禾lj」が保障され、被災者として主体的に避難手段を選択する権

利が確保されるのかという問題について、憲法と各法令が定める個人の

尊厳と安全の保障という理念を踏まえた判断がなされなければならない。

第 2 子どもの放射線感受性

1 原審における控訴人らの主張

控訴人らは、子どもの放射線感受性は、大人よりも顕著に高いことを準

備書面(2)において詳説した。ここにおいて根拠にしたのは、①日本の法

律（労働基準法、子ども被災者支援法）、②原子力損害賠償紛争審査会が

定めた中間指針追補の内容、③ゴフマンの研究、④ベルゴニー・トリボン

ドーの法則、⑤ ICEP2007年勧告の内容、⑥米国科学アカデミー

「電離放射線の生物学的影轡に関する委員会」報告 (VEIRVII)の内容であ

る。

上記④によれば、子どもの放射線感受I生が大人よりも高い理由は、細胞

分裂頻度が高いから、将来の分裂回数が多いから、形態的、機能的に未分

化であるからと、説明されている。

2 控訴人らの主張を裏付ける証拠

子どもの放射線感受性が高いことを裏付けるデータや文献は枚挙に暇

がない。原審で提出された証拠を改めて整理する。

(1) 環境省作成にかかる「放射線による健康影響等に関する統一的な基

礎資料」上巻（平成 27年度版） （乙B第4号証の 1)
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上記資料の 94頁には、次の図が掲載されている。

― 年齢による感受性の差

I 子供はIJ＼さな大人ではない 1 

ョウ素131の ョウ131を100Bq ョウ131を100Bq
預託実効線量係数'<l1 摂取したときの 摂取したときの

(μSv/Bq) 預託実効線量(μSv) 甲状腺等価線量※2(μSv)

3か月児 戸― 0.48 48 

1歳児 ] 0,．18 18 

5歳児 | 0.10 10 

大人 ―l 0.02:2 2重2

※1：代謝や体格の遍いから、子供は預託寅効線量係数が潟い
※2:甲状腺の組織加重係数は0.04から算出 師がん

乳がん出典：国際放射縁防護委員会 (ICRP)冨 ICRPPublication 119, 
Con1>臼idiumof Dose Coefficieuts based on ICRP匹 cation60,
2012 

I 
胃がん
____. 

（ ---• 
子供では大人と比較して、甲状腺

結腸が

や皮膚のがんリスクカ濤くなる に年白
硲v/Bq：マイクロシーベルトlベクレル 、-

1,200 

450 

250 

55 

これによると、ヨウ素 13 1を 10 0ベクレル摂取したときの甲状

腺等価線量は、子どもと大人では全く違い、 3か月児で約 22倍

(1200 μ Sv/55 μ Sv)、1歳児で約 8倍 (450μ Sv/55 μ Sv)、5歳児で約

4. 5倍 (450μ Sv/55 μ Sv) なのである。9

(2) BEIRVII Phase2「電離放射線の低線量被ばくによる健康リスク」（甲

B第 18 0号証の 1の 1, 2) 

ア 過剰がん発生率

この文中の「表 12D-1 がん発生率の生涯にわたるリスク」による

と、 0.1グレイの被ばくをしたときの生涯にわたるがん発生のリス

，ちなみに、被控訴人国は、この乙B第4号証の 1 （環境省作成基礎資料上巻

平成 27年度版）の改訂版（平成29年度版）を乙B第 18号証の 1として提

出している。これでは、 1歳児、 5歳児、大人については、預託実効線量係

数、預託実効線量、甲状腺等価線量とも平成27年度版と同じであるが、 3か

月児については、 1歳児と同じ数値に変更されている。 しかし、出典は双方と

も全く同じであり、変更の理由は説明されていない。
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クは、被ばく時年齢が若いほど明らかに高い。全がんについてのデー

タを指摘すれば、男性の場合、 50歳の大人 (10万人あたり 59 1 

人）を基準とすると、 0歳児が約 4.3倍 (2563人／591人）、 5歳児

が約 3.0倍 (1816人／591人）、 1 0歳児が約 2.4倍 (1445人／591

人）であり、女性の場合、 50歳の大人 (10万人あたり 740人）

を基準とすると、 0歳児が約 6.4倍 (4777人／740人）、 5歳児が約

4. 5倍 (3377人／740人）、 1 0歳児が約 3.5倍 (2611人／740人）

である。

イ 過剰がん死亡率

この文中の「表 12D-2 がんによる死亡の生涯にわたるリスク」を

河野益近氏が表にしたのが、甲 B第 17 9号証のスライド 16である

ので、これを下記に引用する。年齢による差異は、一目で明らかであ

る。

O.lGyの被ばくによる過剰癌死者数
I訊切

"＂，，90 

。。
1
 -90 

f
 言3030[ 

寧
』
｀
蜘
GII

い600Y

□。

沢心くか‘,9ks‘" 

(｝紺度．●男性

3 子どもの放射線感受注が高い理由

子どもの放射線感受性が大人よりも高いのは、細胞分裂が盛んなため

であるし、放射線の相対的な被ばく範囲が広いためであるし（同じ被ばく

範匪なら、身体が小さいほど被ばくをする劉合が大きい。）、骨髄中の赤色

嘩性骨髄）の占める割合が高いからであるし、被ばく後の生存期間が長
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いからであるし、皮膚が薄いからでもある（甲 B第32号証、同第 13 1 

号証 68頁）。

日常生活において被ばくする量も大人と子供では異なる。小さい子ど

もは士いじりが大好きである。小学生にもなれば、士埃の舞う中、遊びや

スポーツにのめり込む。戸外で立っているだけでも、子どもの身体は大人

の身体よりも地而との距離が近いため、士壌の放射性物質から発射され

る放射線による吸収線量は、大人より相当高くなる。

4 I CRPの防護体系が想定している個人

ICRP2007年勧告が定める防護体系の数値、すなわち、計画被ば

く状況における線量拘束値年 1mSv、緊急時被ばく状況における参考レベ

ル 20 ~ 1 0 OmSv、現存被ばく状況における参考レベル 1~ 2 OmSvは、

いずれも「代表的個人」を想定している【 ICRP2007年勧告（丙B

第3号証） （197) (198)】。ここに「代表的個人」とは、「集団の中で比較

的高く被ばくする複数の個人を代表する線量を受ける仮想的存在」であ

りICRP1985年勧告で勧告された「決定グループの平均的な構成

員」と等価であるとされている【 ICRP勧告 PUB101の (57)（甲A第6

6号証）】。

いずれにしても、ここでは子どもは想定されていない。したがって、 I

CRP勧告に従った措置をとることは、大人以上に、子どもを大きな危険

に晒すことになる。

第3 放射線感受性に顕著な個人差があること

1 放射線感受卜生の個人差

この点は、原審で提出した最終準備書面第 2部第 3の5で論じたが、こ

こで改めて確認しておきたい。生物学的半減期は個人差が大きく、同じ性

別、年齢でも 10倍から 10 0倍の差が存在する（甲 B1 3 1号証 69頁）。

2 控訴人らの不安

被ばくによる確率的影響は、同じ量の被ばくをしても、一部の人間にだ

け症状が出て、他の人間には出ない。しかも、上記のように、被ばくによ

る感受性は、個人差が極めて大きい。厠囲の友達に健康被害はなくても、

自分だけが被ばくによる健康被害を受ける危険がある。体調不良に見舞

われると、原因が被ばくではないかと心配になる。そして、その心配は、

妄想でも思い過ごしでもなく、科学的根拠があるのである。福島の子ども

達が被ばくをしたことによって受けた精神的な負担は、福島原発事故後
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1 0年が経過しても軽減することはない。

第4 被ばくは可能な限り避けるべきこと

1 原則

低線量被ばく 10でも健康被害があることは別途詳述するが、 ICRPで

すら、 LNTモデルを支持し、「科学的にもっともらしい、という見解を

支持する」と明記している【 20 0 7年勧告（丙B第 3号証）パラグラフ

(64)】。ということは、どんなに低線量であっても、その線量に応じたリ

スクがあるのだから、被ばくは可能な限り避けるべきだというのが輪理

的な帰結である。

2 I CRPが掲げる原則

ICRPは、放射線防護の諸原則として、①正当化の原則、②防護の最

適化の原則、③線量限度適用の原則を掲げている【 20 0 7年勧告（丙B

第 3号証）パラグラフ (203)】。

このうち、「主当化の原則」は、便益があれば害も受忍すべき場合があ

ることを示しており（医療被曝等）、「防護の最適化の原則」は、被ばく量

は、「経済的及び社会的な要因を考慮」しつつも「合理的に達成できる限

り低く保たれるべきである。」ことを意味している。

3 結諭

すなわち、 ICRPの考え方を前提にしても、被ばくを避けることがで

きたのにそれができなかったことを王当化できるのは、経済的及び社会

的に合理的な理由ないし必要があった場合に限られるのであって、合理

的な理由や必要もないのに人を被ばくさせた場合、すなわち、人に対して

「無用な被ばく」をさせた場合、被ばくさせた線量が低線量であっても

(1ミリシーベルトであっても、 1マイクロシーベルトであっても）、そ

の人に対する違法な権利侵害になるのである。

第 5 国際放射線防護委員会 (ICRP)の成り立ちと役割

1 原判決における ICRPの勧告の位置付け

原判決は，本件行訴部分の本案の争点（争点 2)について，国際放射線

防護委員会 (ICRP)の考え方に依拠して，本件行訴被告らの裁量につ

いて判断している。

10 通常、累積 10 0 mSv以下の被ばくをいう。
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すなわち，原判決は，放射線防護体制を検肘するにあたって，まず，詳

細に ICRPの観告内容を検討し，線量限度（年 lmSv)と参考レベル

（年20mSv)の間には，矛盾がないことを考慮した上で，本件行訴被

告らは，本件行訴原告らが通う学校の保健安全に関する裁量を適切に行

使すべきと判示する（原判決第 2章第 3節）。

また，原判決は，低線量被ばくについても， ICRPの考え方に触れた

上で， 20 0 7年勧告が， LNTモデルについて，一定の科学的な基礎を

有するものとして放射線防護の基礎であることを認めながらも，放射線

防護の原則（「正当化の原則」，「防護の最適化の原則」及び「線量限度の

適用の原則）を考慮し， 20 0 7年勧告が，計両被ばく状況における線量

限度（年 lmSv)を緊急時被ばく状況及び現存被ばく状況では適応せず，

参考レベルを用いることを不合理ではないと結論づけ，その上で，これら

を考慮して，本件行訴原告らが通う学校の保健安全に関する裁量を適切

に行使すべきと判示する（原判決第 2章第4節第 1)。

さらに，原判決は，内部被ばくについても， ICRPが，内部被ばくの

リスクを一定程度評価に取り込むことが可能な程度に余裕を持たせた放

射線防護基準を採用しているとし，現段階においては， ICRPの諸勧告

が一定の国際的なコンセンサスを有すると認め，これら諸勧告に依拠し

た放射線防護措置を購じることが，直ちに不合理ではないと結論づけ，そ

の上で，これらを考慮して，本件行訴原告らが通う学校の保健安全に関す

る裁量を適側に行使すべきと判示する（原判決第 2章第4節第 2)。

2 I CRPの基本的立場についての原判決の誤り

(1) 原判決の誤り

ICRPによる低線量被ばく及び内部被ばくのリスク判断は，そも

そもその判断内容が誤っているが，そもそも，原判決が， ICRPの考

え方に基づいて，本件行訴被告らの裁量権行使が適切だったか否かを

判断したことには大きな過ちがある。

これは， ICRPという組織の成り立ち及び役割について，原判決が，

証拠を無視し， ICRPの考え方に依拠していれば，放射線防護という

観点では十分であると誤信したことに起因する誤りである。

(2) IC RPに対する印象

ICRPは，国際放射線防護委員会という呼称や，同団体の主張する

「建て前」によって受ける印象がその誤りの根本にある。

たとえばATOMI C A （日本原子力研究開発機構が運営する原子

カの情哉サイト）などでは，「専門家の立場から人及び環境の放射線防
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護に関する勧告を行う非営利の国際学術組織」と紹介されている。

この紹介にあるように，政府等は， ICRPをあたかも，学術的な立

場から人と環境を守る立場から，原子力事業者等からの利益を離れて

勧告を行っているかのように喧伝しており，そのような印象が， ICR

P勧告について検討する際に影瞥している。

(3) I CR  Pは「学術的」に判断しているのではない

ICRPの基本的立場は，決して，「学術的」ではなく，むしろ「政

治的」である。

そのために低線量被ばくについては，科学的にほぼ疑いようがない

にもかかわらず（単に疫学的研究で観察されなかったに過ぎない），あ

たかも，それが不確実な事実であるかのように主張し，平時以外では公

衆被ばくの線量限度を超える被ばくを強いる結果を許容する立場をと

っている。

加えて，近年，疫学的研究によって，低線量被ばくの健康影謳が観察

されるようになっても，いまだに，その基本的立場を改めない。

(4) I CR  Pは原子力事業者やそれを推進する政府を擁護する立場

ICRPの基本的立場は，被ばくから「人と環境を守る立場」ではな

く，原子力利用に対する正当な批判から，「政府や原子力事業者を守る

立場」である。

このため，本来，「放射線防護」とは人が被ばくによる健康影響があ

るかどうかという一点だけで判断しなければならないのに， ICRP 

は，「リスク・ベネフィット論」や「コスト・ベネフィット論」という

視点を持ちだして，「便益」によって市民の健康への侵害を許容する内

容の勧告を出している。

電力の提供や医療での有効活用という意味では，「便益」には市民の

利益を含む側面もあるが，端的には原子力事業者の利益にほかならな

しヽ。

コスト・ベネフィット論が目指すのは，事故防止のためのコスト削減

や事故が起こった場合の事故処理費用の低減化である。

事故によって放出される放射性物質による被ばくは本来，いかなる

意味でも市民に便益は生じないはずであるのに，事故後の状況（現存被

ばく状況）においても公衆被ばくの線量限度を超える被ばくを許容し

ているのが， ICRPの実態なのである。

このように ICRPが，建て前と裏腹に市民に対して，被ばくによる

一方的な犠牲を求める立場であることについて原判決は，あまりに無

自覚である。
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(5) 小括

ICRPが，常に政治的に判断し，市民を犠牲にして，「政府や原子

カ事業者を守る立場」であることは，同組織の成り立ちの経緯をみれば

明らかである。

ICRPは，戦後，核兵器開発を主体とする原子力利用のための組織

に支配されて再起動されており，人的にも，被ばくによる遺伝的影響を

懸念する遺伝学者等ではなく，原子力を利用する立場の人間を主体と

して発足し，運営されてきた歴史がある。

したがって， ICRPの考え方に無批判に依拠して，学校の保健安全

について判断するべきでない。以下に詳述する。

3 I CR Pが発足時から時々の政沿情勢に基づいて基本的立場を変遷さ

せてきたこと（甲A9, 甲A69) 

(1) 全米放射線防護委員会 (NCRP) の発足

第二次世界大戦が始まるまで，放射線に被ばくする機会のほとんど

は医療などごく限られた分野であった。

1 9 2 8年に発足した「アメリカ X線及びラジウム防護諮問委員会」

は，主として医療における X線とラジウムを使用する放射線医師，放射

線技師等の放射線作業従事者を被ばくによる織業病から守ることを任

務としていた。

しかし，第二次世界大戦中にアメリカでは，核兵器の閲発が始められ，

そこでの被ばく管理は，戦争中は完全な軍事機密下におかれることと

なり，「アメリカ X線及びラジウム防護諮関委員会」は， 1 9 4 0年以

降，活動を停止していた。

戦後，原爆開発組織である「マンハッタンエ兵管区」は，建て前とし

ては民間組織である「アメリカ原子力委員会」として衣替えとなった。

「アメリカ X線及びラジウム防護諮問委員会」は，「アメリカ原子力

委員会」が設立された 19 4 6年暮れに活動を開始したが，マンハッタ

ン計画の代表者らを加えた公式会合において，名称を「全米放射線防護

委員会」 (NCRP) に改称すること拉びに執行委員会，主委員会及び

7つの小委員会を設置すること等が決定された。

(2) NCRPはアメリカ原子力委員会の支配下であったこと

NCRPは，建て前としては，放射線作業に従事する人を放射線障害

から守るための政府から独立した学術組織とされていた。

しかし，実際には， NCRPの組織は，委員長と執行委員会が大きな

権限を有しており，かつ，その執行委員会のメンバーにはマンハッタン
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計画に関与した者が含まれ，実質的には， NCRP執行委員会は，アメ

リカ原子力委員会の別働隊のようなものであった。

また， NCRPの小委員会の人選も，その多くがアメリカ原子力委員

会と深く関わりのある者が人選されていた。

小委員会の仕事はアメリカ原子力委員会が持つ軍事機密がらみのデ

ータ抜きには何もできず，アメリカ原子力委員会は，軍事機密の保持を

理由に小委員会議長の人選に介入し， 7つある小委員会のうち， 5つを

アメリカ原子力委員会の関係者で占めさせた。

また，アメリカ原子力委員会は， NCRP議長のテイラーに対し， N

CRPの諸報告は，原子力委員会に不利益をもたらすことのないよう

に準備・作成されるべきことを確約させ，公表前のNCRPの報告にア

メリカ原子力委員会が事前検閲することも要求していた。

また，アメリカ原子力委員会は，年間 50 0 0ドルの資金をNCRP

に提供しており，財政的にも NCRPを支配していた。

(3) 許容線量概念への転換と NCRP主導による三カ国協議

NCRPの前身である「アメリカ X線及びラジウム防護諮閲委員会」

は， 19 4 0年に線量引下げの決定をしているが，これは，放射線被ば

くにより遺伝的影聾が発生すること， しかも被ばく線量に比例するこ

とを遺伝学者達が真剣に受け止め，「耐容線量」（ある線量以下であれば

放射線はなんらの生物・医学的悪影響を及ぼさないと考えられた被ば

くの防護基準）に対して強く批判をしたからである。

ところが， NCRPは， 19 4 8年，耐容線量の考え方を放棄し，許

容線量概念を取り入れるに至った。

この許容線量概念が導入されたのは，従前とられていた「耐容線量」

概念が，放射線突然変異の発見を契機として崩壊したことがきっかけ

である。 NCRPの指導者にとっても，「耐容線量」が取り得ないこと

から，被ばくの影響そのものを否定できない状態となっていた。

そこで，この難開に対処するためにリスク受忍論が提唱されるよう

になった。このリスク受忍論は，許容線量概念を含むものである。

そして，許容線量概念とは，核兵器工場や原子力発電所等の施設の存

在と運転の必要性を軍事的・政治的および経済的理由から認めた上で，

放射線を浴びて働く放射線作業従事者や一般公衆に対して，それらの

被ばくを受忍させるために政府等が法令等の規則で定めた放射線被ば

くの基準といえる。

アメリカは，マンハッタン計画に加わったイギリス，カナダにおいて

も，この許容線量概念の考え方が実行可能かを検討する目的で，これら
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の2カ国との協議（三カ国協議）を開始した。

アメリカは，三カ国協議にアメリカの提案（許容線量概念の導入）に

ついて受け入れられる見通しをつけた上で，「国際X線およびラジウム

防護諮間委員会」 (IXRPC) の再開に着手した。

(4) 三カ国協議によって IXRPCが再建されたこと

ICRPの前身である「国際X線及びラジウム防護委員会」 (IXR  

PC)は，もともと 19 2 8年，国際放射線医学会議 (ICR)内に電

離放射線による健康影響を検討するため設立された。

戦時中， IXRPCは，実質的な活動を停止していたが， 19 5 0年，

三カ国協議によって，再建されることとなり， ICRから独立し，対象

を医療分野から全ての放射線利用に拡張し，かつ，名称を「国際放射線

防護委員会」 (ICRP)へと変更した。この発足時の ICRPの医院

のうち， 3分の 2は，三カ国協議に関係したメンバーで占められていた。

IXRPCは，放射線関連学協会を主体として放射線による職業病

を防ぐために生まれた。それは，被ばく防護のための科学者による学術

組織であった。しかし， ICRPは，アメリカを中心とする三カ国協儀

すなわちマンハッタン言十両の戦後の産物といえるものであり，核兵器

と原子力開発を推進者により，その推進体制に沿うものとして生み出

されたのである。

ICRPは，かつての科学者の組織から，それを隠れ蓑とする原子力

開発推進者による国際協調組織へと変質したのである。

とは言え， ICRPも，当初は，まったくアメリカの思惑通りに動い

ていたわけではなく， ICRP1950年勧告は，アメリカとヨーロッ

パ諸国との意識の違いを反映したものとなった。

(5) I C R P 1 9 5 0年勧告

ICRP1950年勧告は，耐容線量に代えて許容線量概念を取り

入れたが，その体系の導入には極めで慎重であった。

ICRPは，放射線の影響が回復不能で蓄積的であることを積極的

に認め，「被ばくを可能な最低レベルまで引き下げるあらゆる努力を払

うべきである」と勧告したのである。

「可能な最低レベルまで」という立場は，後に ICRP自身によって

放棄されるが， ICRP1950年勧告がこのような立場を取ってい

たことは重視されるべきである。

ICRP1950年勧告が「可能な最低レベルまで」とした理由は，

放射線による遺伝的影響の問題があり，その影響が被ばく線量に比例

することが否定できなかった点にある。
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ただ，アメリカ原子力委員会や，その意向を汲んだNCRPにより，

ICRP1950年勧告には，公衆の許容線量は明記されなかった。

(6) リスクーベネフィット輪の導入

ICRPは19 5 8年勧告において，「リスクーベネフィット論」を導

入した。これは，原子力開発等によって新たにつけ加えられる放射線被

曝のリスクは「原子力の実際上の応用を拡大することから生じると思

われる利益を考えると，容認され正当化されてよい」と， ICRPは全

而的にリスク容認の考えを導入したものである。

その背景には，この時までには，先進工業国がこぞって原子力開発へ

と動き出していたからである。

その哲学の下に，許容線量の体系が導入された。許容線量とは，「個

人および集団全般に許容不能ではないような危険を伴う」線量と定義

された。この考え方の転換に伴い，被曝の制限は，もはや「身体的障害

を防止する」ものではなくなったのである。

そして，放射線被曝の一般的原則が改められ， 19 5 0年勧告で採用

されていた「可能な最低レベルまで」という原則から， 19 5 8年勧告

では，「実行可能な限り低く」に改められたのである。

(7) ALARA原則の導入

アメリカ国内では， 19 5 8年以降，核実験とそれに伴うフォールア

ウトによる放射能汚染に対する反対運動が政治問題化していた。

その結果， NCRPは， 19 5 9年，「特別委員会報告」を公表した。

この特別委員会報告は，核開発と原子力閲発から得られる社会的な

利益を考慮して，それに見合う放射線のリスクは受け入れようという

主張を内容とするものであった。これは，従来， NCRPが依拠してき

た「許容線量概念」は，いずれ破綻することが見越されていたからであ

ると評価される。

ICRP1965年勧告は，こうしたアメリカにおける報告の基本

線を国際的に認知した。

そして，公衆の場合に限って，許容線量という用語を使うことを断念

し，「線量当量限度」という用語を用いるように観告した。また，それ

と同時に「容認できる線量」の被ばくをリスクーベネフィット論に基づ

いて正当化したのである。

ICRPが，一般人の場合に許容線量の用語を使うことを適当でな

いとした理由は，核実験のフォールアウトによる被ばくから「直接的利

益をイ可も受けない」と認めざるを得なかったからである。

そのことにより，アメリカ国内におけるようなリスクーベネフィット

32 



論は変更を加えられることとなった。

その結果， ICRPは， 1 9 6 5年勧告において，「経済的及び社会

的な考慮を計算に入れた上，すべての線量を容易に達成できる限り低

く保つべきである (aslow as readily achievable 「ALARA」)」

という短い文言が用いられることとなった（なお，後述するとおり，こ

の後， ICRPは「容易に」 (readily) を「合理的に」 (reasonably)

へと用話を変更し，内容も変更されたが，同じALARA原則と略称さ

れている）。

「容認できる線量」の被ばくから受けるリスクは，個人的な便益，ベ

ネフィットと比べることはできないが，社会的なベネフィットを考慮

に入れればバランスがとれるという考え方である。

これは，被ばく容認の決め手は，生物・医学的な判断ではなく，社会

的・経済的要因を強調し，政治的に押し切るほかないと ICRPが判断

したことを意味する。

しかし，社会的・経済的側面を強調しても，被ばくリスクがそれを臨

まない人々に押しつけられることに変わりは無く， ALARA原則を

とる ICRPの立場は矛盾しているというほかない。

(8) 原発推進政策の行き詰まり

低線量被ばくの影響を明白に示すデータが 19 6 0年代から出るよ

うになり，たとえばイギリスのアリス・スチュアートの研究により，が

ん・白血病は，胎児の場合，数ミリシーベルトでも発生することを示し

ていた。

また，ゴフマンやタンプリンのようにアメリカ原子力委員会傘下に

あるゴーレンス・リバモア国立研究所に所属する科学者でありながら

も，放射線のリスク評価が 10ないし 20倍も過小評価されていると

告発するような者も現れるようになった。

こうした議諭を経て，アメリカ国内では，反原発運動が起きるように

なり，原発の安全性を求める住民の要求に退所するために，安全装置が

付けられたり，設計が見直されたり，あるいは，慎重を期するようなっ

た行政の許認可遅延のために，原発の建設期間が長くなって行くよう

になった。

これらは，すべて原発の建設費を麻騰させることとなった。

原発の経済問題はアメリカだけでなく，イギリスでも発電コストの

上昇を招いた。フランス，西ドイツ，日本では，原発の安全性関題が議

論の中心であったが，いずれは原発の経済性が問題となることは明ら

かであった。
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(9) 新しいALARA原則の導入

こうした状況を背景に， ICRPでも，原発の経済的問題を意識して，

放射線防護基準の全面的な見直しが 19 7 2年から開始された。

そして， ICRPの新しい放射線防護の一般原則は，「経済的および

社会的な要因を考慮に入れながら，合理的に達成できる限り低く保つ」

と成文化された。

新しいALARAは、経済的損得励定に従って放射線被曝の防護を

行うことと明確に規定された。放射線被曝は経済的条件を満たす場合

に限って低くすることができる， と変えられたのである。

その上で， ICRPは， ALARA原則を具体的に適用する考え方と

して，被ばく線量をある値にするための防護費用等の総費用と，その被

ばく線量に付随する人命等の損害の総費用との合計額が最小になるよ

うにすれば，利益を最大にすることができると考えた。

このALARA原則の具体的適用方法は，「最適化」と呼ばれるよう

になった。

最適化の方法を導入するのは「危険をそれ以上減らすためにさらに

努力をする必要があるとは考えられない」にもかかわらず，被ばくをで

きるだけ低くしようとして「放射線からの損害の低減量を上まわる経

済的および社会的な不利益」を被らないようにしなければならない，と

ICRPは述べている。

ここにおいて， ICRPは，明確に人の生命，健康ではなく，原子力

産業や行政府の利益を防護しようという立場を明確にしたのである。

第 3章 「本件行訴郭分の本案前の争点（原判決第 8部第 1章）」について

第1 第1次請求（作為の給付請求）

1 原審における控訴人の主張

第 1次請求の 1ないし 3は、本件行訴被告らに対し「『安全な場所』に

おける教育の実施」を求める請求であり、原審において、控訴人はこれを

「手段方法を示さず除去されるべき侵害結果で請求を特定させる給付訴

訟」いわゆる抽象的差止請求の 1つであると主張し、次の適り、それが「請

求の特定」を欠けるところはない、すなわち訴訟要件を満たすことを主張

した（原告準備書面 (9)。但し、一部、加筆編集した）。

(1) 「請求の特定」について（一般論）

ア 間題の所在

給付訴訟は、一定の給付請求権を主張して被告にその給付を命じ

る判決を求める訴訟をいうが、従来の紛争は、だいたいにおいて、当
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該紛争の具体的な状況のもとで、社会通念上、侵害行為とその結呆と

の間に、 1対 1の対応関係が容易に確定できた（竹下守夫「生活妨害

の差止と強制執行・再綸」『判例タイムズ』 42 8号32頁参照）。従

って、給付訴訟において、侵害行為でもって給付請求権の内容を示し

請求を特定させるというやり方で、裁判手続及び執行手続としては

十分だった。

しかし科学技術の発展に伴い、生活妨害という形で、侵害結果を除

去する手段方法が複数あり、それらの手段方法について通常の被害

者にはそれを確知することを期待できない新しいタイプの紛争が登

場するに至ったとき、このような新しい紛争に対し、直載的な被害救

済という観点から、具体的な除去手段方法を示さず、除去されるべき

侵害結果（例えば居住地に 65ホンを超える騒音を到達させない、或

いは居住地に日平均値 0. 02ppmを超える二酸化窒素を排出さ

せない）でもって請求を特定させるというやり方も許されるのでは

ないかという新たな問題が発生した。これが「抽象的不作為命令の可

否」という名称で呼ばれる論点である。

イ 「請求の特定」の意義

「請求の特定」とは訴訟上の請求の意味を明らかにすることである

が、以下、「請求の特定」の意義を実体法と手続法に分けて明らかに

する。

（ア） 実体法上の「一定の給付請求権」の意義

ここでの問題とは、実体法上の「一定の給付請求権」の中に、手

段方法を間わず結果の実現のみを目的とする請求権が含まれるか

である。

答えは「含まれる」である。理由は、請負人の仕事完成義務のよ

うに（フランス民法の結果債務参照）、契約閃係の場において、手

段方法を間わず結果の実現のみを目的とする請求権を発生させる

合意をすることは有効であり、この請求権を訴求し得ることも疑

いない11。なぜなら、この場合であっても相手方に何を求めている

か、その意味は明白だからである。そうだとすれば、契約関係の場

に限らず、契約関係外の場であっても、同喋に、手段方法を間わず

結果の実現のみを目的とする請求権の存在を肯定することができ

る。すなわち、実体法上の観点からは、一般に、手段方法を問わず

11新幹線騒音差止訴訟昭和 60年 4月 12日名古屋高裁判決・半1J例時報 11 5 

0号 52頁 2段目参照。
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結果の実現のみを目的とする請求権を主張して被告にその給付を

命じる判決を求める給付訴訟を起こすことが認められる。

（イ） 手続法上の意義

次に、手続法上「請求の特定」はいかなる意義を有するか。これ

について、判決手続と執行手続に分けて以下、検討する。

a 判決手続

(a) 訴訟物の特定

給付訴訟とは「一定の給付請求権」を訴訟上主張するもので

ある。従って、給付訴訟において訴訟物を特定するとは「一定

の給付請求権」の意味を明らかにすることである。そして、抽

象的差止請求の訴えの場合、そこにおける訴訟物つまり「一定

の給付請求権」とは手段方法を示さず除去されるべき侵害結

果の実現のみを請求することである。

ところで（ア）で明らかにした通り、給付訴訟の「一定の給付

請求権」の中には「手段方法を問わず結果の実現のみを目的と

する請求権」も含まれる。この場合も相手方に何を求めている

かその意味は明白だからである。従って、この「手段方法を問

わず結果の実現のみを目的とする請求権」を訴訟上主張する

場合も、訴訟上何を求めているかその意味は明白である。例え

ば、被告は居住地に 65ホンを超える騒音を到達させない、或

いは居住地に日平均値0. 02ppmを超える二酸化窒素を

排出させないという風に、原告が被告に対し求める「除去され

るべき侵害結果」の意味は明白である。従って、抽象的差止請

求の訴えにおいて、訴訟物として特定に欠けるところはない。

(b) 審理の対象・被告の防御の対象

審理の対象及び被告の防御の対象とは訴訟物のことである。

拍象的差止請求において訴訟物が特定している以上、審理の

対象も被告の防御の対象も特定していると言うことができる。

(c) 既判力の客観的範囲（判決の対象）

既判力の客観的範囲もまた訴訟物により画される。拍象的

差止請求において訴訟物が特定している以上、既判力の客観

的範囲すなわち判決の対象も特定していると言うことができ

る。

b 執行手続

抽象的差止請求において、認容判決実現のための強制執行と

して少なくとも間接強制（民執法 17 2条）という方法が可能で
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あり、そして間接強制の執行要件としての「作為義務又は不作為

義務の内容の特定」にも欠けるところがない。なぜなら、 a(a) 

で前述した通り、抽象的差止請求の訴訟物について、原告が被告

に対し、除去されるべき侵害結果（例えば居住地に 65ホンを超

える騒音を到達させない、或いは居住地に日平均値0.02pp 

mを超える二酸化窒素を排出させない）として何を求めている

かは明らかであり、この意味で間接強制の執好要件としての「不

作為義務の内容の特定」に欠けるところはないからであること、

また、これで原告の意図に十分沿うものであること、さらに、被

告にとっても、侵害結果を除去する手段方法は複数あって、その

うちどれを選択するかは本来、被告の選択権に属するものであ

るところ、もし原告に手段方法まで特定させたときは、この被告

の選択の自由を原告により奪われることになりむしろ不当であ

るからである。

ウ小括

（ア） 以上から明らかな通り、被告の不作為を求める抽象的差止請求

においては、除去されるべき侵害結果が明らかになってさえいれ

ば、「請求の特定」に欠けるところはない。

（イ） また、抽象的差止請求はこれまで、生活妨害訴訟の中で主に被

告の不作為を求める請求として取り上げられてきたが、もともと

差止請求には被告の作為を求める場合と被告の不作為を求める場

合の 2つの態様12があり、この 2つは被告に命じる行為が作為か不

作為かというちがいにすぎず、なおかつ被告に不作為を命じる場

合であってもその不作為義務の実現方法・手段にはもともと不作

為による方法と積極的な作為による方法の 2つの場合が存在13す

るのであるから、結局のところ、作為の「請求の特定」についても

不作為のそれと同様に考えてよく、従って、被告に作為を求めるか

12 例えば、特定の通路の通行権に係る紛争において、「BはAが特定の通路を

通行することを妨害してはならない」という不作為を求める請求の場合と Bが

既に塀などの工作物を設置している場合に「BはAに対して特定の妨害物を撤

去しなければならない」という作為を求める請求の場合の 2つの場合がある

（丹野達「抽象的差止判決の執行」東洋法学 39(1) 7 8頁）。

13 例えば、「工場から居住地に 65ホンを超える騒音を到達させない」という

不作為を求める請求において、これを実現する方法として、文字通り騒音源で

ある工場を操業しないという不作為の方法もあれば、騒音防止の装置を設置す

るという積極的な作為による方法もある。

37 



不作為を求めるかを間わず、抽象的差止請求において、実現すべき

結果が明らかになってさえいれば、これを実現する手段方法が示

されていなくても「請求の特定」に欠けるところはない。

(2) 「請求の特定」について（本件）

ア 平成 28年 2月10日付訴えの追加的変更申立書（その 2)第3で

整理された第 1次請求の 1ないし 3によると、本件の給付訴訟のう

ち次の 3つのものは、その請求の趣旨の文言から、いずれも以下の通

り、実現すべき結果が伺であるかが明白である。

（ア） 「平成 24年 10月31日から同年 12月28日までの間に文

部科学省が実施した第 6次航空機モニタリングの結果を解析して

セシウム 13 7及びセシウム 13 4の土壌汚染濃度が合算で 1万

ベクレル／吋超の範囲を地図上に示した別紙(1)によって、上記上

壌汚染濃度が 1平方メートル当たり 1万ベクレルを上回らなかっ

た地域で教育を実施せよ」（請求の趣旨 1の請求(1))

（イ） 「アメリカ国家核安全保障局が平成 23年 3月～ 5月に行った

航空機モニタリングの結果を解析してセシウム 13 7の土壌汚染

濃度 3万 70 0 0ベクレル／面超の範囲を地図上に示した別紙(2)、

平成 23年 10月22日から 11月 5日までの間に文部科学省が

実施した第4次航空機モニタリングの結果を解析してセシウム 1

3 7の士壌汚染濃度が 3万70 0 0ベクレル／五超の範囲を地図

上に示した別紙(3)のいずれによっても、セシウム 137の土壌汚染

濃度が 1平方メートル当たり 3万70 0 0ベクレルを上回らなか

った地域で教育を実抱せよ」（請求の趣旨 1の請求(2))

（り） 「県内子ども原告らの 1年間の追加実効線量（外部被ばく）が

学校教育の拠点となる施設から半径 1kll]の地域内に 0.3mSv/年を

超える地点がない地域で教育を実施せよ」（請求の趣旨 1の請求

(3)) 

イ 尤も、上記の給付訴訟のうち（り）については、地偲による特定がな

く、測定地点や測定方法が特定されていないという批判があるが、し

かし、例えば居住地に 65ホンを超える騒音を到達させないという

請求も、或いは居住地に一日の平均値0.02ppmを超える二酸化

窒素を排出させないという請求も、そこで除去されるべき侵害結果

が但であるかは明らかである以上「請求の特定」に欠けるところはな

いとされており、居住地に 65ホンを超える騒音が到達しているか

どうか、或いは一日の平均値0.02ppmを超える汚染が排出して

いるかどうかを判断するための具体的な方法は、執行手続において
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執行段階における知見や技術レベル等を踏まえてこれを具体化する

ことが可能であるならばそれで十分であり、それ以上、判決手続にお

いて請求の趣旨でこの具体的な方法まで明らかにする必要はない

（この点を強調する西淀川大気汚染公害訴訟平成 7年 7月5日大阪

地裁判決〔判例時報 15 3 8号。 1 7 5頁3段目 2〕参照）。

本件の上記③においても、「学校教育の拠点となる施設から半径 1

血の地域内に 0.3mSv/年を超える地点がない」かどうかを判断する

ための具体的な方法は、これまでに国らの公共機関が実効線量の測

定を行ってきた測定方法があり、これを前提としつつ、執行段階にお

ける知見や技術レベルなどを踏まえて、測定地点と測定方法をより

具体化することは可能であるからそれで十分であり、「請求の特定」

に欠けるところはないと言うべきである。

(3) 小括

よって、上記の第 1次請求の 1ないし 3はいずれも「請求の特定」に

欠けるところはない。》（以上、原告準備書面 (9))

2 原判決の誤り

これに対し、原判決は一般論として「手段方法を示さず除去されるべき

侵害結果で請求を特定させる給付訴訟」、いわゆる抽象的差止請求の適法

性を承認したが、それにも関わらず、本件の第 1次請求の 1ないし 3はこ

の抽象的差止請求に該当しないと判断した。その理由は《そもそも実現す

べき結果が具体的に時定されていないのであるから、訴訟物が不特定で

あることは明らか》 (22頁10行日）というのである。

しかし、原判決は、次に述べる通り、何が「実現すべき結呆」であるか

の解釈を誤った。

1の(1)で前述した通り、抽象的差止請求が登場した理由は、生活妨害

という形で、侵害結果を除去する手段方法が複数あり、それらの手段方法

について通常の被害者にはそれを確知することを期待できない新しいタ

イプの紛争が登場するに至ったとき、このような新しい紛争に対し、直載

的な被害救済という観点から、具体的な除去手段方法を示さず、除去され

るべき侵害結果（例えば居住地に 65ホンを超える騒音を到達させない、

或いは居生坦に一日の平均値 0. 02ppmを超える二酸化窒素を排出

させない）でもって請求を特定させるというやり方が許容されるべきで

あるというものである。

従って、そこで請求として特定すべき対象とは、原告の権利を侵害する

危険のある「除去されるべき侵害結果」のことである（例えば居住地に 6

39 



5ホンを超える騒音を到達させないこと、或いは居住地に日平均値0.0 

2ppmを超える二酸化窒素を排出させないことである）。従って、本件

であれば、「除去されるべき侵害結果」とは原生の生命、健康に危険をも

たらす状態のことであり、それを示したのが上記の第 1次請求の 1ない

し3の文言である。ここで具体的な数値をあげて示された士壌汚染濃度

及び追加実効線量から、「除去されるべき侵害結果」が何であるかは明白

である。

ところが、原判決は、次の通り判示し、《「安全な場所における教育の実

施」の具体的態様については，学校教育法に基づく行為だけをみても，①

学咬の位置の変更・廃止・新設（学校教育法施行令 25条 1,3号参照），②

分校の設置（学校教育法施行令 25条 4号参照），③就学校の指定又は変

更（学校教育法施行令 5,8条），④区域外就学（学校教育法 10施行令 9

条），⑤他施設利用（中学校設置基準 12条）等の措置が考えられる上に

（他に，本件行訴原告らは，寄宿舎の設置（学校教育法 78条）や教職員

の労働条件の整備等を主張する。），請求の趣旨において例示されている

他施設利用（⑤）及び分校の設置（②)に限定してみても，具体的にいかな

る場所に分校を設置し，又はいかなる場所の他胞設を利用するのかなど

を含め，本件行訴被告らが実現すべき具体的結果が無限定といわざるを

得ない。》 (21頁6~1 4行目）、その結果、「除去されるべき侵害結果」

が何であるかは特定されていないと判示した。

しかし、原判決がここで線々述べる「安全な場所における教育の実施」

の具体的態様とは、一読して明らかなとおり、「除去されるべき侵害結果」

ではなく、それを実現するための手段方法にほかならない。そして、 1の

(1)で前述した通り、このような手段方法は「手段方法を示さず除去され

るべき侵害結果で請求を特定させる給付訴訟」いわゆる抽象的差止請求

においてはそもそも特定する必要がないものである。

3 「請求の特定」が争われた原発関連訴訟の判決について

なお、抽象的差止言青求の近時の事例として、原告の居住地を福島第一原

発事故以前の線量に戻すことを求めた裁判で、一審、二審判決ともこの請

求を退けたものがある（一審判決は福島地方裁判所平成 25年（ワ）第 3

8号他原状回復等請求事件平成 29年 10月 10日判決。二審判決は仙

台高等裁判所平成 29年（ネ）第 37 3号他令和 2年 9月30日判決）。

しかし、この事例の真の争点は実は「請求の特定」の有無ではなく、原告

が求める「除去されるべき侵害結果（線量を原発事故前の状態）」がそも

そも実現可能なものであるかという「請求の実現可能性」の有無が問われ
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たものであった。これは、我妻栄が「法律行為」輪で、つとに指摘した『法

律行為の「目的」（当事者がその法律行為によって発生させようとした効

果）をめぐっては、目的の確定（特定）のみならず、その目的の「可能」

が必要である 14』という輪点が、訴訟法上において問われた事例であった。

我妻はそこで、中禅寺湖に沈んだ指輪を拾うという合意（法律特為）を例

にして、《普通人の観念に訴えて不能と考えられる》から当該法律行為を

無効としたが、上記判決はいずれもこれと同様に、現在の科学技術のもと

では、線量を原発事故前の状態に戻すことは社会観念上、実現不可能であ

る以上、その請求は実現不可能な内容を求める訴えとして不適法と言わ

ざるを得ないと判示したものである。

これに対し、本訴の第 1次請求の 1ないし 3は、被ばくによる健康被害

の危険の小さい安全な環境の下で教育を実施することを求めたものであ

り、被控訴人基礎自治体において実現可能な内容である。

以上の通り、上記事例は本訴と真の争点を異にし、それゆえ上記判決は

「請求の特定」とは別の「請求の実現可能性」という論点により結論を導

いたものであり、控訴人の上記主張にはいささかも影響を及ぼさない。

4 小括

以上の通り、原判決は第 1次請求の 1ないし 3の適法性について、重大

な法令解釈の誤りをおかしている。

第2 第2次請求（確認請求）

1 原審における控訴人の主張

第2次請求の 1ないし 3が、給付請求である第 1次請求を確認の訴えの形

式に構成し直したものであり、第 1次請求における本件行訴原告らの本件行訴

被告らに対する給付請求権の確認を求めるものであることは原判決の指摘する

通りである（原判決22頁）。その上で、控訴人は原審において、この請求

の適法性について、第 1次請求の 1ないし 3という抽象的差止請求にお

いて「請求の特定」が認められる以上、第 2次請求の 1ないし 3という確

鰐請求においても「確認の利益」が認められると、次の通り主張した（原

告準備書面（ 9)第 3)。

2 「確認の利益」について（補足）

14 《第三款 目的の可能第一 不能を目的とする法律行為は無効である。

解釈によって確定された法律特為の目的が、事実上または法律上、実現するこ

とのできないものであれば、法律は、その実現に助力することができない。従

って、その法律行為は無効である。》（我妻栄「民法講義 I[295]」。
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本件の確認訴訟において、確認の利益を備えていることは準備書面(4)

第 3及び平成 27年 11月 28日付訴えの追加的変更申立書第 6で主張

済みであるが、抽象的差止請求との闊連において以下の通り付言する。

(1) 「請求の特定」の有無と「確認の利益」の有無との関係

1つ目は、本件において、拍象的差止請求における「請求の特定」が

認められることと、確認訴訟において「確認の利益」が認められること

とはいわばコインの表と裏の関係というべき密接不可分な関係にある

ことである。なぜなら、

① もともと伝統的な訴訟類型である給付訴訟以外に確認訴訟という

新たな訴訟類型が認められたのは、強制執行を予定しないでも、判決

手続で紛争の要にあたる法律関係の存否を確認することにより紛争

の抜本的解決ないしは包括的解決に資することができる場合がある

とされたからである。他方、第 1の 1(2)で前述した通り、拍象的差

止請求が登場したのも伝統的な給付訴訟の枠組みに収まり切れない

新しいタイプの紛争の登場に対して、とりあえず判決手続において

「端的に、侵害をやめるべきことを被告に命ずる」（竹下守夫・前掲

2 9頁 2段目）判決を求めることに意義があるとされたからである。

両者はともに「判決手続における権禾I」の観念的確定」の点に紛争解決

機能を見出す点で共通していること、

② 理諭的にも、抽象的差止請求の訴訟物とは、不作為請求であれば

個々具体的な「侵害行為の除去手段」の実特を求める請求権ではなく

て、それらの個々具体的な除去手段を束ねた、除去されるべき侵害結

果の実行を求める包括的な請求権のこと（例えば居住地に 65ホン

を超える騒音を到達させないこと、或いは居住地に日平掏値0.0 2 

Ppmを超える二酸化窒素を排出させないこと）であり、それは生活

妨害紛争における確認訴訟の訴訟物である「侵害を受けない権利」

（居住地に 65ホンを超える騒音の到達を受けない権利、或いは居

住地に日平均値0. 02ppmを超える二酸化窒素の排出を受けな

い権利）と実質的に変わらないからである。

従って、本件で「安全な環境で教育をせよ」という趣旨の抽象的差

止請求が「請求の特定」に欠けるところはなく訴えは適法であると認

められる以上、「安全な環境で教育を受ける権利がある」ことの確認

を求める確認請求も「確靱の利益」は認められ、確認の訴えは遼法で

ある。

(2) 確認対象（訴訟物）の選択について
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2つ目は、実質的当事者訴訟である本件確認訴訟における「確認の利

益」の有無を「民事訴訟法の確鰐の利益を基礎とし」（塩野宏「行政法

II〔第五版〕 26 0頁」て検討するとき、注目すべきなのは、民事訴訟

法の「確認の利益」の存否を判断する際のメルクマールの 1つとして

「確認の対象として紛争の要にあたる法律関係の存否を選択し、これ

を確認することにより紛争の抜本的解決ないしは包括的解決に資する

場合には確認の利益が肯定される」という点である。

例えば、通常、過去の法律関係は時間の経過と共に現在は変化してい

るかもしれず、現在の法律関係の確認を求めるのが適当であると考え

られているが、しかし遺言の無効確認のような過去の法律関係の確認

であっても、遣言の有効性をめぐる争いが現在に至るまで遺言から派

生する様々な個別の法律関係をめぐる争いに影響を及ぼしていて、遺

言の有効性をめぐる争いが当該紛争の要にあたる法律関係である場合

には、遺言の有効性について公権的な確認をすることにより、遺言から

派生する様々な個別の法律関係も自ずと定まり、その結果、当該紛争の

抜本的解決ないしは包括的解決に資するという場合には確認の利益が

肯定され、確認の訴えが適法とされる（昭和 47年 2月 15日最高裁判

決民集 26巻 1号30頁）。

また、確認訴訟の対象は法律関係であって、事実の確認は認められな

いのが原則であるにもかかわらず、民事訴訟法自ら例外的に「証書真否

確認の訴え」 (13 4条）という事実の確鰐を認めているのは、その事

実の存否が紛争の要にあたっていて、その確認により当該紛争の抜本

的解決ないしは包括的解決に資する場合だからである。

さらに、最高裁が明文規定のない学校法人の理事会の決議無効確認

の訴え（これは過去の法律関係の確認である）で確認の利益を肯定した

のも、《法人の意思決定機関である会議体の決議は、法人の対内および

対外関係における諸般の法律関係の基礎をなすものであるから、その

決議の効力に閃する疑義が前提となって、右決議から派生した各種の

法律関係につき現在紛争が存在するときに、決議自体の効力を既判力

をもつて確定することが、紛争の解決のために最も有効適切な手段で

ある場合がありうる》（昭和 47年 11月9日最高裁判決民集 26巻 9

号 15 1 3頁）つまり、当該紛争の抜本的解決ないしは包括的解決に資

すると判断したからにほかならない。

くり返すと「確詔の対象として紛争の要にあたる法律関係の存否を

選択し、これを確認することにより紛争の抜本的解決ないしは包括的

解決に資する場合には確認の利益が肯定される」~「確認の利
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益」を判断する際の電要なメルクマールである。

そこで、この点を踏まえて本件を検討すると、本件において、福島原

発事故の直後から、被告基礎自治体は県内子ども原告らに対し安全な

地域で教育活動を実施する義務が発生し、現在までこの義務が存続し

ている。言い換えれば、県内子ども原告らは福島原発事故の直後から、

被告基礎自治体に対し、安全な地域で教育活動を実施することを求め

る権利を有している。従って、この権利に基づき、県内子ども原告らは

被告基礎自治体に対し、事故直後から現在に至るまで、そして将来にわ

たって、教育活動の個々の場而で、この権利を具体化した内容の教育活

動の実施を求めることができる。しかるに、被告基礎自治体はこの基本

的な権利及びそこから派生する様々な具体的な権利の存在をすべて否

定しており、「安全な地域で教育活動を実施すること」をめぐり深刻な

紛争状態にある。

そこで、県内子ども原告らとしては、「安全な地域で教育活動を実施

すること」をめぐる上記紛争を解決するために、この紛争の要となる基

本的な法律関係の存否について公権的な確鰐を求めることにした。そ

れが本件確鰐訴訟である。この基本的な法律関係を公権的に確認する

ことが、「安全な地域で教育活動を実施すること」をめぐる事故直後か

ら現在に至り、なおかつ将来にわたる紛争の抜本的解決ないしは包括

的解決に資することは疑いを入れない。

以上から、「確認の利益」の存否判断の上記メルクマールによれば、

本件確認訴訟において確認の利益が肯定されるのは明白である。》（原

告準備書面（ 9)第 3)

3 原判決の誤り

原判決は第 1次請求と第2次請求のそれぞれの適法性について、両者が表裏

一体の関係にあることを正しく指摘したものの、第 1で前述した通り、第 1次

請求の適法性について「適法［生は認められない」と誤った判断を下したため、

その誤りを第2次請求の判断についても波及させ、 「それゆえ、第2次請求の

適法性も認められない」と誤った判断を導いてしまった。正しくは、第 1次請

求の適法性について「適法性は認められる」と正しい判断を下し、それに基づ

いて、第2次請求の判断についても「それゆえ、第 2次請求の適法性も認めら

れる」と正しい判断を導くべきであった。

第 3 小括

以上の通り、原判決は第 2次請求の 1ないし 3の適法性について、重大な
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法令解釈の誤りをおかしている。

第4章 「本件行訴部分の本案の争点（原判決第8部第2章）」について

第1節 原判決の概要とその不当性

第1 原判決の判断枠組みの不当

1 本件行訴控訴人らの主張の骨子

本件紆訴控訴人らの第 3次請求の主張の骨子は次のとおりである。

(1) 本件行訴控訴人らは、本件行訴被控訴人らに対し、公立小中学校

設置者が児童•生徒の安全に関して負う安全確保義務（「安全配慮義

務」よりも覇束性の強い法的義務）に基づき、その履行として、被ば

くによる健康リスクのある現に通学している学校鹿設において教育

を実施することの差止めを求める。

(2) 本件行訴控訴人らの人格権侵害に基づく差止め（妨害排除）とし

て、被ばくによる健康リスクのある現に通学している学校施設にお

いて教育を実施することの差止めを求める。

2 原判決の判断枠組み

原判決は、本件行訴控訴人らの第 3次請求の訴訟物を、「人格権に基

づく妨害排除請求権」及び「安全配慮義務の履行請求権」であるとし（原

判決26頁）、人格権侵害の要件である「具体的危険の有無」について

詳細に検討した上でこれを否定した (26頁～ 12 8頁、結輪部分は 1

2 7頁下から 4~3行目）が、安全配慮義務については、「この主張に

ついて検討すべき内容も以下（引用者注 人格権侵害の具体的危険の

有無の検貫寸内容）と同じである。」と決めつけ（原判決26頁17~1

8行目）、人格権侵害の具体的危険が聰められないと結論付けた後、そ

の理由と同じ理由で、「安全配慮義務に直ちに反するものとはいえな

い。」と結諭付けた（原判決 12 8頁 3~6行目）。

3 原判決に対する批判

(1) 本件行訴控訴人らは、第 3次請求の法的根拠（訴訟物）として、

確かに「人格権侵害による妨害排除請求」を主張したことがある（控

訴人ら準備書而(21)1 7頁）。しかし一方で本件行訴控訴人らは、「安

全確保義務に基づく履行請求」を強く主張していたのであり、最終準

備書而においては、後者の主張しかしていない。しかるに、原判決は、

「安全確保義務に基づく履行請求」の主張に対しては、上記のとおり、

その要件の検討すらしなかった。
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(2) 人格権侵害による妨害排除請求は、法律関係のない当事者間にお

ける請求であるから、侵害の具体的危険があることがその要件と解

されており、本件行訴控訴人らもそのことに特段の異論はない。これ

に対し、安全配慮義務ないし安全確保義務違反は、「ある法律関係に

基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該

法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して

信義則上負う義務」である（最高裁第 3小法廷昭和 50年 2月 25日

判決・民集第 29巻第 2号 14 3頁参照）から、信義則上いかなる義

務を負うかは、当該法律関係の性質、内容から導き出され、人格権侵

害の具体的危険を要件とするものではない。人格権侵害による妨害

排除請求が認められる要件と、安全確保義務に基づく履行請求が認

められる要件は自ずと異なり、通常は、法律関係のない当事者間より

も、特別な法律関係にある当事者間の方がより高度の義務が鰐めら

れるはずである。

人格権侵害の具体的危険の有無の検討事項及び判断内容と、安全

確保義務の有無の検釈事項及び判断内容が同じであると論証もなく

短絡して結論づけ、安全確保義務の有無を判断する要件及びその要

件を充足しているかについて独自の検討をすることなく、その請求

を退けた原判決は、極めて不当であって、それだけで取消しを免れな

し‘。

第 2 原判決の判断内容の不当

1 本件行訴控訴人らの主張の骨子

本件行訴控訴人らは、公立小中学校の学校設置者である本件行訴被

控訴人らがその設置に係る小中学校に就学している児童・生徒に対し

て負う安全配慮義務について、憲法、教育基本法、学校教育法、学校保

健安全法に由来することを述べ、その法律関係の性質から、一般的な安

全配慮義務より高度な「安全確保義務」であると主張した（控訴人最終

準備書面第 1部第 1章第 1、第 2)。そして、その義務の内容は、学校

環境衛生基準に定められている毒物等については、その基準を守って

児童•生徒の安全を図ることであり、放射［生物質のように学校環境衛生

基準に定めがない毒物等については、学校環境衛生基準制定の考え方

にしたがって、あるべき学校環境衛生基準を想定し、その想定された基

準に基づいて児童•生徒の安全を図ることであると主張した。

2 原判決の骨子
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上記第 1の2に記載のとおり、原判決は、本件行訴被控訴人らの「安

全確保義務」の内容については判断を示さなかったが、人格権侵害の具

体的危険の有無についての判断部分で、この点についての実質的な判

断を示している。それは、次のようなものである。

(1) 「地方公共団体が学校の保健安全に関する法的義務をいかなる手

段、方法によりいかなる形態として履行・実現するかについては・・・

教育関係法令の目的を踏まえ、学校環境衛生基準に照らした上で、学

校設置者である普通地方公共団体の教育委員会の専門的かつ合理的

な裁量に委ねられている」（原判決 29頁末行～ 30頁6行目）。

(2) 「学校環境衛生基準に放射性物質についての定めが置かれていな

いが、学校の保健安全の観点からすれば、これについても必要な考慮

をすべきことは明らか」（原判決 30頁7行目～ 9行目）だが、「その

具体的な措置については、学校の保健安全に関する教育委員会の専

門的かつ合理的な裁量に委ねられている。」（原判決 30頁9行目～

1 1行目）

その上で、原判決は、本件行訴被控訴人らが、本件行訴控訴人らに対

して、現在の学校環境で教育を実施していることに裁量権の逸脱、濫用

はないと結論づけた。

3 原判決に対する批判

(1) 学校教育における学校側の児童•生徒に対する安全確保義務は、

教育を受ける権利に伴う『原理的』、『条理上』の義務である（兼子仁

（『教育法〔新版〕』）。学校環境衛生基準は、学校保健安全法第 6条第

1項によって文部科学大臣に定めることが義務付けられた「学校に

おける換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項

について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されるこ

とが望ましい基準」であり、学校設置者に対しては、同条第 2項によ

って、「学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境

の維持に努める」ことが義務付けられている。

以上の法律の趣旨からは、学校設置者には、適切な基準設定につい

ての裁量は与えられておらず（学咬環境衛生基準に従うことにな

る。）、教育現場において設定された基準を実現、確保する方法につい

てのみ裁量が与えられていることが容易に見て取れる。したがって、

学校設置者（権限のある教育委員会）は、学校環境衛生基準に許容基

準の定めのある毒物については、その定めを基準として、許容基準の

定めのない毒物については、定めのある毒物の基準設定の考え方に
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則ってあるべき許容基準を定め、その上で、その基準での安全な教育

環境の実現に取り組む義務があるというべきである。

(2) ところが、原判決は、この「適切な基準設定」と、「設定された基

準の実現、確保」という異なる二つの措置を区別しないまま、その総

体を教育委員会の専門的かつ合理的な裁量に委ねられていると述べ、

放射性物質について定められるべき安全基準（被ばくレベル）を何ら

示さないまま、裁量権の逸脱、濫用を否定した。

しかし、このような判断は、法律の趣旨を逸脱して教育委員会に広

範な裁量を与えるものであって、違法である。

第3 本件行訴控訴人らの主張の総論

本件行訴控訴人らが本件行訴被告らの安全確保義務を判断するにあた

っての考慮要素として主張した点についての原判決の判断に対する批判

は次節以後に行うが、ここでは、安全確保義務についての総諭を、改めて

整理する。

1 学咬環境衛生基準の趣旨

(1) 平成 20年 6月 18日法律第 73号「学校保健法等の一部を改正

する法律」による改正によって、法律の名称が「学校保健法」から「学

校保健安全法」に改められるとともに、第 6条が新設された。第 6条

は、文部科学大回に対して、「学校における換気、採光、照明、保温、

清潔保持その他環境衛生に係る事項について、児童生徒等及び職員

の健康を保護ずる上で維持されることが望ましい基準（学校環境衛

生基準）」を定めることを（第 1項）、学校設置者に対しては、「学校

環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努

め」ることを義務付けた。

(2) 平成 20年 5月28日、衆議院文部科学委員会において、渡海紀

三朗文部科学大臣（当時）は、学校保健法等の一部を改正する法律案

の趣旨の一つとして、「文部科学大臣が定める望ましい基準に照らし

て、学校の環境衛生の保持に努めるものとすることであります。」と

述べ（甲A第67号証）、同改正案が審議された平成 20年 6月10 

日開催の参議院文教科学委員会において、政府参考人として出席し

た文部科学省スポーツ・青少年局長（当時）樋口修資氏は、谷岡郁子議

員からの、「現在の環境分野における農薬や添加物というものに対す

る考え方、あるいは建材、大気、士壌、水質、環境省等が基準をちゃ

んと作っておりますけれども、こういうことに合わせてのいわゆる

学校環境というものの調査というのはどういう形で行われていて、
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どのような頻度で行われているのか」という質問に対し、化学物質や

大気汚染物質、水質等についての説明をしたあと、「今後とも、児童

生徒の健康に及ぼすような様々な環境要因については、きちんと実

態を把握しながら、これを環境衛生基準の中に適切に反映をしてま

いりたいと考えている」と述べた（甲A第68号証）。

(3) 参議院文教科学委員会は、平成20年 6月10日、学校保健法等

の一部を改正する法律案を可決したが、その際、政府及び関係者は、

本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をするべきとの

附帯決議がなされた（甲A第68号証）。

ア 四 「学校環境衛生基準」の作成に当たっては、子どもにとって

安全で快適な教育環境が確保されるよう、その完全実施に向けて

万全を期すこと

イ ー八 新型インフルエンザ等国家的規模での緊急かつ総合的な

対策が求められる課題について、学校における児童生徒等の健康

と安全確保の観点から、速やかに、講ずべき具体的な措置を検討す

ること

(4) 改正法に基づいて平成 24年4月1日、文部科学省告示として、

「教室等の環境に係る学校環境衛生基準」「飲料水等の水質及び施

設・設備に係る学校環境衛生基準」「学校の清掃、ネズミ、衛生害虫

等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛生基準」「水泳プールに

係る学校環境衛生基準」「日常における環境衛生に係る学校環境衛生

基準」が制定された（甲A第55号証）。

(5) 学校環境衛生基準の基準値の根拠等については、文部科学省作成

にかかる「学校環境衛生管理マニュアル」（甲A第60号証）に書か

れている。これによると、環境省が定めた環境基準を参照したことを

明記しているもの（二酸化窒素 17頁） （騒音 51 ~ 5 2頁）のほか、

シックハウス症侯群に関して厚労省が設定した「室内空気濃度指針

値」を参照したことを明記しているもの（揮発性有機化合物 17頁）、

水質基準に関する省令（平成 15年厚生労働省令第 10 1号）及び水

道法施行規則（昭和 32年厚生省令第45号）と同一基準にすること

が明記されているもの【水道水を水源とする飲料水（専用水道を除く）

の水質、専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の水質、

専用水道（水道水を水源とする場合を除く）及び専用水道に該当しな

い井戸水等を水源とする飲叫水の原水の水質】等がある。また、明記

はされていないが、環境基準と同じ数値を採用しているのが、一酸化

炭素と浮遊粉じんである。詳細は次のとおりである。
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番
物質 環境基準 学校環境衛生基準

号

1時間値の 1日平均値が 10ppm以

1 一酸化炭素 下で，かつ， 1時間値の 8時間平 1 Oppm以下

均値が 20ppm以下
浮遊粉じん 1時間値の 1日平均値が 0.lOmg/ 

2 （浮遊粒子状五以下であり、かつ 1時間値が 0-. !Omg/面である

物質） 0. 20mg/rrl改下であること -と

このことから言えることは、環境基準に定めのある物質について

は、環境基準と同一の数値を採用していることである。これは、環境

基準が、「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染等に関わる環境上の

条件について、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持す

ることが望ましい基準」（環境基本法第 9条）であることから、当然

のことといえる。

2 平成 24年環境基本法改正の趣旨

原子力規制委員会設置法（平成 24年法律第47号）附則 51条によ

り環境基本法第 13条（放射性物質の適用除外規定）が削除され、放射

性物質は、環境基本法の適用対象となった。その結果、政府は、放射性

物質について、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持

されることが望ましい基準」（環境基準）を定める義務を負った（同法

第 16条第 1項）。しかるに、放射性物質についての環境基準は、今な

お定められていない。

3 閾値15のない毒物についての環境基準の考え方

そこで、放射性物質について、あるべき環境基準について検討する。

(1) 放射性物質は、閾値のない毒物である。そのことは、 ICRPが

放射性物質について LNTモデルを採用していることからも導き出

される。

(2) 閾値のない毒物についての環境基準

閾値のある毒物の場合、環境基準は、その閾値以下にすればよい。

それでは、閾値のない毒物では、どのような考え方に基づいて環境基

準が定められてきたのだろうか。それは、「環境基準の設定に当たっ

ての考え方」（甲 B第 19 0号証）を見ればわかる。「国民の健康に影

15 特定の毒物について、その暴露量では有害な影害が生じないとされる量
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響を及ぼすおそれ（健康リスク）が十分に低い場合は実質的に安全と

みなすことができる」（同号証 1頁）として、そのリスクレベルに対

応する暴露量を環境目標値の目安としてきたのである。そして、その

リスクレベルは、「国内外で検討・評価・活用されている 10のマイ

ナス 5乗の生涯リスクレベルを参考にし」ている（同号証3頁）ので

ある。

中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会の報告

（甲 B第 19 1号証）を読めば、リスクレベルを生涯リスク 10のマ

イナス 5乗ないし 6乗とすることは、我が国だけではなく、諸外國に

おいても同じであり、 WHOも同様の考え方を採用していることが

分かる。これは、国際標準なのである。

4 放射性物質についてあるべき環境基準

上記のように、政府は、放射性物質について環境基準を定める義務を

果たしていない。そこで、放射性物質についてのあるべき環境基準を検

討すると、控訴人ら最終準備書而第 1部第 1章第4の5に記載したよ

うに、放射［生物質についてのあるべき環境基準は、年 2.9マイクロシ

ーベルトになる。

これは、原子力法制において公衆の被ばく限度と考えられていた数

値と比較すると大きな差がある。あるべき環境基準は、生涯の被ばくで

1 0万人に 1人ががん死するリスクレベルであるが、一般公衆の被ば

く限度と言われている年 1ミリシーベルトの被ばくは、 ICRPの考

え方に従っても、生涯 (70年）曝露によって 10万人に 35 0人がが

ん死するレベルであって、あるべき環境基準の 35 0倍である。

【lmSvX70年＝70mSv

lOOmSvの被ばくでがん死のリスクが 0.5％増（ICRPによる）

70mSvの被ばくでがん死のリスクが 0.35％増

10万人の 0.35％は 350人16】

16 生涯年 1ミリシーベルトの被ばくをすると、この程度のがん死者がでるこ

とは、他のデータでも裏付けられている。 BEIRVIIPhase2 （甲 B第 18 0号証

の 1の1, 2) 中の「表 12-D3 固形がんの発生と死亡の生涯にわたるリス

ク」によれば、生涯年 1mGy (1 mSvと同等と考えてよい。）を受ける場合の 1

0万人あたりのがん死者（全がん）は、男性で 33 2人、女性で49 7人と試

算されている。なお、翻訳文中、同表の下段の「注 0. lGyの一回の被ばくに

よる 100, 000人あたりの症例数」は誤訳であり、正しくは、「注生涯を通じ

て年間 lmGy、または 18歳から 64歳まで年間 lOmGyに曝露された 10万人あた
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以上のことから、国民を守るレベルについての考え方が、環境法制と

原子力行政では、全く異なることがわかる。そして、上記環境基本法の

改正によって、放射性物質も環境基本法による規制対象になったのだ

から、放射性物質についても、環境法制の考え方にしたがって、防護対

策が取られなければならないのである。

5 放射性物質について、あるべき学校環境衛生基準

(1) 学校環境衛生基準が策定された当時、学校の大気が放射性物質

（自然放射能を除く人口放射能）に汚染されることは想定されてお

らず、放射性物質についての学校環境衛生基準は策定されなかった。

しかし、福島原発事故の後、福島県内外の学咬を取り巻く大気には、

多量の放射性物質が含まれているのだから、放射性物質についての

学校環境衛生基準が定められなければならない。

(2) 新たに児童生徒の健康に影馨を及ぼす環境要因が発生すれば、そ

の要因についての学咬環境衛生基準を定めるべきことは、学校保健

法等の一部を改正する法律案の審議において、文部科学省スポーツ・

青少年局長（当峙）樋口修資氏が「今後とも、児童生徒の健康に及ぼす

ような様々な環境要因については、きちんと実態を把握しながら、こ

れを環境衛生基準の中に適切に反映をしてまいりたい」と述べたと

おりである（上記第 3の1(3)）。また、上記改正法の成立に当たり、

参議院で、「『学校環境衛生基準』の作成に当たっては、子どもにとっ

て安全で快適な教育環境が確保されるよう、その完全実施に向けて

万全を期すこと」という付帯決議がなされたことから、立法者もその

意思であったことが窺える。

(3) 以上の検討の結呆によれば、放射性物質についてのあるべき学校

環境衛生基準は、追加線量年 2.9マイクロシーベルトである。仮に、

本件行訴被控訴人らにおいて、放射性物質について、このレベルと異

なる安全基準（被ばくレベル）が相当であると主張するのであれば、

被控訴人らは例外的なレベルを相当と判断することの合理性を朗ら

かにする必要があり、この点において裁量が認められる余地はない

（適切な基準設定の覇束性）。繰り返すが、本件行訴被控訴人らには、

「適切な基準設定」について裁量は与えられておらず、「設定された

基準の実現、確保」について、専門家としての合理的な裁量が認めら

りの症例数または死亡数」である。
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れているにすぎないのである。

第2節（放射線の健康影響）

第 1 低線量被ばく

1 原判決の低線量被ばくに関する概要

「原判決 72頁～ 76頁」では、「第 1 低線量被ばく」として、低

線量被ばくについて論じており、控訴人らの請求をすべて否定してい

るので、本項では、原判決が示した以下のような論理に対して反論する。

原判決の論理は、「 1 主張の要点」において控訴人（本件行訴原告）

らと被控訴人（本件行訴被告）らの主張を整理し、「 2 連名意見書」

において「連名意見書」（乙B6) が、被控訴人らの主張に沿う意見を

述べていると判示し、「 3 ICRPの考え方」においては、 20 0 7年勧

告（丙B3)で分析している LNTモデルおよび「Publication99」（甲 B

9 8、以下「99報告」という。）を検酎し、 99報告が、 LNTモデルに関

する ICRPの結輪を基礎づけていることを示し、「 4 以上を踏まえた

検討」においては、 ICRPが提案している放射線防護の原則である「正

当化の原則」，「防護の最遮化の原則」及び「線量限度の適用の原則］を

考慮して「①計阿被ばく状況における線量限度」、「②緊急時被ばく状況

における参考レベル」、「③現存被ばく状況における参考レベル」の各点

を考慮した上で，「本件行訴控訴人らが通う学校の保健安全に関する裁

量権を適切に行使すべきことになる。」と結論した。

そこで、本項では、「連名意見書」に対する反論、低線量被ばくによ

るリスクは LNTモデルによって明確であること、本件控訴人（本件行訴

原告）らに対しては、上記①②③が適用される事案ではないことを示す

ことにより、原判決が重大な違法をおかしていることを明確にする。

2 連名意見書の問題点

(1) 原判決が引用する「連名意見書」の意見内容

同意見書は、「およそ lOOmSv以下の低線量の放射線被ばくの健康

影響としては確率的影響、特に発がんリスクの増加が問題となる。現

時点での国際的なコンセンサスは、 100mSv以下の低線量領域におい

ては疫学的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がん死亡リスクの増加を鰐めること

ができない (A）、というものである。 lOOmSvの放射線被ばくによる

発がんリスクは、運動不足や野菜不足のリスクより低く、受動喫煙と
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同等のレベルに相当するという国立がん研究センターによる試算が

ある。 lOOmSv以下の放射線の健康影響はあるとしても小さく、放射

線以外の発がんリスク（喫煙や運動不足、野菜不足等の交絡因子）の

地域差など（約 10％のばらつき）に紛れてしまって、疫学的調査に

よる検出が実施上困難である。（中略） ICRPは 放射線の管理・防護

という実用的、政策的な立場から、安全を重視してこの統計モデルを

採用している。 ICRPが lOOmSv以下の低線量でも単純比例で直線的に

発がんリスクが増加するとの仮説を科学的根拠によりー付けられた

ものと認めているわけではない（B)点、 LNTモデルが研究者から提

案されている様々な統計モデルのうちの一つである点に留意する必

要がある。」とする。

ここで、「lOOmSv以下の低線量でも単純比例で直線的に発がんリス

クが増加する」とは、 lOOmSv以下の低線量でもしきい値がないとい

うことを意味するが、そのしきい｛直がないということが科学的根拠

をもって襄付けられていないということを言っているのである。

(2) 「連名意見書」の主となる意見は 2点である

第 1点は、「国際的なコンセンサスは、 lOOmSv以下の低線量領域に

おいては疫学的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がん死亡リスクの増加を認める

ことができない」という内容であるが、被控訴人（本件行訴被告）ら

の主張によれば、「放射線リスクにしきい値がないことについて、理

諭的、実験的な裏付けがなされているものではない。」（上記下線部 A

部分）という意味である（被告国「第 6準備書面」 4頁）。

第2点は、 ICRPがLNTモデルを採用した理由について、「疫学的調

査等に基づき科学的に証明されたものとして同仮説を採用したので

はなく同仮説を実証する十分な科学的知見がないことを踏まえつつ、

飽くまで公衆衛生上の安全サイドに立った判断としてこれを採用し

たに過ぎない。」（同 B) という内容である。

上記下線部分からすると、被控訴人（行訴被告）らの主張は、現時

点では、 lOOmSv以下の低線量領域において、放射線リスクについて

しきい値の理論的、実験的な裏付けがないということから LNTモデ

ルが「公衆衛生上の安全サイドに立った判断としてこれを採用した

に過ぎない」とするのである。そしてそこから、控訴人（行訴原告）

らのリスクが立証されていないという結論を導き出すのである。

この被控訴人の論理は、「lOOmSv以下の低線量でも単純比例で直線
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的に発がんリスクが増加するとの仮説を料学的根拠により裏付けら

れたものと認めているわけではない」という記述からも分かるよう

に、 LNTモデルの立証が LNTモデルを主張する側が立証しなければな

らないという前提に立っている。しかし、原審においても強く主張し

たところであるが、これは明白な間違いである。 LNTモデルを立証す

るということは、しきい信がないということを立証することである

が、放射線専門家の間ではそのように考えられておらず、立証すべき

は、しきい値の存在することと考えられているのである。このことに

ついては、以下に述べる。

(3) 証明されなければならないのは「しきい値の存在」である

原子力安全委員会放射線障害防止基本専門部会に設置された低線

量放射線影響分科会の作成にかかる「低線量放射線リスクの斜学的

基盤ー現状と課麺ー」（以下「現状と課題」という。甲 B153)では、

立証されるべきは LNT仮説（しきい値が無いということ）ではなく、

「しきい値の存在」であることが明らかにされており、被控訴人（行

訴被告）らの主張とは全く反対の考え方が示されている。

・ 「低線量放射線被ばくのリスクを評価する主要な疫学的方法はし

きい値の存在を含めて、がん死亡率または発生率の放射線量に対

する線量反応曲線を決定することである。」（「現状と課題」 11頁末

行～）

「放射線に被ばくした集団（．．．）について多くの疫学調査が

行われている。しかし、・・・、線量反応が議論できる調査は少な

い。また、低線量域の発がんリスクは非常に小さく統計的に検出で

きない場合があるが、これで「しきい値」を証明したことにはなら

ない。」（「現状と課題」 12頁 4行～）

「一般に、急性の放射線被ばくである原爆被爆者調査では、特定

の発がんについて低線量域のしきい値の存在の可能性を否定する

ことはできないが（特に白血病と皮膚がん）、全がんで見るとしき

い値の存在を示す明白な統計的結果は示されていない。」（「現状と

課題」 12頁 21行～）

「しきい値の存在を証明するためには、影響が存在しないことを

証明する必要がある」（「現状と課題」 7行～）

等々 。

上記のとおり「現状と課題」では、「低線量放射線被ばくのリスク

を評価する主要な疫学的方法はしきい値の存在を・・・決定すること」、

「しきい値」を証明したことにはならない。」、「しきい値の存在を示
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す明白な統計的結果は示されていない。」、「しきい値の存在を証明す

るためには、影響が存在しないことを証明する必要がある」などと記

述されており、証明の対象は LNT仮説ではなく、「しきい値の存在」

であるということが当然の前提となっている。

(4) 影響が観察されないということをリスクが存在しないということ

と同一視できない。

さらに「現状と課題」では、「しきい値の存在」の統計的・疫学的

証明に関して次のとおり記述されている。

「低線量域の発がんリスクは非常に小さく統計的に検出できない

場合があるが、これで「しきい｛直の存在」を証明したことにはならな

い。」（「現状と課題」 12頁 8行目）。そこで、直接に低線量影響を観

察する方法からしきい値の存在を旺明しようとする試みもあったが、

「低線量影署を直接に観察するこうした方法には、統計的及び技管

的な不確かさを伴うので、影響が観察されないということを、リスク

が存在しないということと、同一視できない。同一視できない 1例を

あげれば、上記の疫学闊査や動物実験では、第 2種の過誤の確率（見

落とし確率）をゼロにできない。そこで統計的な有意差が無い場合に

は、常に放射線影響を見落としている可能性を否定できない。従って、

しきい値の存在を証明するためには、影響が存在しないことを証明

する必要があるが、前述の統計学上の問題により、それは不可能に近

い。発がんのしきい値の有無の判断は、統計学上の問題を伴わないメ

カニズムの考察に期待が寄せられている。」（「現状と課題」 13頁 3行

～）とした。

上記の記述は、「しきい値の存在を証明するためには、影馨が存在

しないことを証明する必要があるが」「第 2種の過誤の確率（見落と

し確率）をゼロにできない。」という理由から、統計学的に「しきい

値の存在」を証明することは不可能だと結論づけているのである。

これはどういう意味かというと、統計学では、ある立証命題につい

て直接的に統計的に立記することはしない。その命題の反対の仮説

を設定し、その仮説が正しいという想定のもとでその仮説に関する

確率値 (P信）を計算し、その確率値がある一定の数値より小さい場

合にその仮説を棄却することをとおして立証命題は王しいという評

価をする。その仮説は、立証命題を証明するために、棄却される（帰

無、ゼロ）ことを期待されて設定されるので、その仮説を帰無仮説と

かゼロ仮説と呼ばれる。ただ、この帰無仮説を設定して立証命題を立

証しようとする方法には、二つの誤りの可能性がある。
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「（a)帰無仮説が正しいのに、それを棄却する第一種の誤り、およ

び（b) 帰無仮説が誤っているのに、それを採択する第二種の誤り」

であり（甲 B155【統計学入門】 236頁）、「第二種の誤り」は一般に

「見落とし」と言われている。

「現状と課題」によっても明らかにされているとおり、低線量放射

線被ばくのリスク評価の疫学的方法は「しきい値の存在」を証明する

ことであるから、「しきい値の存在」が立証命題である。帰無仮説は、

しきい値が無いこと、すなわち LNTである。つまり「しきい値の存

在」を証明するために、 LNTを帰無仮説として設定し、その LNTが

正しいという想定のもとで LNTのP値を計算するのである。そして、

LNTのP値がある一定の数値より小さい場合には、その LNTという仮

説を棄却することによって「しきい値の存在」が正しいという評価を

することになる。

(5) 「しきい値の存在」は統計的に証明されてはいない

ところが、上記「第 2種の過誤の確率（見落とし確率）をゼロにで

きない。」（「現状と課題」 13頁 5行～）とあるとおり、「第二種の誤

り」つまり見落としをゼロにできないということなので、帰無仮脱と

して設定した LNTが棄却されないというのが上記の意味である。

もちろん、帰無仮説である LNTが棄却されないということで、 LNT

が積極的に証明されたわけではない（【統計学入門】 237頁の 3行目

～）。しかし、帰無仮説である LNTが棄却されていない以上「しきい

値の存在」も統計的に証明されてはいないということなのである。被

控訴人国は、 LNTが統計的に証明されていないことを強調するが、「し

きい値の存在」自体も実は統計的に証明されてはいないのである。

被控訴人国及び【連名意見書】は、このことについては沈黙しなが

ら、「LNT仮説が統計的に征明されていない」ということだけを繰り

返しているのである。

(6) 「統計学上の関屡を伴わないメカニズムの考察」 (LNT仮説から LNT

理論へ）

① 統計学上の問題を伴わないメカニズムの考察

このように「しきい値の存在」の統計的な証明は不可能なので、

「現状と課題」では、「発がんのしきい値の有無の判断は、統計学

上の間題を伴わないメカニズムの考察に期待が寄せられている。」

（「現状と課題」 13頁 8行～）とし、見落としの問題が発生しない、

統計学とは別のメカニズムによって考察することが必要だとする。

② 【99報告】による多角的検酎
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この「現状と誤題」は平成 16 (2004)年 3月に発表されたが、

翌 2005年に ICRPから LNT仮説に関する詳細な【99報告］の英語

版が刊行され、その日本語翻訳が 2011年 5月に刊行されている

（甲 B98【99報告】）。

その【99報告】では、「現状と課題」が示した「統計学上の問題

を伴わないメカニズムの考察」を行っている。【99報告】が「疫学

的考察」（統計的考察）に加えて、それ以外の多角的な観点からど

のように検討を加えているかについては「原告準備書面 (37)」の

第 3において詳細に説明した。

③ 「低線量しきい値存在の主張は支持されない」とは何を意味する

か？

【99報告】は、 LNT仮説について多角的に考察した結果、「大半

の臓器や組織における発がんの線量反応における低線量しきい存

在の主張は支持されないであろう。」 ([99報告l103頁下から 2行

～）とし、「LNT理論は、放射線防護という実務的な目的のために

は最も思慮深いモデルであることに変わりはない。」(【99報告】 105

頁末行）と結論づけた。つまり、「統計学上の閑題を伴わないメカ

ニズムの考察」を行った結果、「科学的事実は普遍的なしきいの存

在を支持しない。」 ([99報告】 iii頁下から 3行）という結論となっ

たのであるから、その結果として、 ICRP等の放射線防護機関が、

しきい値が無いということを意味する LNT仮説を採用するのは当

然の論理的帰結なのである。

④ 「科学的事実は普遍的なしきいの存在を支持しない」

被控訴人らは、「ICRPは、疫学的調査等に基づき科学的に証明さ

れたものとして同仮説を採用したのではなく同仮説を実証する十

分な科学的知見がないことを踏まえつつ、飽くまで公衆衛生上の

安全サイドに立った判断としてこれを採用したに過ぎない。」（被

控訴人国「第 6準備書面」 5頁 2行～）と主張し、あたかも科学的

知見が無いにもかかわらず LNT仮説が採用されているという論調

の主張をしているが、 ICRPは「統計学上の開題を伴わないメカニ

ズムの考察」を行った結果、「科学的事実は普遍的なしきいの存在

を支持しない。」という結輪にいたったのであり、その結果として

LNTモデルが採用されることになったのであるから、 LNTモデルの

採用は科学的知見に基づくものなのである。

⑤ 被控訴人の主張と ICRPの見解の根本的な違い

このように ICRPによる LNTモデルの採用は科学的知見に基づく
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ものであるにもかかわらず、被控訴人は、「いわゆる LNTモデルの

仮説が科学的に実匠されていないこと」（「第 6準備書而」第 2) と

いう論理を展開している。

被控訴人の主張と ICRPの見解の根本的な違いはどこにあるの

か？

それは、被控訴人が「疫学的調査等に基づき科学的に証明された

もの」でなければ、「科学的知見」とは言えないという見解を採っ

ているのに対して、「現状と課題」や ICRPは、そもそも「しきい値

の存在」の統計的・疫学的証明は不可能なので、「しきい値の有無

の判断は、統計学上の問題を伴わないメカニズム」（「現状と課題」

13頁 8行～）をとおして考察するしかないが、その考察は、「疫学

的調査」に限定されないという見解に立っている点にある。

⑥ ICRPは「疫学的考察」に限定せず多角的に科学的考察をしてい

る

ICRPが「疫学的考察」だけに限定せず、「低線量リスクと生物学」

「放射線誘発損傷の組胞影響」「電離放射線の発がん影響」「不確実

性の定量的解析」等というふうに多角的に科学的考察を行った結

果(【99報告］の目次参照）、「科学的事実は普遍的なしきいの存在

を支持しない。」という結論に至っているは、科学的知見を「疫学

的調査」に限定していないことを示すものである。

⑦ 2004年（平成 16年）段階で「しきい値」の統計的証明は不

可能と判明していた

同年の「現状と課題」において、「しきい値の存在を証明するた

めには、影響が存在しないことを証明する必要があるが、前述の統

計学上の問題により、それは不可能に近い。発がんのしきい値の有

無の判断は、統計学上の問題を伴わないメカニズムの考察に期待

が寄せられている。」（「現状と課題」 13頁 7行～）と発表されてい

たのであるから、遅くとも平成 16年の段階で、しきい値の問題を

統計的に証明することは不可能だということは研究者間では明ら

かとなっていた。だからこそ ICRPは、「疫学的考察」だけに限定せ

ず、「低線量リスクと生物学」「放射線誘発損傷の細胞影轡」「電離

放射線の発がん影響」「不確実性の定量的解析」等の科学的考察を

行っているのである。

ところが、被控訴人は、しきい値の閲題（すなわち LNT仮説）は、

あくまでも「疫学的調査等に基づき科学的に証明されたもの」でな

ければ「科学的知見」とは言えないという独自の見解に固執してい
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るのである。

⑧ 「LNT仮説から LNT理論へ」

ICRPが「疫学的考察」だけに限定せず、「低線量リスクと生物学J

「放射線誘発損傷の細胞影聾」「電離放射線の発がん影響」「不確実

性の定量的解析」等の料学的考察を行った結果、「科学的事実は普

遍的なしきいの存在を支持しない。」(【99報告】 iii頁下から 3行）

という結輪に至ったことで、 LNTは、単に棄却されない帰無仮説と

いう地位から科学的知見に裏付けられた「LNT理論」となり(【99

報告ll05頁） 、「最も思慮深いモデル」に発展したのである。

(7) 【LSS14】も「しきい値ゼロ」を公表する

ICRPは【99報告】を経て【2007年勧告】においても、しきい値な

しの LNT理論を採用し、「放影研」も 2011年 12月 [LSS14】（甲 B71)

において、しきい値がゼロであることを公表した。

このように低線量放射線影聾分科会が「現状と課題」において低線

量被ばくについて、立証すべきは「しきい値の存在」であることを明

確にし、その後、 ICRPは、 [99報告】や【2007年勧告】において、

「疫学的考察」だけでなく、「低線量リスクと生物学」、「放射線誘発

損傷の細胞影馨J、「電離放射線の発がん影響」「不確実性の定量的解

析」等多角的(【99報告】の目次参照）に、「統計学上の問題を伴わ

ないメカニズムの考察」を加えた結果、科学的事実は「しきい値の存

在」を支持しないと結論した(【99報告liii頁） （下から 3行～）。

その後、放射線被ばくによる健康障害に関する基礎資料を提供す

るという極めて重要な役割を果たしている放影研も【LSS14】によっ

てしきい値はゼロであるという結論を支持した（「原告準備書而 (37)」

13頁「第 4」参照）。

(8) 「国際的コンセンサス」に反しているのは【連名意見書】の方であ

る

平成 16年 (2004年）当時において、「分科会」、 ICRPそして UNSCEAR

等の放射線防護に関する国際機関は、征明すべきは「しきい値の存在」

であり、証明する資料としては必ずしも統計的・疫学的調査等に基づ

くものには限定されないという考え方が本当の意味で「国際的コン

センサス」 となっていたのであり、現時点においても変わりはない。

にもかかわらず、【連名意見書】は、「現時点での国際的なコンセン

サスは、 100ミリシーベルト以下の低線量域においては・・・統計的

に有意な発がん又はがん死亡リスクの増加を認めることができない」

とし、 LNTが証明すべき対象であって、その証明も統計的な征明でな
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ければならないというのが、あたかも「国際的なコンセンサス」であ

るかのように記述するが、それは全く事実を歪曲するものである。

【連名意見書】は、その歪曲を前提として、餡理を展開し統計的な記

述に終始している。

「現状と課題」が、「しきい値の存在を証明するためには、影響が

存在しないことを証明する必要があるが、前述の統計学上の問題に

より、それは不可能に近い。」（「現状と課題」 13頁）と記述している

ように、「しきい値の存在」を統計的に証明することが不可能である

ことは、既に平成 16年の段階で明らかになっていたのであり、しき

い値が存在するかどうかという問題についての研究の流れは、「統計

学上の問題を伴わないメカニズムの考察」（「現状と課題」 13頁8行）

と「放射線による腫瘍誘発の物理学的、生物学的特性に関する計算モ

デル」（同 5頁下から 10行目～）という観点からの研究に移ってい

た。そのような翫点から ICRPは考察を重ね、 [99報告】及び【2007

年勧告】において LNT理綸を採用することを確認し、放影研は【LSS14】

によってしきい値はゼロであることを明確にしたのである。

「しきい値の存在」を統計的に証明することが不可能であること、

その結果、放射緑防護の見地からは LNTを採用するのが論理的であ

り、科学的知見も LNT仮説を支持しているにも係わらず、【連名意見

書】は、そのような事実には沈黙したまま、 LNT仮説が統計的に証明

されていないと繰り返しているのである。それは低線量放射線影響

分科会、 ICRPそして UNSCEAR等の放射線防護に関する国際機関の基

本的な考え方や研究の流れに逆行し、議綸を平成 16年の時点まで引

き戻すものでしかない。「国際的なコンセンサス」に反するのはむし

ろ【連名意見書】の方である。

(9) 【連名意見書】の内容の信用性は極めて低い

【連名意見書】には多数の研究者等の署名が付されているものの、

誰が実際に文書を作成したのかについての記載もなく責任の所在も

明らかでない。被控訴人の訴訟対策として作成されたものにすぎず、

私的な文書以上のものではなく、その信用性には非常に疑問がある。

これに対して、「現状と課題」、【99報告］、【2007年勧告】、【LSS14】

は、公的な文書であり、将来的に多くの研究者の基礎資料となること

が予定されており、作成過程において厳密な検討が加えられている

のであるから、その信用性において［連名意見書】とは比較の対象と

はなり得ない。

そもそも「現状と課題」を作成した低線量放射線影響分科会は、原

61 



了力規制委員会の前身である原子力安全委員会の「放射線障害防止

基本専門部会」に設置された分科会である。「現状と課題」には、「平

成 13年 8月、原子力利用に伴う障害防止の基本に閲する事項等につ

いて調査審議する放射線障害防止基本専門部会（平成 12年 9月設置）

に低線量放射線影害分科会が設置され、低線量放射線の生物影響に

関する研究成果の現状と今後取り組むべき研究課題等について詞査

審議して来た。」（同 1頁下から 8行～）とあるとおり、日本の行政機

関の一つである。

また【99報告】、【2007年勧告］を作成した ICRP は、原発推進の

立場から放射線防護に関する勧告を行う国際学術組織ではるが、【連

名意見書】はその ICRPの勧告にさえも反しているのである。

また UNSCEAR は、電離放射線による被曝の程度と影響を評価・報

告するために国連によって設置された委員会である。

また【LSS14]を発表した「放影研」 は、被爆者の健康調査及び被

爆の病理的調査・研究を行う研究機関であり、日本国政府とアメリカ

合衆匡政府が設立・運営している。

上記のような組織・団体が、「しきい値の存在」を統計的に胚明す

ることは不可能であり、科学的事実は「しきい値の存在」を支持して

いないと結論づけて、「しきい値の有無の判断は、統計学上の間題を

伴わないメカニズムの考察」や「放射線による腫瘍誘発の物理学的、

生物学的特性に関する計算モデルから得られる」という考え方（「現

状と課題」）で研究を進め、【99報告］、【2007年勧告】、【LSS14】を経

てLNT理論を肯定してきたのである。

(10) 【連名意見書】の署名者には研究者としての責任が全くない、署名

者の肩書と内容の真実性の間にも関連性は存在しない

そもそも研究論文というものは、公刊されることで他の研究者の

批判に瀑され、批判・反論のプロセスを通ることによって、真理が明

らかにされるという性格を持っている。したがって、研究者には、自

己の見解が公に発表されることによって批判にさらされるという負

担を負い、反論をするという研究者としての責任が生じるのである。

したがって逆に言えば、公刊等の発表が予定されていない研究論文

等の場合には批判・反論のプロセスが予定されていないから、研究者

としての負担・責任は生じないのである。

【連名意見書】は、被控訴人国の訴訟対策として作成されたものに

すぎず、公刊が予定されている文書ではない。【連名意見書］の署名

者には研究者として、その内容について全く責任が生じない類の文
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書であり、私的な文書以上のものではない。いくら署名があったとし

ても、署名者には何の責任も発生する余地がない以上、内容の真実性

が担保される余地はない。【連名意見書】の署名者欄には様々な肩書

が記載されているが、何ら責任の発生しない署名者に付いている肩

書と内容の真実注との間には関連性を認めることはできない。した

がって、【連名意見書］は、訴訟上私的な文書以上のものではなく、

被控訴人の主張を裏付けるに足りる信用性は存在しないと言わざる

を毎ない。

他方、「現状と課題」、【99報告】、【2007年勧告】、【LSS14】は公刊

され、他の多くの研究者の批判に曝されることが予定されており、実

際に批判に曝されている。したがって、公刊されることによって、作

成者（または作成者のメンバー）には批判・反論のプロセスをとおし

て研究者としての責任が発生するのであり、その責任が内容の真実

性を担保するのである。

【連名意見書】と、低線量放射線影響分科会作成の「現状と課題」・

ICRP作成の【99報告】【2007年勧告】・放影研作成の【LSS14】との

間には、本質的な違いがあるのであり比較すること自体無意味であ

る。

3 「LNTモデルの仮説が科学的に実証されていないこと」に対する反輪

(1) 連名意見書の意見内容

連名意見書は、「疫学的調査等に基づき科学的に証明されたものと

して同仮説を採用したのではなく同仮説を実証する十分な科学的知

見がないことを踏まえつつ、飽くまで公衆衛生上の安全サイドに立

った判断としてこれを採用したに過ぎない。」ということについては、

上記 2において LNTモデルが科学的根拠を有することを示したが、

以下においては、【2007年勧告】及び【99報告】の詳細を明らかにし

て、 LNTモデルが科学的に実証されていることを論証する。

(2) ICRPは「実験的観察」を重視して LNTを採用した

ICRPは【2007年勧告】では以下のように説明している。

「(62) がんの場合，約 lOOmSv以下の線量において不確実性が存在

するにしても，疫学研究及び実験的研究が放射線リスクの証拠を提

供している。遺伝性疾患の場合には，人に関する放射線リスクの直接

的な証拠は存在しないが，実験的観察からは，将来世代への放射線リ

スクを防護体系に含めるべきである，と説得力のある議論がなされ

ている。」
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「(63) 1990年以降，放射線腫瘍形成に関する細胞データ及び動

物データの蓄積によって，単一細胞内での DNA損傷反応過程が放射

線被ばく後のがんの発生に非常に重要であるという見解が強くなっ

た。これらのデータによって，がん発生過程全般の知識の進展ととも

に， DNA損傷の反応／修復及び遺伝子／染色体の突然変異誘発に関す

る詳細な情報が，低線量における放射線関連のがん罹患率の増加に

ついての判断に大きく寄与しうるという確信が増した。この知職は

また，生物効果比 (RBE)，放射線加重係数並びに線量・線量率効果に

対する判断にも影響を与えている。特に重要なことは，複雑な形態の

DNA二重鎖切断の誘発，それらの複雑な形態の DNA損傷を正しく修復

する際に細胞が経験する問題，及び，その後の遺伝子／染色体突然変

異の出現など， DNAに対する放射線影響についての理解の進展である。

放射線誘発 DNA損傷の諸側而に関するマイクロドシメトリーの知識

の進展も，この理解に大きく貢献した（付属書AとB参照）。」

「(64) 認められている例外はあるが，放射線防護の目的には，基

礎的な細胞過程に関する証拠の重みは，線量反応データと合わせて，

約 lOOmSvを下回る低線量域では，がん又は遺伝性影響の発生率が関

係する臓器及び組織の等価線量の増加に正比例して増加するであろ

うと仮定するのが科学的にもっともらしい，という見解を支持する

と委員会は判断している。」

「(65) したがって，委員会が勧告する実用的な放射線防護体系は，

約 lOOmSvを下回る線量においては，ある一定の線量の増加はそれに

正比例して放射線起因の発がん又は遺伝性影響の確率の増加を生じ

るであろうという仮定に引き続き根拠を置くこととする。この線量

反応モデルは一般に“直線しきい値なし”仮説又は LNTモデルとし

て知られている。この見解は UNSCEAR(2000)が示した見解と一致す

る。様々な国の組織が他の推定値を提供しており，そのうちのいくつ

かは UNSCEARの見解と一致し（例えば NCRP,2001; NAS/NRC, 2006), 

一方，フランスアカデミーの報告書 (FrenchAcademies Report, 2005) 

は，放射線発がんのリスクに対する実用的なしきい値の支持を主張

している。 しかし，委員会が実施した解析 (Publication99 ; ICRP, 

2005d) から， LNTモデルを採用することは，線量・線量率効果係数

(DDREF)について判断された数値と合わせて，放射線防護の実用的

な目的，すなわち低線量放射線被ばくのリスクの管理に対しで慎重

な根拠を提供すると委員会は考える。」

「(66) しかし，委晨会は， LNTモデルが実用的なその放射線防護
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体系において引き続き科学的にも説得力がある要素である一方，こ

の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

的知見がすぐには得られそうにないということを強調しておく

(UNSCEAR, 2000 ; NCRP, 2001も参照）。低線量における健康影響が不

確実であることから，委員会は，公衆の健康を計画する目的には，非

常に長期間にわたり多数の人々が受けたごく小さい線量に関連する

かもしれないがん又は遺伝性疾患について仮想的な症例数を計算す

ることは適切ではないと判断する (4.4. 7節と 5.8節も参照）。」

以上 (62)パラグラフから (66)パラグラフにおいて説明している

のは、 ICRPは「1990年以降，放射線腫瘍形成に関する細胞データ及

び動物データの蓄積」という科学的知見と、「DNA損傷の反応／修復

及び遺伝子／染色体の突然変異誘発に関する詳細な情報」によって

ICRP自らも詳細に検討した「実験的研究」という科学的な検討結果

（この検討結果が ICRPの [99報告】である。）をもとにして、 LNTモ

デルを採用したということである。

そして (65)パラグラフでは、しきい値を支持しているフランスア

カデミーの報告書 (FrenchAcademies Report, 2005)があるけれど

も、 ICRPの「実施した解析 (Publication99 ; ICRP, 2005d)から，

LNTモデルを採用することは，線量・線量率効果係数 (DDREF)につ

いて判断された数値と合わせて，放射線防護の実用的な目的，すなわ

ち低線量放射線被ばくのリスクの管理に対しでI真重な根拠を提供す

ると委員会は考える」としていることは注目すべきである。

ICRPは、フランスアカデミーの報告書や被控訴人国の主張するよ

うな「しきい値論」についても検討した上で、 ICRPの解析結果報告

である 【99報告】によって、しきい値なしの LNTモデルを採用する

のが正しいと判断したのである。この考え方は、 UNSCEARの見解とも

一致している（例えばNCRP, 2001 ; NAS/NRC, 2006)。

(3) 【99報告】の内容

このように LNTモデルを支持する根拠として、上記【2007年勧告】

(65)は、「委員会が実施した解析 (Publication99)」（すなわち 【99

報告】）について触れている。この報告は、 ICRPが LNTモデルを採用

するに至った理論的基盤を提供しているので、この 【99報告】につ

いて説明する。

【99報告】とは、正式名が「Low-DoseExtrapolation of Radiation 

Related Cancer Risk ICRP publication 99」であり、日本語翻訳

版では 「放射線関連がんリスクの低線量への外挿」というタイトルと
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なっている。

内容は、「疫学的考察」、「低線量リスクと生物学」、「放射線誘発損

傷の細胞影響」、「電離放射線の発がん影轡」、「不確実性の定量解析」

等の各項目から構成されており、多角的多方而から LNTモデルの科

学的根拠を提示して LNT モデルを批判するグループに対して反論す

るという意味を有している(【99報告】 vii頁「招待論説」本文 7行巨

~12行目． ix頁 5行目～） 。

各項目についての詳細な説明は【99報告】と原告準備書面 (37) 

を参照していただくとして、各項目の要点だけを以下説明する。

① 「疫学的考察」(【99報告】 5頁～）では、放射線発がんを引き起

こす最も重要なメカニズムと考えられる DNA二本鎖切断(DSB)と，

クラスターDNA損傷の誘発が 1本の低エネルギー電子飛跡により

生じることが指摘されている。突然変異と染色体異常生成には放

射線誘発 DNA損傷が基本的な役害りを演じており，他方で，がんの病

因には，突然変異と染色体異常が重要な関与をしている。

② 「低線量リスクと生物学」（同 31ページ～）では、密集して放射

線誘発クラスター損傷が起きた場合には、 DNAの修復機構がうまく

働かないことが示され、がん抑制機能が働かずに、がん細胞が増殖

することも可能であると指摘している。

③ 「放射線誘発損傷の細胞影響」（同 53頁～）では、遺伝的リスク

や発がんリスクが，実際に放射線が通過した細胞の数だけではな

く、照射されていない周辺の細胞にも遺伝的変化が生じるかもし

れないというバイスタンダー効果について説明する。

④ 「電離放射線の発がん影響」（同 69頁～）では、染色体異常誘発

として、 DNA二本鎖切断 (DSB) と修復に間違いが生じやすい非相

同末端結合修復が主として重要であり、これらががんの病因にお

いて明らかに重要な役割を果たしていると指摘している。

⑤ 「不確実性の定量解析」（同 85頁～）では、しきい値に関して現

在有する情報は， NCRP報告書や本報筈書に要約されており，これ

らはしきい値の存在はほとんど支持しないことを明確にし、以上

の検討を経て、同報告は、動物腫瘍データは，低線量では，しきい

値のない直線性線量反応関係を支持する傾向にあること、 DNAの

DSB 誘発と照射後の間違った修復が，がんの発生に重要な働きを

していることを指摘している。

そして、同報告は、「LNT理論は，放射線防護という実務的な目

的のためには最も恩慮深いモデルであることに変わりはない。」と
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結輪付けている（同 105頁）。このように、 ICRPは詳細な科学的検

討を経た上で、しきい値を支持する科学的根拠がないと判断した

上で、 LNT理論を放射線防護という実務的な目的のための最も思慮

深いモデルであると結論したのであり、科学的根拠を欠くという

被控訴人国の主張は誤りである。

(4) 連名意見書

【連名意見書】の LNTモデルに関する主たる記述は、「3 2種類の

放射線健康影署と目的」 (4頁）と「4 低線量 (100ミリシーベルト

以下）影響の不確実性 LNTモデルの意義」 (7頁）において展開され

ているが、その中身は要するに「疫学的に実証されていない」（【連名

意見書】 5頁 13行目）という主張に尽きる。

ICRPが極めて重要視している DNA損傷特に 2本鎖切断ががん罹患

率に結びつくという ICRPの考え方には全く触れていない。 ICRPの

「確信」となっている考え方は、上記 (63)パラグラフに凝縮され、

【99報告】において詳細に展開されているが、［連名意見書】は (63)

パラグラフにも【99報告】にも言及しないまま、「疫学的に実証され

ていない」という一点に固執している。

(5) LSS14との関係

60年以上にわたる放射線影響研究所のデータと研究成呆は、

UNSCEARの放射線リスク評価や ICRPの勧告等のために主要な科学的

根拠を提供しており、同研究所のいわゆる寿命調査研究 (LSS) も、

ICRPの勧告及び報告の基礎となる貴重な情報となっている。

同研究所は、 ICRPの【2007勧告】の刊行の後である 2011年 12月

LSS14の英語原文をオンラインで公表した。この LSS14においては、

「総固形がん死亡の過剰相対リスクは被曝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債はゼロで

ある」 (1枚目）という知見が示されている。

【2007年勧告】は、この LSS14が公表される前のデータをもとに

作成されたものであるから、「しきい値がゼロ」であるという郷見が

示されている LSS14が公表されている現在、 ICRPは、それまでのデ

ータに LSS14の内容を総合することによって、今後もより確固とし

た科学的裏付けのあるものとして、 LNTモデルを「低線量・低線量率

での放射線防護についての慎重な基礎」として勧告することになる。

4 本件においては「正当化の原則」は適用されない

(1) 原判決の餌り
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原判決は、放射線防護の原則である「冗当化の原則」，「防護の最適

化の原則」及び「線量限度の適用の原則」を根拠として【2007年勧

告】（丙B3) が提案している、①計画被ばく状況における線量限度

(245) 、②緊急時被ばく状況における参考レベル(278)、③現存被ば

く状況における参考レベル(287)を考慮して、行訴被控訴人が「行訴

控訴人らが通う学校の保健安全に関する裁量権を適切に行使」する

ことを認めるである。しかし、これには次のような問題点がある。 3

原則について説明し、引き続き 3原則を根拠にして行訴被控訴人の

裁量権行使を認めた原判決の問題点を指摘する。

(2) 3原則「正当化の原則」「防護の最適化の原則」「線量限度の適用の

原則」

【2007年勧告】によれば、 3原則は次のように説明される。

「(203)

●正当化の原則：放射線被ばくの状況を変化させるいかなる決定も，

害より便益を大きくすべきである。この原則は，新たな放射線源を導

入することにより，現存被ばくを減じる，あるいは潜在被ばくのリス

クを減じることによって，それがもたらす損害を相殺するのに十分

な個人的あるいは社会的便益を達成すべきである，ということを意

味している。

●防護の最適化の原則：被ばくする可能性，被ばくする人の数，及

びその人たちの個人線量の大きさは，すべて，経済的及び社会的な要

因を考慮して，合理的に達成できる限り低く保たれるべきである。こ

の原則は，防護のレベルは一般的な事情の下において最善であるべ

きであり，害を上回る便益の幅を最大にすべきである ということを

意味している。この最適化手法の大幅に不公平な結果を回避するた

め，特定の線源からの個人に対する線量又はリスクに制限（線量拘束

値又はリスク拘束値，及び参考レベル）があるべきである。 1つの原

則は個人関連で，計画被ばく状況に適用される。

●線量限度の適用の原則：患者の医療被ばくを除く計画被ばく状況

においては，規制された線諒からのいかなる個人への総線量も，委員

会が勧生する適切な限度を超えるべきでない。

(204) 規制のための線量限度は，国際的な勧告を考慮に入れて，規

制当局によって定められ，計両被ばく状況における作業者と公衆の

構成員に対して適用される。J

(3) 原判決の閤題点の第 1-【2007年勧告】 3原則は控訴人（行訴原

告）には適月されないこと
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ア「主当化の原則」とは何か

【2007年勧告】 (203) が説明する通り「正当化の原則：放射線

被ばくの状況を変化させるいかなる決定も，害より便益を大きく

すべきである。この原則は，新たな放射線源を導入することにより，

現存被ばくを減じる，あるいは潜在被ばくのリスクを減じること

によって，それがもたらす損害を相殺するのに十分な個人的ある

いは社会的便益を達成すべきである」ということであり、【ICRPl11】

によれば「(26) 正当化の原則は，線源関連の原則であり，放射線

被ばく状況を変更する決定は，いかなるものであれ，害よりも便益

の方を大きくすべきであることを確認するものである。」と説明さ

れている。そして、「医療被ばくの基本的な目的は，放射線医療ス

タッフや他の個人の被ばくによる放射線損害を考慮の上，患者に

害よりも便益を多く与えることである。」(【2007年勧告】 (209))

として医療被ばくの例を挙げて説明する。

イ 控訴人は「正当化の原則」が適用される対象ではない

上記の医療被ばくの例は、患者自身の被ばくだけでなく「放射線

医療スタッフや他の個人」の被ばくを合計した損害よりも、患者の

疾病の治療という便益が存在する場合である。ところが、本件控訴

人の場合には、居住地における被ばくするだけであって、便益とい

うものが何も存在しないのである。（被ばくを避けるためのコスト

負担を軽減することを「便益」と評価するという主張があるかもし

れないが、そのような主張は、事業者の過失によって生じた本件事

故において、東京電力の負担回避の利益を保護しようとするもの

であって許されない。）

そもそも「正当化の原則」には、医療被ばくのように治療の際の

被ばくという損害がある一方で、治療効果という便益も存在する

場合において、治療効呆という便益が存在するという点に着目し

て、被ばくを許容するという考え方が根底に存在するのである。と

ころが、控訴人の場合には、被ばくをすることによる便益というも

のは全く、想定できない状況なのであるから、「正当化の原則」は

適用されない場合なのである。

ウ 「正当化の原則」が適用されない以上「防護の最適化の原則」「線

量限度の適用の原則」も適用されない

[2007年勧告】 (211) が「防護の最適化のプロセスは，正当と

みなされてきた状況への適用が意図されている。」とあるように、

「防護の最適化の原則」は「正当化の原則」が適用できる場合を前
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提としているから、「正当化の原則」が適用できない本件控訴人の

場合には、「防護の最適化の原則」も道用されることはない。そし

て、「個人への総線量」の規制についての「線量限度の適用の原則」

も「正当化の原則」が適用される場合を前提としているので、同様

に本件控訴人には適用されない。

（4) 原判決の間題点の第 2ー①計画被ばく状況における線量限度②緊

急時被ばく状況における参考レベル③現存被ばく状況における参考

レベルは我国の法令上根拠がない

原判決は、【2007年勧告】が、 3原則を考慮して①計画被ばく状況

における線量限度②緊急時被ばく状況における参考レベル③現存被

ばく状況における参考レベルを提案していることを根拠にして、被

控訴人（行訴被告）らが，「2007年勧告の提案」を考慮して、「本件

控訴人らが通う学校の保健安全に関する裁量権を適切に行使すべき

ことになる。」と結詭したが、「2007年勧告の提案」は、我国法令上

何ら根拠を有しないものである。したがって、我国法令上根拠のない

①②③を根拠にして、控訴人らの請求を棄却することは、我国法令上

の根拠なくして、控訴人らに、被ばくを強制することになるのであっ

て、法治主義に反するのみならず人権侵害となるのは明らかである。

(5) 【2007年勧告】は我国法令に取り入れられていない

放射線審議会においては、【2007年勧告】の国内の法制度への取り

入れについて審議を経たが、実際は末だに法制度としては取り入れ

られていない（甲 B90号証「第二次中間報告」 1頁「はじめに」参照）。

【1990年勧告】（同 55頁 (192)) は、「しきい値」を仮定しないで

公衆被ばくの実効線量 lmSv／年という線量限度を勧告したが、 2007

年勧告は 1990年勧告の立場を踏襲している。それは【2007年勧告l
が、「委員会は、 Publication60 (ICRP, 1991b) で勧告した現存の線

量限度は、引き続き適切な防護レベルを与えるものと結論した。」（同

59頁 (243)）と述べている通りである。

しかし、【2007年勧告】はそれとは別に、①緊急時被ばく状況にお

ける参考レベル (278) 、②現存被ばく状況における参考レベル(287)

を定めているが、これについては、福島原発事故当時、放射線審議会

において審議中で、日本の法令には取り入れられていなかったので

あり、現在においても取り入れられていないのである（「原告準備書

面 (29)」（平成 29年 5月 12日付け） 6ページ第 3)。

(6) 行政の法律適合性

控訴人代理人は、「原告準備書而 (29)」16ページ第 7において、
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被控訴人国に対し、次のように釈明を求めた。「 1 2007年勧告は日

本の法制度に取り入れられていないのに、同勧告を引用して放射線

の安全基準を示した 4月 19日通知は、行政は法律に基づいて執行さ

れなければならないという行政の法律適合性の原則に違反すると考

えないか。」等々。

この求釈明について被控訴人はおろか原判決も何ら、理由を示さ

ずして、「正当化の原則」が適用されない場合であるにもかかわらず、

【2007年勧告】の①②を考慮することを認めているのであり、法治

主義違反という重大な違法がある。

(7) 原判決の問題点の第 3一被控訴人の主張は、約 lOOSvを下回る低

線量域においても「リスクがない」との趣旨で主張しているわけでは

ないとしながら控訴人の請求を棄却しているのは控訴人に被ばくを

強制しているのと同じである

原判決は、 76頁において、「(2) なお，本件行訴被控訴人らが援

用する被控訴人国の主張は，約 lOOmSvを下回る低線量域において

は，有意なリスクの上昇が検出できないとの趣旨であり，『リスクが

ない」との趣旨で主張しているわけではないと解される（乙 B10の2

〔京都地裁柴田義貞証人尋間調書〕 41頁参照）。」とし、 lOOmSvを下

回る線量域におけるリスクについて、被控訴人国は争っていない趣

旨であると判示している。

要するに、控訴人の諮求を棄却した原判決は、控訴人の被ばくによ

るリスクを認めたうえで、「正当化の原則」が適用されない場合であ

るにもかかわらず、【2007年勧告］の①②を考慮することによって、

控訴人に被ばくを強制しているということなのである。

(8) 内部被ばくにおいては低線量被ばくという概念はあり得ない

被ばく線量を表す際、一般にシーベルト (Sv)という単位を用いる

が、この場合の線量を実効線量という。この単位は外部被ばくと内部

被ばくの両方に用いるが、これについて【2007年勧告】 (222ページ）

は「(B63) 実効線量の使用によって，非常に異なる状況での被ばく

（例えば異なるタイプの放射線による内部被ばくと外部被ばく）を 1

つの値に結び付けることができる。その結果，基本被ばく限度を単一

の量で表すことができる。このことは，線量制限と記録保存の体系を

容易にする。」と説明する。

しかし、この考え方には、次のような疑問が提示されている。

ICRPの放射線モデルを使って作成された危険因子は、主としてガ

ンマ線を短時間に高線量、均ーに外部被ばくした、日本の原爆生存者
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の研究をもとに作り出された。 ICRPのモデルは基本的に、こうした

危険因子は電離放射線を長期間に低線量、不均ーに内部被ばくした

場合にも適用しうると想定している。つまり外部被ばくと内部被ば

くを統一的な被ばく評価線量で比較することができると想定してい

ること自体への疑問である。ICRPの理論体系のもととなっている科

学的知見が、原爆生存者の研究を基礎としていることについては環

境省のサイトにおいて、「ICRPの勧告の骨格は、原爆被爆者の疫学調

査を始めとする広範な科学的知見を基にして」いるとして明らかに

されている＂ 。

本件訴訟において控訴人は、放射性微粒子が体内に取り込まれた

場合のリスクを外部被ばくと同視してしまうのではなく、裁判所に

おいて正しく評価していただくことを望んでいるのであるが、原判

決では、シーベルトで表した線量評価を用いた、①計画被ばく状況に

おける線量限度 (245) 、②緊急時被ばく状況における参考レベル

(278)、③現存被ばく状況における参考レベル(287) をそのまま採用

しているのであり、原爆被爆者と福島の被ばく者とを同視するとい

う根本的な間違いがあるのである。

5 「100ミリシーベルト以下安全論」 は科学ではなく被害者切り捨ての

イデオロギーである

(1) 被控訴人らの論理は科学ではない

被控訴人らの 100ミリシーベルト以下は安全だという論理は、証

明されなければならないのは「しきい値の存在」であるにも拘わらず、

しきい値のないことが証明されなければならないと証明責任を転換

し、統計的にはしきい値の存在 ・不存在のどちらも証明することがで

きないことが、既に、平成 16年の「現状と課題」において明らかに

されていたことを無視し、本件訴訟において、控訴人側に 100ミリシ

ーベルト以下においてもしきい値の不存在が立証されていないとい

うことで、結局、 「100ミリシーベルト以下安全論」を導き出してい

るのである。

ICRPでさえ、 【99報告】において多角的多方面から LNTモデルの

科学的根拠を提示して LNTモデルが科学的根拠を有することを明ら

かにしているにもかかわらず、あくまでも統計的立証に固執する ［連

＂環 境省のサイト
htt~o/ r l kiso- 04- 01- 02. html 
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名意見書】を根拠にして、しきい値が統計的に立証されていないこと

を理白にして、実質上 100 ミリシーベルトをあたかもしきい値のよ

うに扱うのである。

このように実質上 100 ミリシーベルトをしきい値のように扱うこ

とによって、 100ミリシーベル以下の線量は、安全だという判断を導

くことになり、この判断の一環として、震災直後の平成 23年 4月1

9日文科省通知（甲 B2号証）が出されたのである。

(2) 控訴人らの論理は被害者切り捨てのイデオロギーである（甲 B第

2 2 7号証）

被控訴人らは、決して 100 ミリシーベル以下は安全だと言い切っ

ているのではなく、その主張は、統計的にリスクが立征できていない

(100シーベルト以下についてしきい値の不存在が立証されていな

い）というものであるから、被控訴人らの立場に立っても、安全かそ

れともリスクがあるのかが不明だということになる。にもかかわら

ず、本件原判決では、あたかも本件控訴人ら（本件行訴控訴人ら）に

はリスクは存在しない、すなわち結果的に安全だという結論に至っ

ているのである。本件控訴審においては、控訴人らは、その飛羅した

輪理による原判決の不当性、及び、「正当化の原則」が適用されない

事案であるにも拘わらず控訴人らが放射線被ばくのリスクに曝され

ることを強制することになっている不当性を主張する。

なお、累積 10 OmSv以下の被ばくであっても、健康被害が生じて

いることについて多数の疫学調査結果がある。控訴人らは、これらを

甲B第 72~78号証の各 1, 2として提出し、控訴人ら準備書面

(73)の第 3 (8~19頁）、最終準備書面の 2部第4章第 2の4にお

いて詳細に主張したところであるが、原判決は、控訴人によるこれら

の主張立証を無視し、触れるところがない。

控訴審裁判所におかれては、改めてこれらをしつかりと検討され

るよう求めるものである。

第 2 内部被ばく

1 内部被ばく一般について

(1) 控訴人らは、体内に入り込んだ放射性物質によって生じる内節被

ばくは、不均一被ばくであり、局所の細胞に重大な影響を与えるので

あって、外部被ばくとはその健康リスクは全く異なると主張し、同じ

被ばく線量であれば、外部被ばくも内部被ばくもリスクは同じであ

るとする被控訴人らの主張を批判した（控訴人ら最終準備書面第 2
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部第4章第 1)。

(2) これに対し、原判決は、被控訴人らの考え方は、「狭い範囲に生ず

る高密度のDNAの二重鎖切断のリスクを無視しているとの批判も

一応考えられる。」としながら（原判決 93頁 14行目～ 20行目）、

ICRPがこの点を看過しているわけではないというだけの理由で、

ICRPの考え方（すなわち被控訴人らの考え方）に特段不合理な点

は見られない、と結論づけた。

(3) 原判決が、控訴人らの主張を退けた理白は、「 ICRPが（控訴人

らが主張する点を）看過しているわけではない。」ということだけで

ある。原判決は、 20 0 7年勧告 (B52)~ (B55)を引用しているが、

ICRPが一部の特殊なケースにおいてリスクを考慮すべき標的と

考えられる組織領域の線量を平均吸収線量と扱うこととしていると

しても、内部被ばく一般に共通する不均一被ばくの問題は無視して

いるのであって、何故そのことに「特段不合理な点」が見られないの

か、何の説明もない。

2 セシウム含有不溶性放射性微粒子（以下「不溶性放射性微粒子」とい

う。）による内部被ばくについて

(1) 原判決は、不溶性放射性微粒子の存在について報告した輪文及び

その内部被ばくについて検討した諭文を指摘し (89頁～ 93頁）、

不溶［生放射性微粒子の存在は、「これまで放射性セシウムの生物学的

半減期として想定していたのは水溶性のセシウムであり、摂取され

ても血液等に溶けて体内を巡り、生物学的排泄作月により比較的短

期間のうちに体外に排出されると考えられていたが、不溶［生の放射

性微粒子として体内組織に沈着した場合は、その直近の細胞は長期

間にわたり大量の被ばくを受け続けるという仮説は考えられる」「こ

のセシウム含有不溶性放射性微粒子のリスクについては、一部の研

究者からもその内部被ばくの危険性が指摘されている」 (94頁 13 

行目～ 20行目）等といったんは正当に評価しながら、最終的には、

「セシウムが不溶性放射性微粒子を形成することを前提としていな

い ICRP2007年勧告に依拠した放射線防護措置を講じること

が直ちに不合理といえる状況にあるとはいえない」 (97頁 14行目

~ 1 7行目）として、本件行訴被控訴人らが、不溶性放射性微粒子の

リスクを全く考慮していないことを是認した。

(2) 原判決が、本件行訴被控訴人らによる不溶性放射性微粒子の不考

慮を是認した理由は次のとおりである。
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