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【本文】 

 

はじめに 

今回の新型コロナウィルス騒動は，日本の政治システムの持つ宿痾ともいうべ

き問題点を再び白日の下に晒した。すなわち，情報の隠蔽，対策の不作為，論理

の捻じ曲げ，市民の洗脳であり，それが一部の者の利益のために行われることで

ある。新型コロナウィルス騒動では，ＰＣＲ検査数が制限され，見かけ上の感染

者，死亡者が少数に抑えられることとなった。そして，それを正当化する捻じ曲

げられた理屈（医療崩壊の回避）が喧伝され，市民を洗脳しようとした。しかし，

検査数を絞れば，感染者が感染の自覚もなしに社会生活を営むから，いずれ感染

爆発に至るのは見やすい道理である。新型コロナ感染の爆発とその対策としてや

むを得ずなされる経済収縮は，この社会の弱い立場の人たちを痛めつけている。 

本件訴訟は，新型コロナウィルス問題が発生する９年前の福島原発事故の際に

行われ，その後今日まで続いているオリンピック，フクシマの復興政策からの被

ばくリスクの情報隠蔽，対策の不作為，論理の捻じ曲げ，市民の洗脳を告発し，

最も弱い立場にあって被害に遭った子ども達及びその親達がささやかな救済を

求める訴訟である。 

  



 

7 

 

第１部 行政訴訟 

第１章 県内子ども原告らの権利・被告基礎自治体の義務 

第１ 学校における子どもの安全確保のための法令の概要 

１ 憲法第２６条 

憲法第２６条は，国民の教育権を保障しているが，これは，子どもの学

習権を保障したものと解されている（最大判昭和５１年５月２１日刑集３

０巻５号６１５頁参照）。子供の学習権に応じて子供に教育を受けさせる

責務を負うのは，一次的には保護者であるが，国も，教育制度を維持し，

教育条件を整備すべき義務を負う。子どもには学習権があり，国家には子

どもに対し，高度な理念として，この学習権が現実に保障されるよう教育

制度を維持し，教育条件を整備すべき法的義務を負っているのであり（大

阪高判平成２０年１１月２７日等），教育基本法第５条３項もこれを明記

している。 

 

２ 教育基本法，学校教育法 

憲法第２６条を受け，教育の基本を確立するために制定された教育基本

法は，教育の目的が，「心身ともに健康な国民の育成」にあることを明らか

にし（第１条），「健やかな身体を養うこと」を目標の一つとした教育条件

の整備を掲げている（第２条第１号）。そして，憲法及び教育基本法が理念

として掲げた教育の目標，健康な教育環境という教育条件の整備を学校に

おいて達成するために制定された学校教育法は，「学校においては，別に

法律で定めるところにより，幼児，児童・生徒及び学生の健康の保持増進

を図るため，健康診断を行い，その他その保健に必要な措置を講じなけれ

ばならない」旨を定めている（同法第１２条）。 

 

３ 学校保健安全法 

学校教育法第１２条の規定を受けて，学校保健安全法が制定された。学

校保健安全法は，「学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を
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図るため，学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに，学

校における教育活動が安全な環境において実施され，児童生徒等の安全の

確保が図られるよう，学校における安全管理に関し必要な事項を定め，も

つて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする」

法律であり（同法第１条），被告国に対しては，「各学校における安全に係

る取組を総合的かつ効果的に推進するため，学校安全の推進に関する計画

の策定その他所要の措置を講ずる」責務を（同法第３条第２項），地方公共

団体に対しては，「国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努

め」る責務を（同法第３条第３項），学校設置者に対しては，「その設置す

る学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため，当該学

校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を

講ずるよう努める」責務を（同法第４条）それぞれ課した上で，文部科学

大臣に対しては，「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を定める」ことを（同法第６条第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（同法第６条第２項），校長に対して

は，「学校環境衛生基準に照らし，学校の環境衛生に関し適正を欠く事項

があると認めた場合には，遅滞なく，その改善のために必要な措置を講じ，

又は当該措置を講ずることができないときは，当該学校の設置者に対し，

その旨を申し出る」ことをそれぞれ義務付けている。 

 

４ 学校環境衛生基準 

学校保健安全法第６条第１項に基づいて文科大臣が定めた基準が「学校

衛生環境基準」（平成２１年文部科学省告示第６０号，甲Ａ第５５号証）で

ある。学校環境衛生基準には，「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」，「学校の清潔，

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
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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」が詳細に定められており，且つ，その達成状況調査のための

検査方法，検査回数，臨時検査の方法が定められている。「揮発性有機化合

物であるホルムアルデヒド」を例にとれば，「採取は，教室等の温度が高い

時期に，吸引方式では３０分間に２回以上，拡散方式では８時間以上を使

い，ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着／溶媒溶出法により採取

し，高速液体クロマトグラフ法により測定し，毎学年１回定期に検査を行

う」等とその定めの内容は，具体的で詳細である。 

 

第２ 学校設置者の子どもらに対する安全確保義務，子どもらが学校設置者に

対して安全確保を求める権利 

１ 安全配慮義務 

「安全配慮義務」とは，「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」と解される（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１４３頁参照）

ところ，学校設置者と保護者との間で明確な契約関係にない公立小・中学

校においても，公法上の法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入

った当事者間の義務として，学校が教育活動によって生ずるおそれのある

危険から児童・生徒を保護すべき安全配慮義務を負っていると解されてい

る。このことに学説上異論はなく，現実に，安全配慮義務に違反したこと

を理由に，児童，生徒からなされた学校設置者に対する損害賠償請求が認

容された裁判例は枚挙にいとまがない。 

 

２ 安全確保義務 

ところで，公立小・中学校設置者が児童・生徒の安全に関して負う義務

は，一般的な安全配慮義務と異なり，上記のとおり，憲法，教育基本法，

学校教育法，学校保健安全法等から保障された「子どもの安全に教育を受
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ける権利」を実効あらしめるための覊束性の強い法的義務であり，原告ら

は，これを「安全確保義務」という。ちなみに，いわゆる大川小学校事件

控訴審判決（仙台高裁平成３０年４月２６日判決・判例時報2387号31頁）

は，学校保健安全法に基づく校長らの在籍児童らに対する義務を「安全確

保義務」と称し，ある法律関係の付随義務として信義則上一般に認められ

るに過ぎない安全配慮義務とは異なり，在学関係成立の中心的義務として

成立する旨判示している。 

 

３ 安全確保（配慮）の履行請求 

安全確保（配慮）義務を負う者が，その義務に違反したことによって，

権利者に損害を与えた場合には，義務者は，権利者に対し，その損害を賠

償しなければならない。それだけではなく，安全確保（配慮）義務に違反

する状態が現に継続していることによって，権利者の権利侵害が切迫して

おり，あるいは，現に権利侵害状態が継続している場合には，その権利の

性質や危険発生の現実的可能性，危険回避の緊急性，事後的被害回復の困

難性の程度等に照らし，権利者は，義務者に対し，安全確保（配慮）義務

の履行，すなわち，具体的な危険防止措置の履行を求めることができると

解するべきである。このことは，法的根拠の明確な「安全確保義務」にお

いては，より明確である。 

 

４ 横田光平教授意見書 

以上の考え方は，同志社大学大学院司法研究科教授横田光平氏も認める

ところである。横田光平教授の意見書（甲Ｄ第１８号証）の要旨は次のと

おりである。 

(1) 日本において，子どもには教育を受ける権利が保障されていると同時

に，子ども及び保護者には義務教育として行われる普通教育を受けない，

受けさせないという選択肢はない。国立及び私立の義務教育諸学校には

退学が認められるのに対し，公立の義務教育諸学校には退学が認められ
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ないことに現れているように，公立の義務教育諸学校を設置する地方公

共団体には，子どもの義務教育についての実施責任と，最終的な保障責

任を負っている（教育基本法第５条第３項）。 

(2) 地方公共団体が負う子どもの義務教育についての保障責任は，形式的

に義務教育の機会を保障すれば足りるのではない。地方公共団体は，実

際に子どもが義務教育を受けることができるよう，通学まで視野に入れ

て実質的な義務教育の機会を保障する責任がある。このことは，区立小

学校の統廃合に係る最判平成１４年４月２５日（判例地方自治229号 52

頁）が，当該事件の原告らが「社会生活上通学可能な範囲内に設置する

小学校においてその子らに法定年限の普通教育を受けさせる権利ないし

法的利益を有する」ことを認めたこと，学校教育法７８条が特別支援学

校において寄宿舎の設置を義務づけていることからも窺える。 

(3) ところで，義務教育の機会の保障には，安全な環境での義務教育の機

会の保障の趣旨が当然に含まれる。子どもの生命，身体の安全あってこ

その教育を受ける権利であり，また，子ども及び保護者に義務教育を拒

否する選択肢がない以上，教育基本法第５条第３項が定めた国及び地方

公共団体の保障責任は，安全な環境での義務教育の機会の保障を当然に

含意するものである。そして，ここに「安全な環境」というとき，それ

は学校の敷地内の安全だけではなく，通学まで視野に入れた学校生活全

体における安全な環境での義務教育の機会の保障が求められていると解

するべきである。 

(4) そして，学校施設は原則として特定の者のみが利用するものであるこ

と，当該特定の者である子どもには義務教育を受けないという選択肢は

なく，学校を利用せざるを得ないという意味で学校設置者と特別の関係

にあること等に鑑みれば，学校設置者である地方公共団体が子どもたち

に安全な環境を保障すべき義務は，一人一人の子どもに対して負う安全

配慮義務であり，子どもは，その置かれている教育環境において安全に

教育を受ける権利が侵害されている状況にあれば，その危険の内容や程
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度，危険発生の具体的可能性に応じ，学校設置者である地方公共団体に

対し，必要な範囲での安全配慮を求める権利（危険回避措置を求める権

利）を有すると解するべきである。 

 

５ 安全確保義務の内容 

それでは，子どもが安全に教育を受ける権利との関係において，学校設

置者である地方公共団体が負うべき安全確保義務の内容はどう考えるべき

だろうか。これについては，第１の１～４の法令の枠組みに照らせば，学

校設置者は，学校衛生環境基準に定められている事項については，原則的

にその基準を維持するよう努める義務があり，学校衛生環境基準に定めら

れていない事項については，同基準の考え方に準じて合理的な安全確保対

策に努める義務があるというべきである。 

ところで，学校環境衛生基準には，大気中の汚染物質については，浮遊

粉じん，一酸化炭素，二酸化窒素，揮発性有機化合物（ホルムアルデヒト，

トルエン，キシレン，パラジクロロベンゼン，エチルベンゼン，スチレン）

について具体的な基準が設けられている。ところが，国の原子力推進の基

本政策の影響を受け，上記浮遊粉じん等と同等以上に子どもの健康に有害

な大気中の汚染物質である放射性物質については，以下のとおり，基準策

定を回避するという怠慢が容認され，現在もその状態が継続している。  

 

第３ 日本における放射性物質規制の陥穽 

１ 環境基本法及び個別法令 

(1) 環境基本法は，都市・生活公害や身近な自然の減少，更には地球環境

問題の進行に対応するため，「公害対策基本法」（１９６７年制定）を発

展的に継承し，環境に関する分野についての国の政策の基本的な方向を

示す法律として１９９３年１１月に公布・施行された。その目的は，「環

境の保全について，基本理念を定め，並びに国，地方公共団体，事業者

及び国民の責務を明らかにするとともに，環境の保全に関する施策の基
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本となる事項を定めることにより，環境の保全に関する施策を総合的か

つ計画的に推進し，もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の

確保に寄与するとともに，人類の福祉に貢献すること」とされている（同

法第１条）。「現在の国民の健康な生活の確保」が目的の一つとされてい

ることに留意されたい。 

(2) この環境基本法が定めた基本理念（環境の恵沢の継受と承継（３条），

持続可能な社会の構築（４条），国際協調による地球環境保全の積極的推

進（５条））のもと，地球環境の根幹をなす「空気」，「水」，「大地」の汚

染防止を目的とした大気汚染防止法，水質汚濁防止法，土壌汚染対策法

等といった個別法が定められている。 

(3) 環境基本法は，国に対しては，「基本理念にのっとり，環境の保全に

関する基本的かつ総合的な施策を策定し，及び実施する責務」を課して

おり（第６条），地方公共団体に対しては，「基本理念にのっとり，環境

の保全に関し，国の施策に準じた施策その他のその地方公共団体の区域

の自然的社会的条件に応じた施策を策定し，及び実施する責務」を課し

ている（同法７条）。 

(4) 環境基本法により，政府は，大気の汚染，水質の汚濁，土壌の汚染及

び騒音に係る環境上の条件について，「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」を定めるものとされ（第

１６条第１項，以下「環境基準」という。），「公害の防止に関する施策を

総合的かつ有効適切に講ずることにより，環境基準が確保されるように

努めなければならない。」とされている（同条第４項）。「環境基準」は，

良好な環境を維持，発展させるための行政目標で，その目標数値が直ち

に何らかの法的効力を持つものではないとされている。 

(5)しかし，環境基本法は，国に対し，環境基準を踏まえて，「大気の汚染，

水質の汚濁，土壌の汚染等の原因となる物質の排出等の行為に関し，事

業者等の遵守すべき基準(これを「規制基準」という。）を定めること等

により行う公害を防止するために必要な規制の措置」を講じることを義
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務付けている（第２１条第１項第１号）。したがって，規制基準には法的

拘束力があり，その違反に対しては，個別法で行政処分や罰則が規定さ

れている1。なお，「規制基準」は，個別法令では「排出基準」という用語

が使われている場合もある。 

(6) 環境基準は，環境省が分野ごとに告示で定めている。いくつかの例を

挙げると，「大気汚染にかかる環境基準」（昭和４８年５月日環境庁告示

第２５号，甲Ａ第５８号証），「二酸化窒素に係る環境基準」（昭和５３年

７月１１日環境庁告示第３８号），「水質汚濁に係る環境基準」（昭和４６

年１２月２８日環境庁告示第５９号，なお，この中には「人の健康の保

護に関する環境基準」と「生活環境の保全に関する環境基準」がある。

甲Ａ第６４号証の１，２），「土壌環境基準」（平成３年８月２３日環境庁

告示第４６号，甲Ａ第６５号証の１，２），「騒音に係る環境基準」（平成

１０年９月３０日環境庁告示第６４号，甲Ａ第５９号証）等である。 

(7) 例えば水道水で環境基準と規制基準の関係を見てみると，水道法第４

条第に基づいて水質の具体的な数値を定めた「水質基準に関する省令」

（平成１５年５月３０日厚生労働省令第１０１号）と「水質汚濁に係る

環境基準」の数値は以下のとおりであって，水質基準省令は，基本的に

環境基準に則っていることが分かる。 

  

 
1  例えば，大気汚染防止法は，第１３条第１項において，ばい煙排出者に対し，排出基準に

適合しないばい煙の排出を禁止し，第３３条の２において，これに違反した者に対し，６月

以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する旨を定めており，水質汚濁防止法は，第１２条

１項において，排出者に対し，排水基準に適合しない排出水の排出を禁止し，同法第３１３

条１項において，これに違反した者に対し，６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処す

る旨を定めている。 
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水質汚濁に係る環境基準中

の「人の健康の保護に関す

る環境基準」 

水質基準に関する省令 

１ 総水銀 
0.0005mg/l

以下 

水銀及びそ

の化合物 

0.0005mg/l 以下で

あること 

２ 六価クロム 
0.05mg/l 以

下 

六価クロム

化合物 

0.05mg/l 以下であ

ること 

３ 砒素 
0.01mg/l 以

下 

砒素及びそ

の化合物 

0.01mg/l 以下であ

ること 

４ ベンゼン 
0.01mg/l 以

下 
ベンゼン 

0.01mg/l 以下であ

ること 

５ ふっ素 0.8mg/l以下 
フッ素及び

その化合物 

0.8mg/l 以下であ

ること 

 

２ 環境基本法及び個別法令の改正(放射線の規制) 

(1) 福島第1原発事故前，放射性物質は，「大気の汚染，水質の汚濁，土

壌の汚染の原因となる物質」（環境基本法第２１条第１項第１号，以下「公

害原因物質」という。）でありながら，環境基本法は，同法１３条で規制

の対象外とし，個別法令も同様の扱いとなっていた。その法的枠組みは，

原告ら準備書面(32)の第１の２(1)（４頁）で詳述した。 

(2) ２０１２年６月２０日，環境基本法の改正により同法１３条は削除さ

れ，放射性物質も環境基本法の規制の体系下に組み込まれることとなり，

２０１３年には「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律

の整備に関する法律」（平成２５年法律第６０号）が制定された。その結

果，個別法令における放射性物質の規制除外規定も削除された（但し，

土壌汚染対策法第２条第１項では，未だに放射性物質の除外規定は削除

されていない。）。 
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３ 被告国のサボタージュ 

(1) 上記のとおり，原発施設が過酷事故を起こせば，放射性物質が他の汚

染規制物質と同様，人々の生活環境を広範に脅かすことが容易に想定さ

れたにもかかわらず，被告国は，原子力発電を推進する政策と度を越し

た安全神話から，必要な規制法令の策定を回避していた。しかし，福島

原発事故後はその姿勢が批判され，環境基本法を改正し，放射能汚染防

止に関する新法も制定した。したがって，被告国は，改正された環境基

本法等にしたがい，放射性物質についての「環境基準」と「規制基準」

をすみやかに定めなければならないし，また，規制基準を超えて放射性

物質を排出した事業者に対する罰則を規定する等，「公害を防止するため

に必要な規制の措置」（環境基本法第２１条第１項第１号）を講じる義務

がある。 

(2) しかし，本日現在，これらを定める法律は制定されていない。これは，

被告国のサボタージュであり，放射性物質の「環境基準」「規制基準」等

については，法律の欠缺状態にある。 

福島原発事故によって放射性物質が大気，水，土壌を広範囲に汚染さ

れた。「学校における教育活動が安全な環境において実施され，児童生徒

等の安全の確保」を図るという学校保健安全法の目的（上記第１の３）に

照らせば，被告国は，学校環境衛生基準の一つとして，放射性物質につい

ての具体的な基準をすみやかに設けなければならないのにこれを怠り続

け，子どもらの安全に教育を受ける権利を侵害している。 

 

第４ 放射性物質についてのあるべき学校環境衛生基準 

１ 法律の欠缺 

     上記のように，放射性物質についての環境基準及び学校環境衛生基準は，

政府の怠慢により法の欠缺状態にある。法が欠缺し，国民の具体的権利が

侵害され，司法にその救済が求められているとき，司法（受訴裁判所）は，

適正な権利救済のため，法の拡張や類推，帰納的・演繹的解釈，条理等を
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駆使する果断な叡智によって，その欠缺を埋めなければならない。そこで，

以下，放射性物質についてのあるべき学校環境衛生基準について検討する。 

 

２ 学校環境衛生基準と環境基準の関係 

(1) 環境基本法第１６条は，国に対し，適切な科学判断のもと，大気，水

質，土壌の汚染等について，人の健康を保護するに足る環境基準を定め

る義務を課しているから，これらにつき，国が定めるべき学校環境衛生

基準が環境基準を下回ることは許されない 

(2) 現に，学校環境衛生基準において定められている汚染物質に関する基

準は，環境基準で定められている項目については，基本的に環境基準と

同内容である。そのことは，原告ら準備書面(32)の第２の２（５～６頁）

に記載した。あらためて表にすると，次のとおりである。 

 

番

号 
公害原因 環境基準 学校環境衛生基準 

１ 一酸化炭素 

１時間値の１日平均値が 10ppm

以下で，かつ，１時間値の８時

間平均値が20ppm以下 

１０ppm以下 

２ 二酸化窒素 

１時間値の１日平均値が

0.04ppm から 0.06ppm までのゾ

ーン内，又はそれ以下 

0.06ppm以下が望

ましい。 

３ 騒音 

昼間において，特に静謐を要す

る地域では 50 デシベル以下，

専ら住居の用に供される地域

及び主として住居に供される

地域は55デシベル以下 

窓を閉じている

時は 50 デシベル

以下 

  

また，飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準は，水



 

18 

 

道水を水源とする飲料水（専用水道を除く）の水質も，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も，専用水道（水道水を水源

とする場合を除く）及び水道水の水質も，いずれも水質基準省令と同一

の基準とされている（甲Ａ第５５号証５～６頁）から，結局，水質汚濁

に係る環境基準中の「人の健康の保護に関する環境基準」と同一である

ということになる。 

(3) そうすると，放射性物質についてのあるべき学校環境衛生基準は，放

射性物質についてのあるべき環境基準と同内容以上にすることが各関係

法令の帰納的解釈として導かれるし，条理上も支持される。 

 

３ 環境基準の考え方 

     放射性物質は，人に対する健康影響について閾値がない。これは，ＩＣ

ＲＰが明言するところであり2，日本における放射線防護法制もこれを前提

として組み立てられている。そこで，閾値のない有害物質の環境基準が，

どのような考え方に基づいて策定されているのかを見てみよう。 

(1) 環境省は，平成２１年５月１５日開催の中央環境審議会第２６回大気

環境部会に「環境基準の設定に当たっての考え方」と題する文書を提出

した（甲Ｂ第１９０号証）。同文書は，閾値のない物質については，「国

民の健康に影響を及ぼすおそれ（健康リスク）が十分低い場合は実質的

に安全と見なすことができるとして，そのリスクレベルに対応する暴露

量が環境目標値の目安と用いられている。」と説明している（１頁）。そ

して，閾値のない物質については，そのリスクレベルに相当する環境目

標値を定めることが適切であり，「この場合，国内外で検討・評価・活用

されている１０－５の生涯リスクレベル等を参考にし，専門家を含む関係

者の意見を広く聴いて，目標とすべきリスクレベルを定める必要がある。」

 
2  ＩＣＲＰは，「約１００mSvを下回る低線量域でも，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」としている【２００７年勧告（丙Ｂ第３号証）(64)

項】。 
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としている（３頁）。 

(2) この「１０－５の生涯リスクレベル」は，指定基準値の設定の考え方」

（甲Ｂ第８６号証）において，環境省が毒性に関する閾値がないベンゼ

ンやトリクロロエチレンなどについては，「一生涯にわたりその地下水を

飲用した場合のリスク増分が１０万分の１となるレベルをもって基準値

を設定」と説明しているとおりである。 

(3) なお，閾値のない物質についての許容リスクレベルを「１０－５」とす

るのは，環境省の独自の考えではなく，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１９１号証）によれば，次のと

おり，国際標準というべきものである。 

ア アメリカでは，大気環境について，最大暴露を受ける人の生涯リス

クが「１０－６」以上である場合には，より厳しい対策を講じることと

している。 

イ オランダでは，最大許容限度を生涯リスク「１０－４」，長期的目標を

生涯リスク「１０－６」としている。 

ウ スウェーデンでは，生涯リスク「１０－５」を目標としている。 

エ ＷＨＯの飲料水の水質ガイドラインは，生涯リスクを「１０－５」と

している。 

(4) 以上のとおり，閾値のない毒物に対する施策の目標値を生涯リスク

「１０－５」，すなわち，生涯にわたってその毒物に晒された１０万人中の

健康被害を１人以下に止める水準とするのが国際標準であり，日本の環

境基準もその考え方に基づいて策定されている。 

 

４ あるべき環境基準及びあるべき学校環境衛生基準 

そうすると，閾値のない毒物である放射性物質についてのあるべき環境

基準は，「生涯にわたって放射性物質に晒された場合の健康リスク増分が１

０万分の１」というレベルで定められるべきであり，あるべき学校環境衛

生基準も同一という帰結となる。 
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５ 放射性物質についてのあるべき学校環境衛生基準 

そこで，以下，放射性物質についてあるべき学校環境衛生基準について

具体的に検討する。 

(1) ＩＣＲＰの考え方に基づく考察 

ア ＩＣＲＰは，１００mSv の被ばくによって０．５％がん死亡の確率

が増加するとして防護を考えることとしている（乙Ｂ第４号証115頁）。

なお，この数値は，あくまでも死亡確率であり，罹患確率であれば，

少なくともその倍程度に達すると考えられる。 

イ このＩＣＲＰの考え方に従えば，１００mSv の被ばくによってがん

死亡の確率が０．５％増加するのであるから，あるべき学校環境衛生

基準である１０万分の１（すなわち 0.001％）の増加に抑えるために

は，自然放射線や医療放射線以外の追加被ばくは，０.２mSvしか許さ

れないことになる。 

【計算式 １００mSv×0.001％÷0.5％＝0.2mSv】 

ウ そして，これは生涯の追加線量3であるから，人生を７０年として１

年間の許容追加線量を算出すると，約０．００２９mSv（２.９μSv）

になる。 

      【計算式 0.2mSv÷70年＝0.00285mSv】 

(2) この数値は，ＩＣＲＰによる計画的被ばく状況における公衆被ばくの

線量限度及び日本における原子力事業者等に対する規制基準として一般

公衆の被ばく限度がいずれも年１mSv とされていることと比較して随分

厳しいと受け止める向きがあるかもしれない。しかし，この違いは，そ

もそもの規制の考え方に由来する。 

すなわち，ＩＣＲＰ勧告は，その目的について「被ばくに関連する可

能性のある人の望ましい活動を過度に制限することなく，放射線被ばく

 
3 総被ばく線量から自然被ばく線量と医療被ばく線量を控除した線量 
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の有害な影響に対する人と環境の適切なレベルでの防護に貢献すること

である」と明言する【ＩＣＲＰ２００７年勧告（丙Ｂ第３号証）(26)項】

とおり，被ばく防護よりも放射性物質を利用した経済活動を優先する考

え方を基盤としている。これに対し，日本の公害規制は，１９７０年の

いわゆる「公害国会」において，当時の公害対策基本法に存在した「生

活環境の保全については，経済の健全な発展との調和が図られるように

するものとする。」とのいわゆる「経済調和条項」が削除され，「国民の

健康の保護」を経済発展よりも優先させる考え方が採用されたのである。

そして，平成５年に施行された環境基本法も公害対策基本法の考え方を

受け継ぎ，その第４条に，「環境の保全は・・・環境への負荷の少ない健

全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築

されることを旨とし」と規定し，経済発展は環境保全の枠内で図られる

べきことを明確にした。この点は，原告ら準備書面(32)第３の３(2)イ（９

～１１頁）で詳述したところである。すなわち，ＩＣＲＰ勧告と日本の

公害規制は，基礎となる価値観が異なるのである。 

福島原発事故後，放射性物質は，「公害原因物質」として環境基本法の

規制物質となったのであるから，今後は，環境基本法にしたがい，他の

公害原因物質と同一レベルでの規制がなされなければならないのは理の

当然であるし，ましてや，子どもの学習環境の整備という観点からの基

準であるから，安全確保に徹底した基準が求められる。 

(3) よって，司法として，基準の欠缺を補う「あるべき学校環境衛生基準」

は，追加線量年２．９μSvとされるべきである。ただし，これは外部被

ばくの基準であることに注意が必要である。後述するように，内部被ば

くについては，外部被ばくとは全く異なるリスクがあるから，これにつ

いては別途考察が必要である。 

 

第５ 学校設置者の子どもらに対する安全確保義務，子どもらが学校設置者に

対して安全確保を求める権利 
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１ 義務の内容 

第２で述べたように，学校設置者は，学校保健安全法，学校環境衛生基

準に従って子どもたちの安全を確保する義務がある。しかし，放射性物質

については，未だに国が安全確保の基準を定めていないから，被告基礎自

治体らは，子どもらの健康を預かる専門組織としての高度な注意義務に基

づいて，基準の欠缺を埋め，合理的な基準を策定してその義務を果たさな

ければならない。その合理的な基準とは，上記のとおり，外部被ばくの追

加線量について，年間２.９μSvである。 

もっとも，環境基準は，前述した（第３の１(4)）ように行政目標であり，

その基準に違反した場合に，国民に直ちに何らかの法的請求権が発生する

ものではない。学校環境衛生基準も，学校設置者にその基準に照らして「そ

の設置する学校の適切な環境の維持に努める」ことを義務付けるものであ

り（第１の３），これも適切な学校環境の維持のための目標というべきであ

って，学校環境がこれに適合しないからといって，直ちに児童生徒に何ら

かの法的権利が発生するとまでは考え難い。 

しかし，学校環境衛生基準の目的や法的位置づけに鑑みれば，学校設置

者は，子どもらの生涯にわたる健康確保のための合理的な基準を著しく逸

脱し，現在および将来における危険の発生を放置しているというような場

合には，児童生徒らには，安心して教育を受ける権利を確保するため，現

状を放置することにより被むっている損害の賠償，更には現状を是正する

措置を求める法的権利が発生すると考える。 

 

２ 安全な地域で学校教育を実施する義務の発生 

     放射性物質についてあるべき学校環境衛生基準を超える事態が生じたと

き，学校設置者は，子どもらの安全を確保する義務の履行として，除染，

換気，マスクの着用指示，戸外活動の制限等，様々な方法で被ばくリスク

を軽減する対策が考えられる。しかし，児童生徒の被ばくレベルが放射性

物質についてのあるべき学校環境衛生基準を遥かに超え，しかも，他の被
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ばく軽減対策をとっても，あるべき学校安全基準を遥かに超えるという状

況を抜本的に改善する見通しが存在しないのに当該場所における教育を継

続するとすれば，それは，児童生徒の安全な場所で教育を受ける権利を受

忍限度を超えて侵害するものであって，その場合，学校設置者には，少な

くとも，希望する児童生徒達との関係では，安全な地域で学校施設を確保

して，その施設で教育を実施する義務があり，それを希望する子ども達に

は，学校設置者に対し，安全な地域に設けられた学校施設で教育を受ける

ことを求める権利があるというべきである。 

     そこで，どのような放射能汚染の状況に至れば，子どもたちの受忍限度

を超え，子どもたちに安全な地域における教育を求める権利が発生するか

を検討する必要がある。以下，項を改めて検討する。 

 

第２章 子どもたちの受忍限度（現在の学校で教育を受けることの危険性） 

   日本における放射性物質における規制法令に鑑みると，県内子ども原告らは，

県内子ども原告らが通う学校施設が次の第１ないし第３のいずれかに該当す

るときは，子ども達の受忍限度を超えており，子ども達に安全な地域における

教育を求める権利が発生すると考える。 

第１ 追加実効線量が年１mSvを超えること 

１ 法規制 

原発事故時も含め，日本国内においては，公衆被ばくの線量限度は年間

１mSvとされている。年１mSvという基準は，「核原料物質，核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律」（以下「炉規法」という。）及び「放射性同

位元素等による放射線障害の防止に関する法律」（以下，「放射線障害防止

法」という。）において，それぞれ刑罰法規によって担保されている。ちな

みに，この基準は，上記のあるべき学校環境衛生基準２.９μSv/年の約３

５０倍に相当する【計算式 1000μSv÷2.9μSv＝344.8】。 

(1) 炉規法による規制 

炉規法においては，「周辺監視区域」の外側のいかなる場所において
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も，実効線量年１mSvを超えないことが求められている。そして，「周辺

監視区域」では，人の居住が禁止され，また，境界に柵または標識を設

けるなどして立ち入りが制限されている。 

原告らの居住する地域では，年１mSv を超える地域も含まれ，このよ

うな状況で学校教育が実施されるというのは，およそ炉規法の許容する

ものではない。 

(2) 放射線障害防止法による規制 

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１mSv 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。 

原告らの居住する地域では，年１mSv を超える地域も含まれ，このよ

うな状況で学校教育が実施されるというのは，およそ放射線障害防止法

の許容するものではない。 

 

２ 公衆被ばく線量限度が設定された根拠 

上記炉規法及び放射線障害防止法における年１mSv という公衆被ばくの

線量限度は，ＩＣＲＰの１９９０年勧告に基づくものであり，我が国が放

射線審議会における審議を経て取り入れたものである。 

ＩＣＲＰの１９９０年勧告は，この公衆被ばく線量限度の数値について，

確定的影響を防止するとともに，ＬＮＴモデルに基づき，確率的影響を合

理的に達成できる限り小さくするという考え方に沿って設定したのであ

る（以上の(1)ないし(3)については，原告準備書面（３）第２章において

詳述した）。 

 

３ 個人の線量限度を超える被ばくは危険であると考えるべきこと 

(1) 被告国の主張 

被告国は，個人の線量限度について，「行為」における放射線防護に

おいてのみ適用され，「介入」の判断においては妥当せず（被告国・第
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２準備書面２０頁），また，法令における線量限度は計画被ばく状況に

関する基準であるとする（同準備書面３２頁）。 

すなわち，被告国は，個人の線量限度について本件のような事故後に

汚染された地域での被ばくについて，公衆被ばく線量限度は全く考慮

する必要がないと主張しているものと理解される。 

しかし，かかる理解は，個人の線量限度についてのＩＣＲＰの考え方

を曲解するものであり，ＩＣＲＰの立場を措いて考えても，個人の線量

限度が設定された根拠等に鑑みれば，極めて不当なものであると言わ

ざるを得ない。 

(2) 公衆被ばく線量限度が設定された根拠 

１９９０年勧告において，公衆被ばくの線量限度の根拠は，作業者の

場合と同様に「容認できるリスクに関する判断」に加え，「自然放射線

被ばくの変動量」が挙げられている。 

すなわち，１９９０年勧告は，付属書Ｃ（放射線の影響の重要性を判

断するための基礎）において，年実効線量が１mSvから５mSvの範囲の

追加被ばくの影響を示している。この資料によれば，１mSvをあまり超

えない年線量限度の値が示唆される。 

しかし，この値よりも厳しい年１mSvを公衆被ばく線量限度として設

定したのは，自然放射線源からの年実効線量は約１mSvであり，海抜の

高い場所及びある地域では少なくともこの２倍であることを勘案した

からである（以上について丙Ｂ２号証１９１項）。 

つまり，追加被ばくの影響が出るのは，年１mSvを超過したところか

ら生じるとしても，場所によっては，自然放射線源からの年実効線量が

１mSvないし２mSvであることから，それを勘案すると，少なくとも年

１mSvを超える被ばくは容認出来ないと考えたのである。 

このように，ＩＣＲＰは，公衆被ばく線量限度を設定する際，影響

が出ないけれども予防的に影響が出ないことが想定される安全サイド

に設定したのではなく，むしろ，自然放射線源からの年実効線量を考
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えると，せいぜい年１mSv が許容できる上限と考えたのであって，１

９９０年勧告による公衆被ばくの線量限度は，基本的には，「容認でき

るリスクに関する判断」を基準としている。 

(3) 個人の線量限度は科学的判断がベースであること 

１９９０年勧告は，付属書Ｃ（放射線の影響の重要性を判断するため

の基礎）に基づいていることは上記のとおりである。 

付属書Ｃは，その緒言（丙Ｂ２号証 Ｃ２項）でも述べているとお

り，ＵＮＳＣＥＡＲ１９８８年報告書に基づいて癌による死亡リスク

を表している。 

ＵＮＳＣＥＡＲは，低線量被ばくの健康影響について必ずしもその

時点における最新の科学的知見を踏まえておらず，やや保守的（リス

ク軽視の方向）に過ぎる点があるものの，そのＵＮＳＣＥＡＲの知見

に基づいても，上記１９９０年勧告における公衆被ばく線量限度年１

mSvが導き出されていることは重要である。 

(4) ２００７年勧告との関連性 

ア １９９０年勧告で，公衆被ばく線量限度を年１mSv と勧告したＩＣ

ＲＰは，２００７年勧告において，被ばく状況を３つのタイプ（計画

被ばく状況，緊急時被ばく状況，現存被ばく状況）に分けて勧告を出

した。 

これら被ばく状況は，次のように定義されている（丙Ｂ３号証 ２

５３項以下）。 

(ｱ) 計画被ばく状況 

被ばくが生じる前に放射線防護を前もって計画することができ

る状況，及び被ばくの大きさと範囲を合理的に予測できるような状

況である。 

(ｲ) 現存被ばく状況 

管理についての決定がなされる時点で既に被ばくが発生してい

る状況である。事故によって汚染された土地のような状況が想定さ
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れている。 

(ｳ) 緊急時被ばく状況 

計画された状況を運用する間に，若しくは悪意ある行動から，あ

るいは他の予想しない状況から発生する可能性がある好ましくな

い結果を避けたり減らしたりするために緊急の対策を必要とする

状況である。 

イ このうち，計画被ばく状況では，線量限度を用いて公衆被ばくを管

理するよう勧告されている。ここにいう公衆被ばく線量限度とは年１

mSvのことである。 

そして，２００７年勧告は「線量限度の適用の原則」を設け，「患者

の医療被ばく以外の，計画被ばく状況における規制された線源からの

いかなる個人の総線量も，委員会が特定する適切な限度を超えるべき

でない。」としている。 

他方，計画被ばく状況以外の状況では線量限度概念は用いられず，

２００７年勧告では「参考レベル」という概念を用い，現存被ばく状

況の参考レベルは，「予測線量１mSvから２０mSvのバンドに通常設定

すべきである。」とされている。 

本件事故時にかかる参考レベルが日本の法体系に取り入れられて

おらず，「現存被ばく状況」において個人の線量限度を無視した施策

を根拠づける法令上の根拠は存しない。 

ウ 加えて，そもそもＩＣＲＰは「防護体系」として「参考レベル」を

用いているに過ぎず，個人に対して，現存被ばく状況または緊急時被

ばく状況において公衆被ばく線量限度を超える被ばくについて「受忍」

を求めるものではない。 

この点，ＩＣＲＰは２００８年に発表した勧告１１１「原子力事故

または放射線緊急事態後の長期汚染地域に居住する人々の防護に対

する委員会勧告の適用」（以下「勧告１１１」という。丙Ｂ４号証）に

おいて，参考レベルの定め方についていくつかの考え方を指摘してい
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る。 

まず，勧告１１１は，「参考レベルの値を選定するプロセスもまた，

関係するすべてのステークホルダーの見解を適切に取り入れるため

に注意深くバランスをとるべきである。」と指摘している（丙Ｂ４号

証４９項。下線部は原告ら代理人）。「ステークホルダー」の原語は“ｓ

ｔａｋｅｈｏｌｄｅｒｓ”であるところ，上記２００７年勧告日本語

版では，「利害関係者」の訳語が当てられていた。しかし，勧告１１１

で「ステークホルダー」という訳語に改められた。これは，“ｓｔａｋ

ｅｈｏｌｄｅｒｓ”が，「様々な観点から関心を有する者」を意味する

と考えられたからである（丙Ｂ４号証 １頁訳注）。いずれにせよ，住

民が，「ステークホルダー」に含まれるのは自明の理である。 

エ また，設定するべき参考レベルについても，「現存被ばく状況にとっ

ての長期目標は，“被ばくを通常と考えられるレベルに近いかあるいは

同等のレベルまで引き下げること”（丙Ｂ３号証２８８項）であること

から，汚染地域内に居住する人々の防護の最適化のための参考レベル

は，このカテゴリーの被ばく状況の管理のためにＰｕｂｌｉｃａｔｉ

ｏｎ１０３（ＩＣＲＰ２００７）で勧告された１～２０mSv のバンド

の下方部分から選択すべきであることを，委員会は勧告する。過去の

経験は，長期の事故後の状況における最適化プロセスを拘束するため

に用いられる代表的な値が１mSv/年であることを示している（付属書

Ａを参照）。」としている。 

オ 被告国は，ＩＣＲＰの基準に基づいているとして現在の年２０mSv

を基準とする帰還政策を肯定するが，ＩＣＲＰの勧告には合致してい

ない。 

   すなわち，年２０mSv という基準の設定について，ステークホルダ

ー（住民は当然，含まれる）の見解が適切に取り入れられたとは，お

よそ言えない状況であるからである。 

   また，上記ＩＣＲＰ勧告１１１は，「長期の事故後の状況における最
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適化プロセスを拘束するために用いられる代表的な値が１mSv/年であ

ることを示している」と指摘しており，事故後の長期における線量の

拘束値は年１mSvでなければならないことを明記している。 

   「長期」についてＩＣＲＰが具体的に年数を明示しているわけでは

ないが，本件事故から丸９年を経て，いまだに年２０mSv という基準

によって住民が居住を継続することは，住民に９年間で最大１８０mSv

の追加被ばくを強いることになるから，もはや「長期の事故後の状況」

として参考レベルの設定を見直すことが必要というべきである。 

カ そもそも，年１mSv に戻る見通しがない地域に子どもを留めおくよ

うな参考レベルの設定は許容されないというべきである。 

   感受性の高い子どもにとっては特に看過することのできない状態で

あるといわざるを得ない。 

   なお，被告国は，「ＩＣＲＰは，２００７年勧告にて示したかかる放

射線防護の考え方について本件事故を踏まえて変更するのではなく，

本件事故後の状況にも適用されるものである」と主張するが，これは

裁判所を誤導するものである（被告国・第２準備書面２９頁）。 

   そもそも，ＩＣＲＰは日本法に基づく住民らの権利を判断する権限

を有する者ではないし，日本の放射線防護対策に関する法令について

解釈権限を有する者でもない。 

   また，ＩＣＲＰのコメントは平成２３年３月２１日時点のものであ

り，その後の住民，特に子どもの教育環境について何らかの勧告等を

行ったものとは，およそ解されない。 

 

４ 小括 

以上のとおり，年１mSv は法律によって一般公衆を防護するための規制

である。そして，これが，あるべき学校環境衛生基準２.９μSv の約３５

０倍にも達するのであるから，これを超える被ばくは，子ども達の受忍限

度を超えるというべきである。 
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第２ 土壌に放射性セシウムが４万Bq/㎡以上存在すること 

１ はじめに 

   子ども原告らの居住地域には土壌の放射性セシウムが４万 Bq/㎡以上で

ある地域が含まれる。これは，放射線障害防止法によって管理区域等の規

制を受けるべきレベルであり，およそ教育の実施が正当化されるものでは

ない。 

   以下，放射線障害防止法による規制について概観し，管理区域等の規制

の基準を超過する場所の危険性について述べる。 

２ 放射線障害防止法による管理区域の規制及び飲食等の禁止 

(1) 放射線障害防止の考え方 

   日本における原子力平和安全利用の憲法ともいうべき存在は，原子力

基本法である。同法２条１項は，原子力利用は，平和の目的に限り，安

全の確保を旨とするべきことを謳っている。その上で，同条２項は，「前

項の安全の確保については，確立された国際的な基準を踏まえ，国民の

生命，健康及び財産の保護，環境の保全並びに我が国の安全保障に資す

ることを目的として，行うものとする。」としている。 

   原子力基本法が制定されたのは，昭和３０年のことであるが，その後，

放射性同位元素及び放射線発生装置に関する規制として「放射性同位元

素等による放射線障害の防止に関する法律」（以下「放射線障害防止法」

という。）が昭和３２年に制定された。 

   放射線障害防止法は，上に指摘した原子力基本法２条２項を具現化す

る法規であり，国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）から出された勧告を

基に放射線審議会の審議及び日本の実情にあわせて放射線同位元素や

放射線発生装置の使用等を規制することにより，放射線障害の発生を防

止するために制定されたものである。 

   放射線障害防止法による放射線防護の基本原則は，放射線作業に従事

する者及び一般国民の受ける放射線量を放射線障害の生ずる恐れのな
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い線量以下にすることにある。 

   そして，放射線障害防止法はその目的として，放射性汚染物の廃棄そ

の他の取扱いを規制することにより，これらによる放射線障害を防止し，

公共の安全を確保することを掲げている（同法１条）。 

(2) 放射線作業従事者と一般公衆の放射線防護 

ア 放射線作業従事者と一般公衆 

   放射線障害防止法において放射線管理の対象となるのは，放射線作

業従事者と一般公衆とに大別される。 

   放射線施設及び放射線管理区域の視点からこれをみると，施設ある

いは管理区域内と外の管理対象者と表現できる。 

   放射線管理の対償である放射線作業従事者と一般公衆はいずれも人

間であるが，その防護方法は，大きく異なる。 

   放射線作業従事者の場合，厳格な個人管理が行われ，適切な作業環

境管理のもとで外部被ばく線量・内部被ばく線量の測定（算定）によ

る年実効線量限度（５０mSv/年）以下であることの確証と定期的な健

康診断によって放射線障害の発生が防止される。 

   一般公衆の場合，公衆の受ける年実効線量限度を１mSv/年としたう

えで，これを担保するために事業所境界において十分な環境管理（空

間線量率，排気・排水中放射能濃度）を行うこととしている。 

イ 年実効線量限度の設定理由 

   放射線作業従事者に比較して一般公衆の年実効線量限度が極めて低

く設定されている。 

   生物学的には同じヒトであるにも関わらず，被ばくの限度に大きな

差がある理由は，次のように説明されている（吉澤康雄「放射線健康

管理学」甲Ｂ２１０号証１６頁以下）。 

(ｱ) 公衆には子どもが含まれている。 

   放射線作業従事者はすべて成人であるが，公衆の中には子どもも

いる。子どもは，以下の理由で放射線防護の観点から注目されなけ
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ればならない（甲Ｂ２１０・７２頁）。 

   第一に，子どもは大人に比べて放射線感受性が高い。胎児や小児

は特に放射線感受性の高さが問題となる。 

   第二に，子どもは，将来子どもを産む可能性（子期待数）が大き

く，同じ線量を被ばくしても若年者の方が遺伝線量（生殖腺線量×

子期待数）が多く，遺伝的影響のリスクが大きい。 

   第三に，子どもは年令がより多い者よりも余命が長い。したがっ

て，放射線被ばくによってがんが発生するにしても，余命がより短

い高齢者よりも発がんの可能性が多いことになる。 

(ｲ) 公衆には被ばくについて選択の自由がない。 

   放射線作業従事者は，放射線作業に従事するか否かについて，何

らかの形で自分で判断し選択する自由を持っている。しかし，一般

公衆には原則としてそれがない。 

(ｳ) 公衆は被ばくによる直接的利益がない 

   放射線作業従事者は，放射線を取り扱う仕事によって，労働報酬

等の直接的利益を受ける。しかし，一般公衆にはそうした利益がな

い。 

   仮に原子力発電所の運転によって電力を生産し，それによって国

民経済に益するところがあるとする。この考え方に立つと，原子力

発電所の運転によって，周辺公衆に微量の放射線被ばくがあったと

しても，国民経済の向上ということを介して公衆は利益を受けてい

るのではないかという主張が考えられる。しかし，この場合の利益

は，間接的利益であって，直接的利益ではない。間接的利益は一般

公衆も放射線作業従事者も等しく受けているものであって，両者の

間に差はないのである。 

   いずれにせよ，本件で問題となる被ばくは，原子力発電所の「運

転」によるものではなく，「事故」による被ばくであるから，そもそ

も直接，間接，いずれの意味でも公衆に利益は存しない。 
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   なお，現行の放射線障害防止法は，原子力発電所の「運転」によ

って生じる被ばくと原子力発電所の「事故」によって生じる被ばく

とを区別していない。 

(ｴ) 公衆は，職業人のように放射線管理の下に置かれていない 

   職場において放射線作業をしている人は，被ばく線量管理及び健

康管理などの放射線管理の対象として常に見守られ，管理を受けて

いる。したがって，異常な事態が生じたとしても早期に発見し，そ

れぞれの状況に応じて対処することが可能である。しかし，公衆の

場合は，個人を対象とした管理を放射線作業従事者の場合と同じよ

うにすることは，困難または不可能である。 

(ｵ) 公衆はその多くが自分自身の職業によるなんらかの危険にさら

されている 

   職業には，それぞれなんらかの危険が伴う。一般公衆の多くは，

自分自身の職業に従事している。したがって，一般公衆としての放

射線被ばくに加え，各個人の職業に伴う危険にもさらされているこ

とになる。このことを考えると，公衆に適用する限度の値を放射線

作業従事者に対する値と同じとすることは不適当である。 

(3) 放射線管理区域の意義 

   放射線障害防止法は，放射性物質を取扱う施設や放射線発生装置を使

用する施設において，作業者や周辺公衆の放射線被ばくが定められた限

度を超えないようにするため，ある一定の放射線（能）レベルの基準を

超えるおそれのある区域を管理区域としている。 

   そこでは，管理区域外への放射線（能）の異常な漏洩等がないように

管理が行われるとともに，管理区域内においても，作業者等の出入り管

理や被ばく管理とともに作業場所の放射線（能）レベルのモニタリング

が行われ，放射性物質等を取扱った研究・作業等が安全に行われている。 

   管理区域は，外部被ばくだけが問題になる区域（放射線管理区域）と

内部被ばくおよび外部被ばくの両方が問題になる区域（汚染管理区域）
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とに分けることができる。密封線源または放射線発生装置だけを取り扱

う照射施設は放射線管理区域に該当し，非密封の放射性同位元素の使用

施設は汚染管理区域になる。汚染管理区域の出入口には管理室，汚染検

査室，除染室などを設け，出入に際しては，履き物を履き替えるかまた

は，オーバーシューズを着用する。また必要に応じて専用の実験衣また

は防護衣を着用し，内部被ばくと汚染の広がりを防止する。 

   原告らの通う小中学校は，環境中に放射性物質が飛散した状態にある

ので，上記の区域区分に照らせば，汚染管理区域に相当する。 

(4) 放射線障害防止法における管理区域 

ア 放射線障害防止法施行規則 

放射線障害防止法施行規則は，第１条第１号で，管理区域を次のと

おり定めている。 

「管理区域 外部放射線に係る線量が原子力規制委員会が定める線

量を超え，空気中の放射性同位元素（中略）の濃度が原子力規制委員

会が定める濃度を超え，又は放射性同位元素によって汚染される物の

表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超

えるおそれのある場所」 

      また，同条第１３号は，「表面密度限度」を次のとおり定めている。 

「表面密度限度 放射線施設内の人が常時立ち入る場所において人

が触れる物の表面の放射性同位元素の密度について，原子力規制委

員会が定める密度限度」 

イ 数量告示 

管理区域を画する放射線同位元素の濃度について，同規則を受けた

「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）」（以下「数量告示」という。）の第４条第３号は，次のとおり定

めている。 

「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則

（以下「規則」という。）第一条第一号に規定する管理区域に係る外
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部放射線に係る線量，空気中の放射性同位元素の濃度及び放射性同

位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度は，次

のとおりとする。 

   （中略） 

  三 放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位

元素の密度については，第八条に規定する密度の十分の一」 

       ここにいう「第八条に規定する密度」につき，数量告示第８条は， 

「規則第一条第十三号に規定する人が触れる物の表面の放射性同

位元素の密度限度は，別表第三の左の欄に掲げる放射性同位元素の

区分に応じてそれぞれ右の欄に掲げる密度とする。」 

と定めている。そして，別表第三では，「アルファ線を放出しない同

位元素」の密度限度を「４０」（Ｂｑ／㎠）と定めている。 

ウ 管理区域は４万Bq/㎡を超えるおそれのある場所であること 

４０Ｂｑ／㎠は，４０万Bq/㎡にあたることから，「第八条に規定す

る密度の十分の一」とは，４万Bq/㎡を指す。 

よって，セシウム１３４とセシウム１３７の表面密度が４万 Bq/㎡

を超えるおそれのある場所は，放射線障害防止法施行規則における管

理区域となる。 

(5) 放射線障害防止法における管理区域の規制 

ア 立入制限  

放射線障害防止法施行規則は，「管理区域の境界には，さくその他の

人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること」とし

（第１４条の７第１項第８号），「管理区域の境界に設けるさくその他

の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には，別表に定め

るところにより，標識を付すること」（同項第９号等）を放射性同位元

素の使用施設等の基準として義務づけている。 

原告らの通う小中学校には管理区域に相当する汚染を受けている

地域が含まれており，本来，みだりに立ち入りが禁止されなければな
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らないほどに汚染されている場所である。 

イ 放射性汚染物の持出禁止 

また，同規則は，「放射性汚染物で，その表面の放射性同位元素の密

度が原子力規制委員会が定める密度を超えているものは，みだりに管

理区域から持ち出さないこと」（第１５条第１項第１０号）とし，「使

用施設又は管理区域の目につきやすい場所に，放射線障害の防止に必

要な注意事項を掲示すること」（同第１１号）としている。 

原告らの通う小中学校には，本来，区域外に持出が禁止されるよう

な土壌が広がっているほどに汚染されている場所があるということで

ある。 

ウ 管理区域に立ち入る者に対する線量測定義務 

放射線障害防止法第２０条第２項は，「許可届出使用者及び許可廃

棄業者は，原子力規制委員会規則で定めるところにより，使用施設，

廃棄物詰替施設，貯蔵施設，廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入っ

た者について，その者の受けた放射線の量及び放射性同位元素等によ

る汚染の状況を測定しなければならない。」と，施設に立ち入った者に

対する線量測定義務を課している。 

この測定方法について，同規則は，第２０条第２項において，次の

とおり，管理区域に立ち入る者に対して，管理区域に立ち入っている

間継続して測定することを義務づけている。 

「 法２０号第２項の放射線の量の測定は，外部被ばくによる線量及

び内部被ばく（人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に

被ばくすることをいう。以下同じ。）による線量について，次に定め

るところにより行う。 

一 外部被ばくによる線量の測定は，次に定めるところにより行

うこと。 

（中略） 

（ホ）「管理区域に立ち入る者について，管理区域に立ち入ってい



 

37 

 

る間継続して行うこと。」 

原告らの通う小中学校には，本来，継続して被ばくの測定をしてい

なければならないほどに汚染されている場所が含まれている，という

ことである。 

エ 管理区域に立ち入る者についての教育訓練義務 

放射線障害防止法第２２条は，「許可届出使用者及び許可廃棄業者

は，使用施設，廃棄物詰替施設，貯蔵施設，廃棄物貯蔵施設又は廃棄

施設に立ち入る者に対し，原子力規制委員会規則で定めるところによ

り，放射線障害予防規程の周知その他を図るほか，放射線障害を防止

するために必要な教育及び訓練を施さなければならない。」と，施設に

入る者に対する教育及び訓練を施すことを義務づけている。 

この教育訓練内容について，同規則２１条の２第１項は，「法第二十

二条の規定による教育及び訓練は，次の各号に定めるところによる。」

とし，その第１号で「管理区域に立ち入る者（第二十二条の三第一項

の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入る者を含

む。）及び取扱等業務に従事する者に，次号から第五号までに定めると

ころにより，教育及び訓練を行うこと。」と，管理区域に立ち入る者に

対する教育及び訓練義務を課し，その第５号において，教育及び訓練

内容を「前号に規定する者以外の者（第二十二条の三第一項の規定に

より管理区域でないものとみなされる区域に立ち入る者を含む。）に対

する教育及び訓練は，当該者が立ち入る放射線施設において放射線障

害が発生することを防止するために必要な事項について施すこと。」と

定めている。 

ちなみに初めて管理区域に立ち入る前または取扱い等業務を開始

する前に，放射線作業従事者に対して行わなければならない教育訓練

の項目及び時間数は，次の通りであり，合計６時間以上の教育訓練を

受けることが要求されている。 

放射線の人体に与える影響   ３０分以上 
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アイソトープまたは放射線発生装置の安全取扱い ４時間以上 

放射線障害防止法等  １時間以上 

放射線障害予防規程  ３０分以上 

原告らの通う小中学校には，こうした教育訓練が必要とされている

ほどに汚染されている場所が含まれているにも関われず，教育訓練は

実施されていない。 

オ 管理区域に立ち入る放射線業務従事者への健康診断実施義務 

放射線障害防止法第２３条は，「許可届出使用者及び許可廃棄業者

は，原子力規制委員会規則で定めるところにより，使用施設，廃棄物

詰替施設，貯蔵施設，廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対

し，健康診断を行わなければならない。」と，施設に立ち入った者に対

する健康診断実施義務を課している。 

この健康診断について，同規則第２２条は，管理区域に立ち入った

放射線業務従事者について， 

「 法第二十三条第一項の規定による健康診断は，次の各号に定める

ところによる。 

一  放射線業務従事者（一時的に管理区域に立ち入る者を除く。）

に対し，初めて管理区域に立ち入る前に行うこと。 

二  前号の放射線業務従事者については，管理区域に立ち入った

後は一年を超えない期間ごとに行うこと。」 

として，初めて管理区域に立ち入る前に健康診断を行うことと，管理

区域に立ち入った後は一年を超えない期間ごとに健康診断を行うこと

を義務づけている。 

原告らの通う小中学校には，本来，一年を超えない期間ごとに健康

診断が義務づけられているほどに汚染されている場所が含まれている

にも関わらず，こうした健康診断は実施されていない。 

(6) 小括 
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      以上のとおり，放射線障害防止法は，放射性セシウムがによる汚染が

４万 Bq/㎡を超えるおそれがある場所を管理区域と定め，多くの規制を

設けている（全体像は次のとおり）。 
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３ 放射線障害防止法施行規則による飲食等の禁止 

   放射線障害防止法施行規則は，作業室における飲食及び喫煙の禁止（１

５条１項５号）並びに貯蔵施設のうち放射性同位元素を経口摂取するおそ

れのある場所での飲食及び喫煙の禁止（１７条１項５号）を定めている。 

   作業室とは，「密封されていない放射性同位元素の使用若しくは詰替え

をし，又は放射性同位元素若しくは放射線発生装置から発生した放射線に

より生じた放射線を放出する同位元素によって汚染された物（以下「放射

性汚染物」という。）で密封されていないものの詰替えをする室」であり（１

条２号），貯蔵施設とは，「放射性同位元素を貯蔵する施設」である（放射

線障害防止法３条１項６号）。 

   その趣旨は，こうした場所は環境中に放射性物質が存在することから，

経口摂取による内部被ばくを防止することにある。 

原告らの通う小中学校地域は，環境中に放射性物質が存在し，経口摂取

により内部被ばくするおそれがある場所であるという点において，作業室

ないし貯蔵施設と同じである。 

ところが，当該地域の住民は，本来，飲食及び喫煙が禁止されるべき場

所であるにも関わらず，当該地域での生活を強いられている。 

 

４ 主要な規則等による規制 

   放射線同位体元素等の取扱いは，取扱いや放射線発生の態様等により，

さらに次の規則等によって規制される。いずれ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，飲食等の禁止も規定してい

る。 

(1) 電離放射線障害防止規則 

   労働者（国家公務員及び船員を除く）を放射線障害から保護すること

を目的として定められている。労働安全衛生法の適用される事業所で放

射線を取り扱う場合には，本規則にも従わなければならない。 

(2) 職員の放射線障害の防止（人事院規則１０－５） 
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   国家公務員法に基づき，一般職の国家公務員を放射線障害から保護す

るために設けられている。 

(3) 医療法施行規則 

   医療法に基づき，医療従事者，患者等を放射線障害から保護するため

の規定が設けられている。 

 

５ 小括 

以上のように，４万Bq/㎡以上の表面密度のある物質が存在する場所は，

国内法により管理区域とされ，みだりに人が立ち入らないための規制が設

けられ，そこから物を持ち出すことも禁じられ，立ち入る者に対しては常

時の線量の計測が義務付けられるなど，放射線障害を防止するための厳格

な規制が課されるエリアである。 

また，４万Bq/㎡以上の表面密度のある物質が存在する場所でなくても，

環境中に放射性物質が飛散しており，経口摂取することによって内部被ば

くする恐れがある作業所または貯蔵場所は，飲食及び喫煙が禁止されてい

る。 

このような環境下で子どもたちを教育することが日本の国法上許される

道理はなく，子ども達の受忍限度を超えているというべきである。 

 

第３ 放射性同位元素（１万Bq/ｋg以上の土壌）が生活環境に存在すること 

１ 法令の規制 

一定の数量及び濃度を超える放射性物質（放射性セシウムでは，１万Ｂ

ｑ又は１万 Bq/ｋg）を，放射線障害防止法及び医療法では，「放射性同位

元素」と定義づけ，電離放射線障害防止規則，人事院規則１０－５では「放

射性物質」と定義づけ，いずれもその所持，使用，廃棄等に厳しい規制が

課せられていることは，原告ら準備書面(1)の３で記載したとおりである。 

 

２ 受忍限度を超えること 
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そもそも，「放射性同位元素」は放射線管理区域内で取り扱うことが予定

されているのであって，これが子どもたちの生活環境に存在することは法

律が予想するものではない。放射性同位元素の基準を満たす土壌が生活環

境に存在すれば，子ども達は，それに触れることによって，あるいは再浮

遊した土壌粒子を吸引することによって被ばくをすることが避けられない。

そもそも，汚染度の高い土壌は見ても分からず，被告福島県や基礎自治体

は，詳細な土壌汚染調査をして，汚染度の高い土壌を明示して子どもたち

に警告を与えることすらしていない。 

     よって，法律上の「放射性同位元素」が生活環境に存在する状況は，子

ども達の受忍限度を超えるというべきである。 

 

第４ 県内子ども原告らが通っている小中学校が，上記の受忍限度を超えてい

ること（上記第１ないし第３のいずれかの基準を満たすこと） 

    県内子ども原告らが通っている小中学校が提訴時において，上記第１ない

し第３の基準のいずれかを満たすことは，甲Ｅ各号証で立証したところであ

るが，本件訴訟が終結を迎える段階に至ったので，原告らは，あらためて，

県内子ども原告らが通っている小中学校の空間線量及び土壌汚染濃度を調

査した。その結果は，次のとおりである（甲Ｅ全第１，２号証）。第１及び第

２の基準を満たす数値部分を網掛けにした。なお，空間線量は，０．１５４

μSv/時を超えると第１の基準を満たすことになる。 

   【計算式】 

 １mSv/年＝1000μSv/年＝（1000÷365÷24）μSv/時＝0.114μSv/時 

 自然放射線は0.04μSv/時 

 0.114μSv/時＋0.04μSv/時＝0.154μSv/時 
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   これをみると，県内子ども原告１４名が通う１０の中学校周辺の空間線量及

び土壌汚染濃度は，現在においても，いずれか，または双方が上記第１及び第

２の基準を満たしていることが分かる。 

 

第３章 被告基礎自治体らが県内子ども原告らに対し教育を実施すべき「安全な

地域」の基準 

上記（第１章第５）のように，被告基礎自治体らは，県内子ども原告らに対

し，放射性物質についてのあるべき学校環境衛生基準（外部被ばくの追加線量

年２．９μSv）を努力目標として被ばくさせないための対策をたてなければな

らない。そして，考えられる被ばく軽減対策をとっても，放射性物質について

のあるべき学校環境衛生基準を遥かに超える（子どもたちにとって受忍限度を

超える）状況を抜本的に改善する見通しが存在しないときは，希望する県内子

ども原告は，被告基礎自治体らに対し，「安全な地域」に設けられた学校施設で

教育を受けることを求める権利が発生するのであるが，ここに「安全な地域」

とは，理念（理想）としては，外部被ばくの追加線量が年２．９μSvを下回ら

ない地域である。 

しかし，福島原発事故を経た現在の日本においてそのような場所を探すこと

測定日
（2020年）

μSv/時
（地上１
m）

μSv/時
（地上
10cm）

土壌採取
日

(2020年)

セシウム
134

（bq/kg）

セシウム
137

（bq/kg）

セシウム
134

（bq/㎡）

セシウム
137

（bq/㎡）

合計
（bq/㎡）

1 2-1 福島市 信夫中学校 4月23日 0.177 0.58 4月28日 480 7870 12000 199000 211000

2 3-2 福島市 北信中学校 4月23日 0.154 0.485 5月1日 575 10000 17000 295000 312000

3 4-2 福島市 福島第三中学校 4月23日 0.28 0.734 4月30日 96.5 1540 1600 25000 26600

4 5-3 川俣町 川俣中学校 4月23日 0.115 0.557 4月29日 770 13200 14000 232000 246000

5 7-1 田村市 船引中学校 4月21日 0.087 0.197 4月27日 281 4570 6600 108000 114600

6 13-1 いわき市 湯本第三中学校 4月21日 0.116 0.23 4月28日 172 2680 2300 36000 38300

7 14-1 いわき市 湯本第二中学校 4月21日 0.086 0.164 5月17日 108 1920 3000 53000 56000

8
28-1
29-1

福島市 大鳥中学校 4月23日 0.181 0.411 5月2日 595 10200 13000 222000 235000

9

31-1
31-2
52-2
52-3

福島市 渡利中学校 4月23日 0.323 0.695 4月30日 989 16500 32000 545000 577000

10 33-1 郡山市 逢瀬中学校 4月23日 0.252 0.431 4月27日 112 1800 3300 53000 56300

学校名対応被告
原告番
号

番
号

土壌汚染濃度空間線量
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自体が困難であるから，県内子ども原告らは，本訴において，被ばく防護に関

する法令や諸外国の被ばく防護対策等を手掛かりに，「安全な地域」について，

あるべき学校環境衛生基準に代わり得る現実的に可能な基準を提示せざるを

得ない。そのような考えに基づいて県内子ども原告らが提示した「安全な地域」

の基準が，平成２７年１１月１８日付「訴えの追加的変更申立書」，及び平成２

８年２月１０日付け「訴えの追加的変更申立書（その２）」で提示した次の３つ

の基準である。なお，これらの基準は，一般公衆の被ばく限度年１mSv よりも

低いが，被ばくのリスクは生涯の累積線量で評価されること，県内子ども原告

らは，福島原発事故以来高い線量を浴びてきたことに鑑みると，これらの基準

が妥当である。 

 

第１ クリアランスレベルに基づく基準 

１ 「訴えの追加的変更申立書（その２）」別紙(3)で示した地域 

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において，セシウム１３７及びセシ

ウム１３４の土壌汚染濃度が合算で１平方メートル当たり１万 Bq を上回

らなかった地域である。 

 

２ 避難先としての合理性 

(1) この基準は，いわゆるクリアランスレベルに基づくものである。２０

０５年５月，原子炉等規制法の改正により「クリアランス制度」が成立

した。クリアランス制度とは，発電用原子炉施設等で発生した「核燃料

物質によって汚染された物」の廃棄については，原子力規制委員会規則

の定めに基づき厳格な措置を講じなければならない（低レベル放射性廃

棄物）という原則（原子炉等規制法第５７条の４，第５８条）に対し，

放射能濃度が一定のレベル以下の物については，放射線による障害の防

止のための措置を必要とせず，「核燃料物質によって汚染された物」と取

り扱わなくてもよいとするもの（原子炉等規制法第６１条の２第３項）
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である。 

そのレベルは，「精錬事業者等における工場等において用いた資材その

他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規

則」（平成１７年１１月２２日経済産業省令第１１２号）第２条別表第一

によって，セシウム１３７については１ｇ当たり０．１Bq（１kg当たり

１００Bq），セシウム１３７と同１３４を合計した場合も１ｇ当たり０.

１Bq（１kg当たり１００Bq）と定められている。 

(2) このクリアランスレベルは，個人の被ばく線量を年間１０μSv以内に

抑制することが妥当であるとして定められたものである。この数値は，

ＩＣＲＰやＩＡＥＡの考えも取り入れ，原子炉等規制法の２００５年の

改正時に取り入れられた。（甲Ｂ第１９８号証） 

ＩＡＥＡの考え方とは，「ＩＡＥＡ安全指針（ＲＳ－Ｇ－1.7）」であり，

ここでは，ＩＡＥＡは，再利用された物から発する放射線による外部被ば

く，発生するダストを吸入することによる内部被ばく，地下水を介した飲

料水，農水産物の摂取等による内部被ばく等の被ばく経路を考慮して，安

全指針を定めている。（丁（福島市）Ａ第１号証の7頁） 

(3) このように，クリアランスレベルは，放射性物質についてのあるべき

学校環境衛生基準である年２.９μSv の３倍強を目処とするものであるが，

あるべき学校環境衛生基準に代わり得る現実的に可能な基準であるとい

える。 

(4) なお，土壌汚染濃度１００Bq/ｋgは，６５００Bq/㎡と換算される（甲

Ａ第５１号証）が，文科省実施に係る第６次航空機モニタリングデータで

は，測定下限値が１万 Bq/㎡だったため（乙 B５号証の下巻 22 頁以下参

照），原告らは，セシウム１３７及び同１３４合算で１万Bq/㎡を上まわら

なかった地域を「安全な地域」としたものである（訴えの追加的変更申立

書（その２）の第２の１(5)(6)参照）。 

 

第２ チェルノブイリ法における「非汚染地域」を参考とした基準(1)  
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１ 「訴えの追加的変更申立書（その２）」別紙(1)(2)で示した地域 

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１３７の土壌汚染濃度３万７０００

Bq/㎡超の範囲を地図上に示した上記「訴えの追加的変更申立書」別紙(1)，

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１３７の土壌汚染濃

度が３万７０００Bq/㎡超の範囲を地図上に示した上記「訴えの追加的変更

申立書」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３万７０００Bqを上回らなかった地域である。 

 

２ 避難先としての合理性 

     チェルノブイリ原発事故の際に実施された住民防護対策は，あるべき被

ばく防護対策の貴重な先例である。ウクライナ，ベラルーシ，ロシアで制

定されたチェルノブイリ法では，特段の被ばく対策の必要のない「非汚染

地域」について，土壌汚染濃度基準では，原発事故直後においてセシウム

１３７が３７０００Bq/㎡以下の地域と定められた。この基準もあるべき学

校環境衛生基準に代わり得る現実的に可能な基準であると考える。詳細は，

「訴えの追加的変更申立書」３～４頁に記載したとおりである。 

 

第３ チェルノブイリ法における「非汚染地域」を参考とした基準(2) 

１ 外部被ばくによる基準 

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１㎞の地域内に追加線量が年０．３mSv を超える地点がない地域であ

る。 

 

２ 避難先としての合理性 

(1) 上記第２の１のとおり，チェルノブイリ原発事故の際に実施された住

民防護対策は，あるべき被ばく防護対策の貴重な先例であるところ，ウ
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クライナ，ベラルーシ，ロシアで制定されたチェルノブイリ法では，特

段の被ばく対策の必要のない「非汚染地域」について，追加被ばく実効

線量が０.５mSv/年と定められた。そして，チェルノブイリ原発周辺諸国

では，外部被ばくと内部被ばくの割合が３対２と考えられていたため，

空間線量による追加外部被ばくが年０.３mSv を超える地点がないこと

が，チェルノブイリ法における「非汚染地域」に相当すると考えられる。 

(2) この基準は，あるべき学校環境衛生基準である追加線量年２.９μSv

の約１００倍に相当するが，これも，あるべき学校環境衛生基準に代わ

り得る現実的に可能な基準の一つであると考える。その詳細は，訴状２

７～２８頁に記載したとおりである（二次提訴，三次提訴の訴状にも同

様の記述がある。） 

 

第４章 被告基礎自治体の主張に対する反論 

第１ 被告基礎自治体らの本案前の主張に対する反論 

１ 被告基礎自治体らの本案前の主張 

被告基礎自治体らは，本件行政訴訟は不適法であるとして却下を求めて

いる。その理由として，請求が不特定である，訴えの利益がない等と主張

している。 

２ 原告らの反論 

被告基礎自治体らの本案前の抗弁に対する原告らの反論は，原告ら準備

書面(4)，(9)，(11)，(17)で述べたとおりであるので参照されたい。反論

箇所の特定は，次のとおりである。 

(1) 請求が不特定であるとの主張に対し 

      原告ら準備書面(4)第１の２，準備書面(9)第１，第２，準備書面(11)，

準備書面(17)で反論した。 

なお，県内子ども原告らは，教育の実施を求める地域として，上記第

３章の第１～第３のとおり，３つの特定をした。これらが特定している

ことは，上記各準備書面で主張したとおりである。 
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(2) 「教育を受ける権利」が具体的な権利を構成する要素として特定され

ていないとの主張に対し 

      原告ら準備書面(4)第１の３で反論した。 

(3) 被告の選定を誤っているという主張に対し 

      原告ら準備書面(4)第２で反論した。 

(4) 確認の訴えについて，確認の利益がないとの主張に対し 

原告ら準備書面(4)第３，準備書面(9)第３で反論した。 

第２ 被告基礎自治体らの本案の主張に対する反論 

     被告基礎自治体らの本案の主張に対しては，原告ら準備書面(21)で反論

した。 

     

第２部 国賠訴訟 

第１章 被告国及び被告福島県の公務員の職務上の義務の発生根拠 

第１ 原災法，防災基本計画，福島県地域防災計画 

１ 原災法 

(1) 原災法の制定経緯 

  １９９９年９月３０日に茨城県東海村で発生した株式会社ジェー・シ

ー・オー（ＪＣＯ）の臨界事故を契機に，①迅速な初期動作の確保，②

国と地方公共団体の有機的な連携の確保，③国の緊急時対応体制の強化，

④原子力事業者の責務の明確化を図るなど，事故の教訓を踏まえ，災害

対策基本法及び原子炉等規正法の特別法として，原子力災害対策特別措

置法（以下「原災法」という。）が１９９９年１２月１７日に制定され，

２０００年６月１６日から施行された。 

(2) 目的 

  原災法は，原子力災害の特殊性にかんがみ，原子力災害の予防に関す

る原子力事業者の義務等，原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対

策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関

する事項について特別の措置を定めることにより，炉規法，災害対策基
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本法その他原子力災害の防止に関する法律と相まって，原子力災害に対

する対策の強化を図り，もって原子力災害から国民の生命，身体及び財

産を保護することを目的とする（原災法１条）。 

  すなわち，原子力災害は，五感に感じることなく被害を受ける可能性

があり，適切な対応を行うためには専門的な知見や特別な装備が求めら

れる特殊性がある。それ故に国が果たすべき役割と責任については，自

然災害と比較して大きい。また，具体的な措置に際しては，事故の原因

者であり，事故が発生した施設について熟知する原子力事業者の責任あ

る対応が必要であることも特徴である。 

(3) 原災法の枠組み 

  原災法の下での対応態勢は，①迅速な初期動作の確保，②国と地方公

共団体との有機的な連携の確保，③国の緊急時対応体制の強化，④原子

力事業者の責務の明確化を枠組みとするものである。 

(4) 迅速な初動動作の確保 

  災害対策においては初期動作が重要な鍵であるが，適切な初期動作を

確保するためには，迅速に正確な情報を把握することが必要である。 

  このため，一定の事象が生じた場合の通報を原子力事業者の原子力防

災管理者に義務付け（原災法１０条第１項），通報を受けた主務大臣（原

則として炉規法における規制担当大臣）は，原子力防災専門官や原子力

事業者に対する指示，専門的知識を有する職員の派遣等といった初期動

作を開始し，事象の推移に応じ，あらかじめ定められた異常な事態に至

った場合には，直ちに内閣総理大臣に報告（原災法１５条第１項）し，

内閣総理大臣は直ちに原子力緊急事態宣言を発出する（原災法１５条第

２項）とともに，内閣総理大臣を本部長とする原子力災害対策本部を設

置する（原災法１６条）こととしている。 

 いわば，通報や原子力緊急事態宣言の発出に係る基準をあらかじめ明

確にするとともに，当該宣言が発出された場合には，災害対策基本法と

異なり，政府の対策本部及び現地対策本部を必ず設置することにより，
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緊急時における初期動作に係る判断要素を極力少なくすることとし，国

として迅速な対応が図れるよう期したものである。 

⑸ 緊急事態宣言 

  原子力緊急事態が発生した際には，国，都道府県，市町村等の関係者

が一堂に会し，情報の共有化や緊急事態応急対策について相互に協力す

るため，主務大臣はあらかじめ緊急事態応急対策拠点施設（いわゆるオ

フサイトセンター）を指定し（原災法１２条），そこに原子力災害合同対

策協議会を組織し（原災法２３条），円滑な協力体制を構築することとし

ている。 

  原子力緊急事態宣言が発令されてから解除されるまでの間は，災害対

策基本法の規定のうち第２章第３節及び同法１０７条は適用されず，も

っぱら原災法が適用される（原災法２４条）。 

  原災法第２６条２項は，被告国の機関である指定行政機関の長に対し，

緊急事態応急対策を実施すること，原子力災害事後対策をとることを義

務付けている（同法第２６条１項，２項，第２７条１項，２項）。そして，

緊急事態応急対策としては，原子力災害に関する情報の伝達，避難の勧

告又は指示（同法第２６条１項１号），放射線量の測定（同項２号），被

災者の保護に関する事項（同項３号）が定められ，原子力災害事後対策

としては，緊急事態応急対策実施区域その他所要の区域における放射性

物質の濃度若しくは密度又は放射線量に関する調査（同法第２７条第１

項１号），原子力災害の拡大の防止を図るための措置に関する事項（同項

４号）が定められている。 

  緊急時に国が実効的に対応するため，政府の原子力災害対策本部長に

対して，関係行政機関，地方公共団体，原子力事業者等に対して必要な

指示を行う強力な権限を付与する（原災法２０条第３項）とともに，緊

急事態応急対策の実施に関して自衛隊派遣の要請権限を付与し（原災法

２０条第４項），国としての対応体制の強化を図ることとしている。 

  また，原子力災害対策本部長の主要な権限が委任される原子力災害現
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地対策本部長は，現地における実質的な責任者として，関係機関の調整

や指示を行い，原子力事業者，原子力の専門家，派遣された自衛隊，警

察，消防，医療チーム等が連携を取りつつ，総力を挙げて緊急事態応急

対策を実施することを期している。 

  さらに，緊急事態応急対策の実施に関する技術的事項については，原

子力災害対策本部長に対する原子力安全委員会の助言等を明確に位置

付ける（原災法２０条第６項）とともに，機動的に対応し得る専門家と

して同委員会に緊急事態応急対策調査委員を設ける（附則第８条）こと

により一層の体制強化を図ることとしている。 

  原災法における対応体制を図示すると下記の通りとなる。 

 

⑹ 本件事故における緊急事態宣言の発令 
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  内閣総理大臣は，２０１１年３月１１日午後７時３分，原災法１５条

２項に基づいて原子力緊急事態宣言を発令した。そして，これは，未だ

に解除されていない。 

 

２ 防災基本計画 

  １９６１年に災害対策基本法が制定され，これに基づく防災基本計画の

中で原子力災害への対策を定めている。原子力防災対策には，一般防災対

策活動に共通あるいは類似のものに加えて原子力に特有なものがあるこ

とから，旧原子力安全委員会は原子力発電所の事故を対象とした防災指針

を定めた。１９９９年９月のＪＣＯウラン加工工場における臨界事故に対

する反省を踏まえ，１９９９年１２月に原災法が制定され，防災指針も改

定された。 

  本件事故当時は，防災基本計画の第１０編が原子力災害対策編とされて

いた。 

  原子力災害対策編においては，原子力安全委員会が取りまとめる防災指

針（国，自治体，原子力事業者等が原子力防災に関する計画を策定する際

や，緊急時における防護対策を実施する際の指針）を尊重する旨が規定さ

れていた。 

  安全委員会は，２００６年に，国際基準となっている防護措置実施の考

え方を取り入れるべく，防災指針の見直しについての検討を始めた。 

  すなわち，当時の防災指針は緊急時における予測システムに頼って防護

措置を決定する方法をとっていたが，他国では見られない。そこで，予測

的手法に頼らない防護措置を導入しようとしたのである。 

  しかし，これに対しては，保安院の反発にあい，原子力安全委員会は十

分な改訂を行うことができなかった（この経過については，国会事故調本

編［ＰＤＦ版］３９２頁以下に詳しい。）。 

 

３ 福島県地域防災計画 
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  福島県地域防災計画は，災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）

第４０条の規定に基づき，国の防災基本計画，防災業務計画と連携した県

の地域に関する防災計画として福島県防災会議が作成した計画であり，同

時に市町村地域防災計画の指針となるものである。 

  福島県においては，福島県地域防災計画の原子力災害対策編によって，

原子力災害発生時の組織体制を定めていた。 

 原子力災害対策編では，原災法１０条通報を受けた場合，福島県庁（本庁

舎）に県原子力災害対策本部（以下「県災対本部」という。）を設置し，オ

フサイトセンターに福島県の原子力現地災害対策本部（以下「県現地本部」

という。）を設置するように定めている。県災対本部の下には，９つの機能

班（総括班，情報収集班，通信班，広報班，渉外班，活動支援班，救援班，

物資班，住民避難・安全班）を置き，情報収集や市町村が行う住民避難の

支援等を行うことになっていた。 

  福島県地域防災計画には，複合災害（本件のように大規模自然災害と原

子力発電所における事故の同時発生）への対策が明記されなかった。その

結果，住民の避難などにおいて，自治体における対応の整合性，一貫性を

欠き，混乱等の問題が生じた。 

 

第２ 条約（社会権規約，子どもの権利条約） 

１ 社会権規約 

(1) 社会権規約 

  国際人権規約は，世界人権宣言の内容を基礎として，これを条約化し

たものであり，人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものである。

経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約（以下「社会権規約」

という。）と市民的及び政治的権利に関する国際規約（以下「自由権規約」

という。）は，１９６６年の第２１回国連総会において採択され，１９７

６年に発効した。日本は１９７９年に批准した。 

(2) 社会権規約に基づく健康に対する権利 
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ア 到達可能な最高水準の健康に対する権利（１２条） 

  社会権規約１２条１項は，「この規約の締約国は，すべての者が到達

可能な最⾼水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有すること

を認める。」とし，同条２項では，「この規約の締約国が１の権利の完

全な実現を達成するためにとる措置には，次のことに必要な措置を含

む。」として，「ｂ．環境衛生及び産業衛生のあらゆる状態の改善」を

あげている。（甲Ｂ２０１） 

イ 締約国の義務（２条） 

  社会権規約２条は，締約国の義務について定めている。２条１項は，

「締約国は，立法措置その他のすべての適当な方法によりこの規約に

おいて認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため，自国に

おける利用可能な手段を最大限に用いることにより，個々に又は国際

的な援助及び協力，特に，経済上及び技術上の援助及び協力を通じて，

行動をとることを約束する。」と定めている。 

  また，同条２項は，「この規約の締約国は，この規約に規定する権利

が人種，皮膚の色，性，言語，宗教，政治的意見その他の意見，国民

的若しくは社会的出身，財産，出生又は他の地位によるいかなる差別

もなしに行使されることを保障することを約束する」と規定する。 

  締約国が以上のような義務を履行することを通じて，社会権規約に

基づく人権（健康に対する権利）が実現されるのである。 

ウ 社会権規約第１２条の規範内容 

 社会権規約１２条については，経済的，社会的及び文化的権利委員会

（以下「社会権規約委員会」という。）が公表している一般的意見第１

４（甲Ｂ２０２）が，その規範内容を明らかにしている（一般的意見

の意義等については後記(3)参照）。 

  まず，社会権規約１２条１項は，健康に対する権利を定義し，第１

２条２項は，締約国の義務を例示的に，網羅的でないかたちで挙げて

いる（甲Ｂ２０２ パラグラフ７）。 
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  健康に対する権利は，健康である権利と理解されるべきではなく，

自由と権利のセットとして理解されている（甲Ｂ２０２ パラグラフ

８）。 

  本件では，健康に対する権利の「権利」としての側面が問題となる。 

  到達可能な最高水準の健康の実現のためには，実現に必要なさまざ

まな条件とその条件の享受の機会の平等が認められなければならな

い（甲Ｂ２０２ パラグラフ９）。 

  加えて，一般的意見第１４は，健康に対する権利について，医療，

飲み水，衛生，食糧，栄養及び住居の十分な供給だけでなく，健康的

な環境条件へのアクセスのような，健康の基盤となる決定要素に対し

ても及ぶ包括的な権利として解釈するとしている（甲Ｂ２０２ パラ

グラフ１１）。 

  このように一般的意見第１４が「条件の享受に対する権利」及び「健

康的な環境条件へのアクセス」を健康に対する権利の重要な要素とし

ているところ，本件に即して言えば，健康に対する権利には，公衆被

ばく線量限度以下の環境において生活できることの保障が含まれる

ことを意味すると解すべきである。 

  社会権規約１２条２項には，健康に対する権利について例示がなさ

れているが，前記の通り，同項（ｂ）は，健康的な自然及び職場環境

に対する権利を例示している。 

  この点，一般的意見第１４は，「『環境衛生及び産業衛生のあらゆる

状態の改善』（１２条２項（ｂ））は，とりわけ，（中略）人々が放射能

及び有害化学物質のような有害物質，又はその他人間の健康に直接も

しくは間接的に影響を与える有害な環境条件にさらされることの防

止及び削減からなる」と指摘している（甲Ｂ２０２ パラグラフ１５）。 

  放射線防護の法体系は，まさに「人々が放射能及び有害化学物質の

ような有害物質，又はその他人間の健康に直接もしくは間接的に影響

を与える有害な環境条件にさらされることの防止」に向けられたもの
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である。 

  したがって，放射線防護基準によって公衆が守られる基準，すなわ

ち公衆被ばく線量限度に対する市民の権利を守ることは，健康に対す

る権利の保障という観点からは必要不可欠である。 

  また，一般的意見第１４は，「健康に対する権利の侵害の被害者とな

ったいかなる人又は集団も，国内及び国際的レベルの双方で，効果的

な司法的その他の適切な救済に対するアクセスを有するべきである」

と指摘し，その侵害行為については，国内の司法手続によって解決さ

れること，換言すれば，司法審査がなされるべきことを明らかにして

いる（甲Ｂ２０２ パラグラフ５９）。 

エ 無差別及び平等の取り扱いが必要なこと 

  一般に社会権規約に基づく権利については，締約国政府は権利の完

全な実現を漸進的に達成する義務を負うに過ぎないから，締約国の国

民は，即時に具体的権利が付与されるものではないと言われる（この

ような理解に立つものとして最高裁平成元年３月２日判決・最高裁判

所裁判集民事１５６号２７１頁。このような見解が現在となっては維

持し得ないことについては追って主張する。）。 

  しかし，社会権規約２条２項は，前記の通り，差別のない権利享受

を定めており，締約国は，これを保障ないし確保することが義務づけ

られている。 

  したがって，この点について締約国政府に違反行為があれば，司法

的に是正することが国際人権法上，求められているのである。 

  本件では，福島第一原子力発電所の事故によって公衆被ばく線量限

度を超えることとなった地域からの避難者が，事故の影響が及ばなか

った地域の住民に比べて差別的な状況に置かれていることが問題と

なる。 

  被告国は，年２０mSv を基準として，これを超える場合は避難指示

を出し，下回る場合は避難指示を出さず，あるいは一旦出した避難指
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示を解除している。 

  この指示自体は，公衆被ばく線量限度を左右するものではないが，

結果的に避難指示が出されない地域の住民は，賠償も十分に受けられ

ず，公衆被ばく線量限度を超える地域への滞在，帰還を強いられるこ

ととなる。 

  避難指示自体は中立的に見えるが，社会権規約に基づいて認められ

る健康に対する権利を行使する上では，偏った影響を及ぼすこととな

る。 

  社会権規約２条２項についての経済社会委員会が解釈を示した一

般的意見第２０は，このような「間接差別」は，社会権規約２条２項

に基づく差別となり得ると指摘している（甲Ｂ２０３ パラグラフ１

０（ｂ））。 

  現在の被告国の帰還政策は，福島第一原子力発電所によって汚染さ

れながら，まだ公衆被ばく線量限度が守られない地域に居住する市民

に対し，そのような居住地にいることを条件として，健康に対する権

利の行使を妨げるものであるというべきである。これは，居住地によ

る差別であり，一般的意見２０は，「規約上の権利の行使は，人の現在

のもしくは以前の居住地を条件にしたり，それにより決定されたりす

べきでない。」と明確に禁止している（甲Ｂ２０３ パラグラフ３４）。 

  無差別の取り扱いは，前記ウ記載のとおり，司法によって解決され

る場合がある。 

  また，一般的意見２０は，そのことを念頭に締約国において，規約

上の権利の無差別的な保障をするため，裁判官及び司法上の役職への

候補者についても，人権教育及び訓練プログラムを利用可能にするこ

とを求めている（甲Ｂ２０３ パラグラフ３８）。 

オ 後退的措置の禁止に触れること 

  社会権規約の締約国が負うべき義務は，２条に記載があり，前記の

通り，同条１項は，締約国の漸進的達成義務を定めたものと理解され
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ている。 

  しかし，その場合であっても，締約国は規約の目標（権利の実現）

に向けて何らかの措置を講じている場合，既存の措置を後退させる措

置を講じることは，２条１項に基づいて禁止されている。 

  このことは社会権規約２条１項についての一般的意見第３が明ら

かにしており（甲Ｂ２０４ パラグラフ９），また，前記一般的意見第

１４においても繰り返し確認されている（甲Ｂ２０２ パラグラフ３

４）。 

  前記エにおいても指摘した通り，被告国の２０mSv 基準による帰還

政策は，市民が保障されてきた公衆被ばく線量限度である年１mSv 未

満の被ばくについて限度を引き上げたものである。 

  これは，明らかに後退的措置の禁止に触れるものである。このよう

な場合，締約国は，社会権規約２条１項に基づき，権利の実現のため

に，「立法措置その他のすべての適当な方法」を講じる義務を負ってい

る。 

  ここで，「立法」に加えて規定されている「適当な方法」の内容には，

司法的救済が含まれていることに留意しなければならない。このよう

な解釈は，一般的意見第３において明確に示されている（甲Ｂ２０４ 

パラグラフ５）。 

  政府による後退的措置の禁止に反する政府の行為を裁判所が司法

手続を通じて是正すべきことは，社会権規約の内容となっているので

ある。 

 

２ 子どもの権利条約 

  こどもの権利条約は，第２４条１項において「到達可能な最高水準の健

康を享受すること」等について規定し，同条約においても，健康に対する

権利が守られるべきことを明らかにする。また，第４条は，締約国の義務

として，社会権規約と同様の規定を置いている（甲Ｂ２０５）。 
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  子どもの権利条約第２４条に関する一般的意見第１５は，「国は，地域的

な環境汚染があらゆる場面で子どもの健康に対してつきつける危険性およ

びリスクに対処するための措置をとるべきである」と端的に述べている（甲

Ｂ２０６ パラグラフ４９）。 

  本件のように公衆被ばく線量限度を超える被ばくをさせられることは，

この意味で，子どもの権利条約に定める健康を侵害しているというべきで

ある。 

  また，子どもの権利条約第４条等に関する一般的意見第５は，「V．権利

の裁判適用可能性」という章において，裁判手続へのアクセスについて規

定し，さらに「経済的・社会的・文化的権利も裁判適用可能と見なされな

ければならない」として，司法的救済が子どもの健康に対する権利にも及

ぶことを明らかにしている（甲Ｂ２０７ パラグラフ２４，２５）。 

 

３ 一般的意見の意義 

  経済的，社会的及び文化的権利委員会（以下「社会権規約委員会」とい

う。）は，締約国から提出される政府報告の審査を行っている。各国の報告

審査後，当該締約国に対する個別の所見として委員会が提示するのが総括

所見である。 

  それと同時に社会権規約について，その規範や内容を明確化するための

一般的意見を公表している。「一般的意見」は，他の人権条約機関たる委員

会においても報告審査制度の一環として公表されている。 

  一般的意見において，社会権規約委員会は，多数の締約国の報告書を審

査した経験を踏まえて，条約の実施をめぐって締約国の注意を喚起すべき

事項や，条約の各条項についての委員会としての解釈を提示している。 

  社会権規約委員会には，社会権規約の解釈権限があるわけではないが，

だからといって各締約国が，一般的意見を無視して良いわけではない。 

  人権条約では，それぞれの人権条約の下で条約機関が設置され，報告制

度等の条約が定めた制度を運用することを通じて，締約国による条約の国
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内実施の状況を国際的に監視する任務を与えられている。 

  そして，条約機関が，その任務の権限を行使して，一般的意見を採択す

る過程においては，必然的に条約機関による条約解釈の要素が伴う。 

  したがって，一般的意見等において示される条約解釈は，条約の国際的

実施の運用を委ねられた条約機関がその任務の遂行に伴って示した法解釈

として，相応の権威をもつとみるべきである（申 惠丰「国際人権法（第２

版）５６７頁）。 

 

４ 国際社会からみた日本の現状 

(1) グローバー報告 

被告国の採用する２０mSv 基準については，国連人権理事会の特別報

告者アナンド・グローバー氏が年１mSv を基準として住民の放射線防護

対策をとるべき旨を報告したこと及び国連人権理事会での普遍的定期的

審査（いわゆるＵＰＲ）において許容放射線量を年１mSv に戻す内容の

勧告を受けたことをそれぞれ主張した（原告ら準備書面（５５）９頁）。 

それ以外にも，人権条約機関（人権条約に基づいて設置される委員会

であり，人権条約を実効化するため締約国の人権条約の履行状況を監視

する目的を有する）において，人権条約締約国は，条約上の義務の履行

状況を示した政府報告書を人権条約機関に提出し，その審査を受けるこ

ととなっている。 

締約国は，審査の上，人権条約機関から総括所見を示されるが，日本

政府は，この総括所見において下記のような厳しい指摘を受けている。 

日本政府は年２０mSv という基準の正当性を訴える立場であるが，こ

のような主張は，健康に対する権利についての締約国としての義務違反

であると外部から明確に指摘されている。 

また，グローバー報告に基づく勧告を履行するよう，社会権規約委員

会から指摘を受けていることに照らせば，グローバー報告を無視して反

省しない被告国の態度は，国際社会から許容されていない点も明らかで
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ある。 

(2) 社会権規約委員会における総括所見 

  社会権規約委員会は，第３回日本政府報告書審査・総括所見（２０１

３年５月）において，次のように指摘した（Ｅ／Ｃ．１２／ＪＰＮ／Ｃ

Ｏ／３  （１０ Ｊｕｎｅ ２０１３），ｐａｒａｓ．２４－２５．甲

Ｂ２０８号証）。 

２４．東日本大震災及び福島原発事故の被害への救済策の複雑さに

留意して，委員会は高齢者，障害者，女性及び子供といった不利

益を被っている脆弱な集団の特別な要望が，避難の際並びに復旧

及び復興の努力において十分に満たされなかったことに懸念を

表明する。（第１１条，第２条２項） 

  東日本大震災及び福島原発事故の結果から得られた教訓が，将

来の救済及び復興の努力において，脆弱な集団を含む被災した地

域社会の要望に十分に対応するよう新たな計画を採択するよう

導いたことに留意し，委員会は締約国に対して，災害対応，リス

ク緩和及び復興の努力において人権の観点に基づくアプローチ

を採択するよう勧告する。特に，委員会は締約国に対して，災害

管理計画が，経済的，社会的及び文化的権利の享受において差別

したり，差別を導くようなことのないことを確保することを勧告

する。  

  委員会は締約国に対して，次回定期報告において，東日本大震

災及び福島原発事故の被害の管理並びに避難時，復旧及び復興の

作業時における被害者の経済的，社会的及び文化的権利の享受に

関する性別，脆弱な集団別に分かれた統計データを含む，包括的

な情報を提供することを要請する。また，委員会は，締約国に対

して，いかに被害者に対し裁判を受ける権利が保障されているか

についての情報を含むよう要請する。 

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
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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，原子力施設の安全性に関す

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情報

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関す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慫慂する（下線部は原告ら代理人）。 

ここで特に重要なのは，下線によって示した部分である。「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関する特別

報告者」とはアナンド・グローバー特別報告者のことである。 

  いわゆるグローバー報告について，日本政府がその勧告を履行しない

ことについて社会権規約委員会は，厳しく指摘をしたのである。 

(3) 自由権規約委員会 

  自由権規約委員会の第６回日本政府報告書審査・総括所見（２０１４

年７月）における福島第一原子力発電所事故に関する部分は以下のとお

りである（ＣＣＰＲ／Ｃ／ＪＰＮ／ＣＯ／６（２０Ａｕｇｕｓｔ２０１

４），ｐａｒａ．２４．甲Ｂ２０９号証）。 

福島原子力災害  

２４．委員会は，福島において締約国によって被ばくレベルが高く

設定されていること，及びいくつかの避難区域の解除の決定によ

り人々を高度に汚染された地域に戻らざるを得なくしている状
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況を懸念する（第６条，第１２条及び第１９条）。 

 

  締約国は，福島における原子力災害によって影響を受けた人々

の生命を保護するための全ての必要な措置をとり，放射線レベル

が住民を危険にさらさない場合にのみ，汚染地域の避難区域の指

定を解除すべきである。締約国は，放射線レベルを監視し，この

情報を，影響を受けている人々に対し時宜を得て公表すべきであ

る。   

  すなわち，日本政府が年２０mSv を基準に避難指示解除を行っている

ことについて自由権規約委員会は厳しく批判をしている。 

(4) 児童の権利委員会 

  児童の権利委員会第４回及び第５回日本政府報告書審査・総括所見（２

０１９年３月）は，次のように指摘をした（ＣＲＣ／Ｃ／ＪＰＮ／ＣＯ

／４－５（５Ｍａｒｃｈ２０１９），ｐａｒａ．３６．甲B２１０号証）。 

３６． 委員会は，子ども被災者支援法，福島県民健康管理基金，

及び被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業の存在に留

意する。しかしながら，ＳＤＧｓターゲット３．９を想起しつつ，

委員会は，締約国に対し，以下を勧告する。 

（ａ） 避難指示区域における放射線被ばく量が，児童にとって

のリスク要因に関する国際的に受け入れられた知見に一致し

ていることを再確認すること。 

（ｂ） 帰還が許されていない区域からの避難者，特に児童に対

して，財政面，住居面，医療面及びその他の支援を継続するこ

と。 

（ｃ） 福島県において放射線の影響を受けた児童に対する医療

及びその他のサービスの提供を強化すること。 

（ｄ） 年間１mSv を超える被ばく線量の区域の児童のための包

括的かつ長期の健康診断を実施すること。 
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（ｅ） 全ての避難者及び住民，特に児童のような脆弱な立場に

置かれた集団に対する精神的健康のための施設，物資及びサ

ービスの利用を確保すること。 

（ｆ） 教科書及び教材において，放射線被ばくのリスクや，児

童が放射線に対する感受性が高いことについて，正確な情報

を提供すること。 

（ｇ） 到達可能な最高水準の身体的及び精神的健康を享受する

全ての人々の権利に関する特別報告者による勧告（Ａ／ＨＲ

Ｃ／２３／４１／Ａｄｄ．３参照）を実施すること。 

児童の権利委員会の指摘は幅広くなされている。 

  （ａ）の指摘は，現在，日本政府がとっている帰還基準が「児童にと

ってのリスク要因に関する国際的に受け入れられた知見に一致して」

いないことを婉曲に示している。 

  （ｂ）の指摘は，避難指示がなされている区域からの避難者である児

童への支援が継続されていないという問題意識を示している。 

  （ｃ）の指摘は，児童への医療等のサービス提供が全く十分でないこ

とを示している。 

  （ｄ）の指摘は，現在，児童の甲状腺検査だけが行われていること，

その縮小の動きがあることに対応したものである。甲状腺以外にも

幅広く包括的，かつ，長期的な健康診断が必要であることを示して

いる。 

  （ｅ）の指摘は，すべての避難者にとって精神的健康のための施設，

物資及びサービスが全く十分でないことを示している。 

  (ｆ)の指摘は，正確な情報提供がなされていないことへの批判である。       

この総括所見に先立ち，文科省は，全国の小中学校と高校に対し，平

成３０年１０月改訂の「放射線副読本」を配布していたが，滋賀県野洲

市では，配布のパンフレットについて，市教育委員会が精査し，「放射線

の安全性を強調するような印象を受ける記述が多い。被災者の生の声が
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少ない。」などとして回収を決めている。 

  政府が被ばくに関して配布した教材が，このような勧告を招いたこと

は明らかである。 

  （ｇ）の指摘は，グローバー報告が実施されていないことを指摘して

いる。 

  ２０１３年１月の社会権規約委員会による上記総括所見でも同じ点

が勧告されていることに鑑みれば，日本政府が，国際社会の要請にも関

わらず，健康に対する権利を軽視してきたことを示すものである。 

 

第３ 憲法（２５条，２６条） 

１ 幸福を追求する権利 

  すべて国民は，個人として尊重され，生命や自由，幸福を追求する国民

の権利は，公共の福祉に反しない限り，立法その他の国政の上で，最大に

尊重される（１３条）。また，すべて国民は，健康で文化的な最低限度の生

活を営む権利をもつ（２５条１項）。このように，わが国の憲法は，国民が

健康に暮らし，それぞれが，それぞれの幸福を追求する権利を保障してい

る。 

  立憲主義国家において憲法が国民に保障した権利は，国（多数）が個々

人に対して果たすべき最低の約束事である。個々人は国（多数）がこの約

束を守ることを信頼し，これと引き換えに，国（多数）が定めたルールを

守って日々の生活を積み重ね，それぞれの幸福を目指している。 

 

２ 健康を守ることが政府に対して幸福追求権に照らし要請されること 

  人にとって健康は幸福の原点であり，子どもにとっての健康は，未来そ

のものである。子どもが健やかに成長することを祈らない大人はいない。

子どもの健康を守るということは，それ自体が公共の福祉であり，保護者

のみならず，国家の最大の義務である。憲法１３条，２５条１項は，国家

に，子どもたちが健やかに成長する権利を願い，保障し，これを阻害する
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あらゆる障壁を除去し，健やかな成長に寄与する積極的な措置を講じるこ

とを命令している。 

 

第４ 国が福島原発事故を発生させた責任，県が福島第一原発の運転を容認し

ていた責任 

１ 被告国の責任―福島原発事故は人災であること 

  福島原発事故については，国会事故調が，「規制当局は電気事業者の「虜

（とりこ）」となっていた」と指摘した通り，被告国による監視・監督機能

が不全だったことに原因を有している。 

  また，東京電力も平成２０年に敷地を超える津波が到来することを実際

に計算をして認識していながら，経営的な観点から安全対策を先送りした

（無罪とはなったものの，この経過については，元東電経営者に対する刑

事訴訟でも明らかとなった。）。 

 

２ 民事裁判でも国の責任は認められ，特に事故発生についての予見可能性

が確定した判断となっていること 

  現在，被告国に対しては，避難者等から集団訴訟が提起されており，前

橋地裁，福島地裁，京都地裁，東京地裁，松山地裁，横浜地裁，札幌地裁

等では，すでに被告国の国賠法上の賠償責任を認める判決が出されている。 

  これらの訴訟において，被告国には，電気事業法等に基づく規制権限を

適切に行使しなかった違法が認められている。 

  上記以外の一部訴訟では，被告国の責任を排斥したものもあるが，そう

した請求棄却事案においても，ほとんどの場合，地震調査研究推進本部の

長期評価に基づいて，敷地高さを超える津波の到来については予見可能性

が認められている（千葉地裁，名古屋地裁，山形地裁等）。 

  したがって，原発事故発生について予見可能性が存在したことについて

は，ほぼ判断が確立しているというべきである。 

  そして，本件では，事故の回避そのものが問われているのではなく，基
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本的には事故後に無用な被ばくをさせたことが問われている。 

  つまり，結果回避については，原発事故を結果とした場合，結果回避の

手段としての防潮堤の設置等には，財政的，人的制約から被告国に効果裁

量が認められるかという問題が生じうる。 

  これに対し，無用な被ばくを結果とした場合には，そのような財政的，

人的制約はおよそ生じない。結果回避の手段は，被ばく線量について適切

な判断をして，指示を出すことに尽きるからである。 

 

３ 被告福島県の責任 

被告福島県は、福島第一原発の立地自治体として、原子力安全協定に基

づき、東京電力に対して、稼働に対する同意等、その安全運転に関わる権

限を持っていたのに、これを適切に行使することなく、福島原発事故を招

いた責任がある。 

 

第２章 国及び県の違法行為 

第１ 情報隠匿行為 

１ 具体的行為 

情報の隠匿に関する具体的な事実関係と被告国及び県による行為につ

いては，すでに原告ら訴状（第2章第3節第3の1），準備書面（5）（第1

の３ないし4），準備書面（8）（第2の1）に詳細に主張し，これらの各書

面で引用する証拠をもって立証した。改めて概要をまとめると次の通りで

ある。 

(1) SPEEDI情報の隠蔽について 

ア SPEEDIシステムは，災害対策基本法に基づく防災基本計画及び原災

法に基づく原子力防災指針，防災基本計画原子力災害対策編，原子力

災害対策マニュアルにより整備，運用されていたもので，「国の原子力

防災対策を支援する中核的システム」として位置付けられていた（詳

細は準備書面（30）2〜3頁）。 
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このことは，SPEEDIの上記防災指針，防災基本計画，原子力災害対

策マニュアルの記載はもちろんのこと，SPEEDIの運用財源見直しに際

しても，「国の防災基本計画に位置付けられた原子力災害対策時の放

射能拡散予測を行う包括的なシステム」であり，「国の根幹的なシステ

ムとして位置付け」られていることが改めて文書で確認されている

（準備書面（64）2頁。甲Ｃ91の 3） 

そして被告福島県に設置されていた SPEEDI システムの中継機につ

いては，「災対法，原災法の規定に基づく地方公共団体の責務の遂行の

ため，道府県のモニタリング体制や原子力防災体制に応じて中継機Ⅱ

が設置・活用されることを期待する」との位置付けがなされていたも

のであった（準備書面（64）2頁。甲Ｃ91の5）。 

イ このように原子力防災体制の「中核的システム」「国の根幹的なシス

テム」として整備，運用されていたSPEEDIシステムについては，原発

立地自治体の担当者らによる「SPEEDI担当者連絡会議」が定期的に開

催されており，その中では予測精度の調査や運用状況の調査，検討が

行われており，本件事故直前の平成２３年２月１６日の担当者打ち合

わせ会議では「いずれのサイトも６０時間の長時間先までの予測の信

頼性は高いといえる」とされており，被告国，県ともSPEEDI予測計算

の事故時における有用性を十分認識していたものであった（準備書面

（64）4頁，甲Ｃ93の3・5頁）。 

現に，本件事故後に行われた SPEEDI 予測計算が事故後の放射性プ

ルームの拡散状況を正しく推定できていたことは，児玉龍彦氏が本件

に提出した意見書で詳細に検討の上，論証されている（甲Ｃ45）。 

ウ それにも関わらず，被告国及び県は SPEEDI 予測計算の結果を事故

直後に公表せず，周辺市町村にも情報共有しなかった。被告福島県に

おいては，受信したSPEEDI計算結果のメールをこともあろうに「破棄

した」というのである。これは前記のような事故前のSPEEDIシステム

の「中核的」ないし「根幹的」なシステムとしての位置づけとはまる
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きり正反対の行動であって，意図的な隠蔽と評価せざるを得ないもの

であった。何より，当の被告国自身が，IAEA閣僚会議に提出した報告

書において「避難行動の参考等として本来活用すべきであったが，現

に行われていた試算結果は活用されなかった。また，SPEEDI の計算結

果については，現在は公開されているものの，当初段階から公表すべ

きであった。」等と，SPEEDI 情報を公開しなかったことが誤りであっ

たことを明確に表明しているのである（準備書面（30）7〜10頁，甲Ｃ

51）。 

エ なお，山下医師は，このSPEEDIについて，「SPEEDIはかなり不正確

であるということは分かっていました。本来，事故後に出される情報

が，事故後，かなり遅れて出たということで，その信ぴょう性，科学

的な根拠に疑問を持っていました」と法廷で証言した（証人調書１５

３項）が，これが，そもそも信ぴょう性がないから遅れて出しても問

題ないという趣旨の証言だとすれば，上記の関係者，関係機関の認識

と異なる全く特異な見解である。 

    (2) モニタリング情報の隠蔽など 

原告ら準備書面（5）第 1 の 3（1）で詳細に主張した通り，被告国及

び県により，３月１２日以降モニタリングカー等によるモニタリング活

動が行われている。その結果，テルル１３２等の核種が発見されている

が，３月１５日までのモニタリング結果は公表されず，それらが公表さ

れたのは６月３日になってからのことであった（準備書面（5）8〜9頁）。 

被告県は，３月１３日までに設置したモニタリングポストの測定結果

を１４日から定期的に県のＷｅｂに掲載するようになった。そして，極

めて限られた地点の測定でも，３月１４日から，極めて高い線量が記録

されているにも関わらず（丙C第１号証），「健康に影響を与える数値で

はない」など，被ばくの危険性がないかのようなコメントを加えて，被

ばくの危険性についての正確な情報を住民に提供せず，３月２０日以降

は，山下俊一氏の講演等によりこれを徹底した（準備書面（5）9頁）。 
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(3) モニタリング状況等についての事故調ヒアリング記録 

ア ところで，福島県の当時のモニタリング担当職員は，事故調のヒア

リングに対して当時の環境モニタリングの実施状況や SPEEDI 計算結

果の取扱状況について，次のように述べている。 

「３月１２日にテルルが出ていたが，その結果については原子力セ

ンターにおいて物議を醸しており，ＪＡＥＡの職員と一緒にスペクト

ルを確認したりしたが，原子力センターにおいては確かにテルルが検

出されており，原子炉燃料由来のものであると判断された」（甲Ｃ第１

４４号証３頁） 

「３月１５日に福島支所前（自治会館から 3km 離れた場所）（以下

伏字）のダストサンプリングしたものから高いヨウ素１３１濃度が検

出され，その後も下がらなかった。その検査結果については公表して

いない」（甲Ｃ第１４４号証５頁） 

「防災訓練等を通じて SPEEDI の存在を事故以前に知っていた県の

職員が，３月１２日に個人的に4原子力安全技術センターに連絡し，

SPEEDIデータの送付を依頼した。これを受け，原子力安全技術センタ

ーは，メールで県庁にSPEEDIの単位放出のデータ（中略）を送付して

くれた」（甲Ｃ第１４４号証３頁） 

「その後，13日午前8時半ごろ県の対策本部からERCに対し電話で

SPEEDI データの送付を依頼し，午前10時すぎにERC から前日までの

全ての単位放出のデータが FAX で送られてきた」（甲Ｃ第１４４号証

３頁） 

「県庁においては，第一陣のモニタリング要員を派遣した以降，第

二陣のモニタリング要員の派遣に関する検討を行っていたが，原子力

センターから『これ以上追加でモニタリング要員を派遣する必要はな

 
4 県職員の，原子力安全技術センターへの職務上の依頼行為であるのに，「個人的に」という

表現は奇妙であって，この発言には県の責任を逃れようとする意図が伺われる。 
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い。』との連絡があったので，上記検討を中止した5。」（甲Ｃ第 145 号

証５頁） 

イ 上記のヒアリング記録からは，少なくとも現場でモニタリングを直

接担当する県職員らは，緊急時の困難な中で必死にモニタリングを行

い，環境に放出された放射線の状態を調査し，またSPEEDI計算結果の

送付を依頼して情報収集に努めていたことが伺われる。 

これらの現場職員の必死の努力を無視して情報共有を行わず，一般

公表はおろか周辺自治体にも重要な情報を伝達せず，「直ちに影響は

ない」「健康被害はない」と偽りの安全情報を振りまくことに終始し

た，被告国及び県の行為は，極めて悪質である。 

(4) 当時の県内中通りまでの汚染状況は，長崎大学から福島県立医大に派

遣されていた松田尚樹教授の山下医師への状況報告（３月１５日午後の

エピソードが真実を語っている。放射線防護額を専門とする松田教授は，

県立医大病院前の空間線量が測定限界の毎時２２.８μSv を超えている

ことを知り，「これは地獄や」と観念し，長崎市で待機する山下医師に「ど

えらいことになってまっせ」と電話しているのである（甲Ｃ第105号証

の１の72頁）。 

(5) 米軍機による航空モニタリング情報の隠蔽 

原告ら準備書面（5）11〜12 頁で主張した通り，被告国は，米国エネ

ルギー省が米軍機によりモニタリングを行なって作成した汚染地図を

３月１８日と２０日に取得していながら，その情報を住民らに伝達しな

かった。この情報からは原発の北西方向に高い汚染が広がっていること

が判明するが，その情報は周知されなかった。 

なお被告国は，３月３０日，文科省ホームページに，当該情報が掲載

 
5 ここにいう「第一陣」とは，3月 12日 21時頃に原子力センターの判断により解散させること

となった派遣要員のことを指すものとみられる（甲Ｃ第１４５号証５頁上から３ないし 5行

目）。第二陣の派遣検討を中止したことは，事故直後の最も放射性物質が多量に飛散したと思

われる 3月 12日以降のモニタリング体制を手薄のままで放置したことを示している。 

 



 

72 

 

された米国エネルギー省のホームページのＵＲＬを記載した旨主張す

るが，それが住民に情報伝達したことにならないことは言うまでもない。

３０日になっての掲載では時期を失しているし，通常一般人にとって英

語のホームページを理解することはできない。そもそも大震災直後は，

インターネットへの接続も困難な状況であった。 

(6) 被告国によるオフサイトセンター（以下「OFC」という。）の整備義務

の懈怠により情報共有が困難となっていたこと，また被告国及び県は，

住民への情報伝達だけでなく，周辺自治体への情報共有も怠っていたこ

と。 

この点については，原告ら準備書面（36）4 項で主張した。すなわち

大熊町のOFCは法令上の設置要件を満たしておらず，かつそのことはす

でに２００９年当時から指摘され改善を求められていた。ところが被告

国はOFCの整備を怠り，そのために大熊町のOFCは本来の機能を果たす

ことができず，事故直後の最も重要な時期である３月１５日頃までの間

の情報共有を困難ならしめた。 

なおこの点について，情報隠蔽問題に収斂する，との主張があるが，

それが結果としての無用な被ばくに帰結していることを意味するとす

ればそうと言えるが，義務違反の行為としては前述のモニタリング情報

や SPEEDI 計算結果，被ばくの危険性についての正確な情報を伝えなか

った行為とは，別個独立した行為と評価すべきである。 

 

２ 職務上の義務の発生根拠 

(1) 法令上の根拠 

災対法3条1項は，災害対策における国の責務について「国は，国土

並びに国民の生命，身体及び財産を災害から保護する使命を有すること

にかんがみ，組織及び機能のすべてをあげて防災に関し万全の措置を講

ずる責務を有する。」と定めている。また，同法 4 条 1 項は都道府県の

責務につき，「都道府県は，当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住
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民の生命，身体及び財産を災害から保護するため，関係機関及び他の地

方公共団体の協力を得て，当該都道府県の地域に係る防災に関する計画

を作成し，及び法令に基づきこれを実施するとともに，その区域内の市

町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実

施を助け，かつ，その総合調整を行なう責務を有する。」と定める。 

さらに災対法は国及び地方自治体は，「被災者に対する的確な情報提

供に関する事項」の実施に努めるべきと定める（同法 8 条 2 項 16 号）。 

また原災法 4 条 1 項は，「国は，この法律又は関係法律の規定に基づ

き，原子力災害対策本部の設置，地方公共団体への必要な指示その他緊

急事態応急対策の実施のために必要な措置並びに原子力災害予防対策

及び原子力災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等に

より，原子力災害についての災害対策基本法第三条第一項 の責務を遂

行しなければならない。」と国の責務を定める。そして地方自治体の責務

につき「地方公共団体は，この法律又は関係法律の規定に基づき，原子

力災害予防対策，緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施のた

めに必要な措置を講ずること等により，原子力災害についての災害対策

基本法第四条第一項 及び第五条第一項 の責務を遂行しなければなら

ない。」とする（同法５条）。 

そして原災法に定める「緊急事態応急対策」において被告国及び県は

「原子力災害に関する情報の伝達」（同法 26 条 1 項 1 号）「放射線量の

測定その他原子力災害に関する情報の収集」（同項 2 号）等を行わなけ

ればならないものとされている。 

以上の災対法及び原災法の定めに基づく国及び地方公共団体の責務

遂行のために防災基本計画等が定められていたこと，そこに住民への情

報伝達について定められており，これらに基づいて被告国及び県が住民

に対し，福島県地域防災計画にも表現されているように「正確かつきめ

細やかな情報を適切に」提供する法的義務を負っていること，またこれ

らの住民に提供すべき情報には，SPEEDI予測計算結果はもちろん，放射
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線量の数値の意味，被ばくの危険性と被ばく防護のためにとるべき手段

方法等の情報を含むことはすでに原告ら準備書面（5）第 1 及び準備書

面（8）第1で詳細に主張した通りである。 

(2)義務違反を基礎付ける具体的な事実関係 

さらに，以下の通り，被告国及び県が住民に情報を提供すべきであっ

たと認めるべき具体的な事情があった。 

ア SPEEDIシステムの原子力防災体制における重要性 

前述の通り，SPEEDIシステムは原子力防災体制の「中核的システム」

ないしは「国の根幹的なシステム」として位置付けられ整備運用され

ていたものであり，本件事故のような重大事故の場合には当然その情

報を住民防護のために用いるべきであった。このことを被告国がIAEA

関係閣僚会議に提出した報告書で認めていることもこれまで指摘し

た通りである。 

被告県においても，職員が原子力安全技術センターに連絡を取り

SPEEDI計算結果を求め，それを取得していた。現実に取得していた重

要な情報を共有もせず，住民の避難，放射線防護に一切利用しようと

しなかったことは，重大な義務違反である。 

イ SPEEDIシステムの有用性を被告国，県は認識していた。 

やはりすでに指摘したように SPEEDI システムに十分な予測精度が

あり，住民の放射線防護のために有用であることは，本件事故の前の

月に開催されていた「SPEEDI担当者連絡会議」において検証されてい

た。また過去にもＪＣＯ事故や三宅島の噴火はもちろんのこと，日本

海の向こうの北朝鮮の核実験の際などにも SPEEDI は利用されその有

用性はその都度確かめられていた。SPEEDIの有用性を，被告国及び県

は十分に認識していたことは明らかであるが，それにもかかわらず

SPEEDI計算結果を利用しなかったのは，過失というより，故意による

ものではないかと疑わざるをえない。 

ウ 本件事故直後に観測された放射線汚染の深刻さ 
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本件事故直後に行われたモニタリングの結果，３月１２日には浪江

町，南相馬市で放射性ヨウ素，放射性テルルなどの核種が検出され，

環境への放射性物質の放出がありその状況は深刻であることが判明

している。３月１５日に福島市でも毎時２３.８８μSv という高線量

が測定されていることや３月１７日以降に浪江町赤宇木地区で実施

したモニタリングにおいて毎時１５８〜１７００μSv という驚くべ

き数値が記録されていることなどの深刻な汚染状況を被告国及び県

が把握していたことは，すでに訴状や原告ら準備書面（5）で詳細に主

張したとおりである。このような深刻な汚染状況を示す数値等は，後

記のプラントの深刻な状況と相まって，環境の汚染が重大かつ深刻で

あり早急に住民の避難，放射線防護のための措置を呼びかけなければ

ならなかったことを示している。これらの状況を認識しながら住民へ

の情報伝達を怠った被告国及び県の責任は極めて重大である。 

エ 福島第1原発プラントの深刻な事故状況 

福島第1原発は，事故当時1ないし3号機が運転しており，また４

号機を含め，多数の使用済み燃料が貯蔵プールに存在していた。電源

喪失により 1 号機，3 号機，４号機燃料プールと爆発が続き，２号機

でも格納容器が破損し，深刻でしかも予断ならない事態が進行してい

た。このような深刻な事態であればこそ，環境モニタリングの結果や

SPEEDIの予測計算等の基礎的情報を公開し，被害を最小限に食い止め

るべきであった。ところがそれを一切行わず情報を隠蔽し，それによ

り住民を無用に被ばくさせた事の責任は極めて大きい。 

オ ベントの実施による放射性物質の環境中への放出と拡散 

前記のプラントの深刻な事故状況の中，複数回のベントが実施され

ている。ベントによって環境中に放射性物質が放出される以上，その

放出状況を事前に予測しまたモニタリングにより監視体制をとり，そ

れらに基づいて住民の被ばくを最小限に抑える努力をすることは必須

であった。 
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特に，３月１４日２３時３５分頃，2 号機についてベントを行うこ

とが決定され，ベントの試みが続けられていた。その後３月１５日６

時から６時１０分頃までの間に，2 号機格納容器で衝撃音が起きてい

る。その後，６時５０分頃に福島第一原発正門で５８３．７μSv/時の

高線量が記録されるなど線量が上昇しており，周辺各地でも放射線の

急激な上昇が観測されている。SPEEDI の予測計算は 15 日の拡散状況

を良く予測できていたことは，甲Ｃ45の 1の児玉意見書や意見書に引

用されている茅野政道氏の論文（甲Ｃ45の 6）によって検証されてい

る（原告ら準備書面（12）参照）。 

爆発による意図せざる放出だけでなく，ベントによる意図的な放射

性物質の放出拡散が行われている以上，被告国及び県は，住民の被ば

くを最小限に止めるためには情報の伝達，提供を行うべきであったこ

とは当然である。ベントによる意図的な放出が行われていることを知

りつつ住民への情報提供を行わず，住民の避難や防護措置を怠ったこ

とは，故意による被ばくの強制と言っても過言ではない。 

 

第２ 安定ヨウ素剤を服用させなかったこと 

１ 主張の概略 

安定ヨウ素剤の問題については，原告らは，訴状のほか，準備書面(5)１

５～２５頁で詳細な主張をし，被告国の反論（第３準備書面）には準備書

面(41)５～１８頁で再反論した。被告福島県は準備書面(4)，(9)で原告の

主張に反論している。 

そこで，本準備書面においては，これらを踏まえ，主張を敷衍する。 

 

２ 公務員の職務上の義務について 

(1) 原子力安全委員会は，原子力委員会及び原子力安全委員会設置法（昭

和３０年１２月１９日法律第１８８号）に基づいて内閣府に設置された

委員会であり，「原子力利用に伴う障害防止の基本に関すること」「放射
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性降下物による障害の防止に関する対策の基本に関すること」等につい

て企画し，審議し，及び決定することを所掌事務としていた（同法第１

条，第１３条）が，原子力規制委員会の設置に伴い，平成２４年９月１

９日に廃止された。 

(2) 原子力安全委員会は，昭和５４年３月に発生した米国スリーマイルア

イランド原発事故を契機に，原子力災害特有の事象に着目し，原発等の

周辺における防災活動をより円滑に実施できるよう技術的，専門的事項

について検討を行い，昭和５５年６月に「原子力発電所等周辺の防災対

策について」を取りまとめ，以後，順次改定してきた（平成１２年５月

の改訂以降「原子力施設等の防災対策について」と変更，以下「防災指

針」という。）（甲Ａ第３３号証，乙Ａ第７号証）。 

防災指針は，防災基本計画第１０編原子力災害対策編において，専門

的技術的事項について十分尊重されるものとして規定されており，国，

地方公共団体，事業者が，原子力防災に係る計画を策定する際，緊急時

における防護対策を実施する際等の指針として，原子力安全委員会が防

災対策に係る専門的・技術的事項について取りまとめたものである（甲

Ａ第３３号証1-1第３段落 1446頁）。 

防災指針は，ＪＣＯ事故等から得られた教訓や国際的な動向等の最新

の知見を反映し，改訂を行ってきたところであるが，今後も，防災対策

の内容が実効性の高いものになるよう検討を継続し，新たな知見等を積

極的に取り入れることにより，必要に応じ，防災指針の見直しを行って

いくものとされた（甲Ａ第３３号証1-1第５段落 1446頁）。 

また，防護対策の目的には，「被ばく集団における確率的影響の発生を

実行可能な範囲で低減すること」が掲げられた（甲Ａ第３３号証 1-3 

1447頁）。 

(3) 本件原発事故当時の定め 

ア 防災指針では，「安定ヨウ素剤予防服用に係る防護対策の指標」は，

全ての対象者（原則４０歳未満）に対し，一律に，放射性ヨウ素によ
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る小児甲状腺等価線量の予測線量6１００mSv を提案する。」とされて

いた【甲Ａ第３３号証5-3(2)（1471頁）】。 

イ 防災基本計画（乙Ａ第１号証）では，安定ヨウ素剤の予防服用につ

いて，次のとおり定められていた（276～277頁）。 

(ｱ) 地方公共団体は，原子力安全委員会が定めた指針を踏まえ，安定

ヨウ素剤の予防服用に係る防護対策の指標を超える放射性ヨウ素

の放出又はそのおそれがある場合には，直ちに服用対象の避難者等

が安定ヨウ素剤を服用できるよう，服用するべき時機の指示，その

他の必要な措置を講じるものとする。 

(ｲ) 国は，モニタリングの結果及びその評価に関する情報を把握し，

安定ヨウ素剤の予防服用に係る防護対策の指標を超える放射性ヨ

ウ素の放出又はそのおそれがあると認めるときは，該当する地域に

おいて安定ヨウ素剤を服用するべき時機を指示するものとする。 

ウ 福島県地域防災計画原子力災害対策編（丙Ａ第１号証）では，安定

ヨウ素剤の予防服用について，次のとおり定められていた（66～67頁） 

(ｱ) 県（現地本部）は，防災指針を踏まえ，安定ヨウ素剤の予防服用

に係る防護対策の指標を超える放射性ヨウ素の放出又はそのおそ

れがある場合には，直ちに服用対象者が安定ヨウ素剤を服用できる

よう準備を行うものとする。 

(ｲ) 県（現地本部）は，住民等の放射線防護のため，国の原子力災害

対策本部等より安定ヨウ素剤の予防服用の時機について指示があ

った場合又は知事の判断により，住民等に対し安定ヨウ素剤を配布

し，服用を指示するものとする。 

(ｳ) 安定ヨウ素剤予防服用に係る防災対策の指標は，防災指針に基づ

き，性別，年齢に関係なく，全ての対象者に対し，一律に放射性ヨ

ウ素による小児甲状腺等価線量の予測線量１００mSvとする。 

 
6 なんらかの対策を講じなければ個人が受けると予想される線量 
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(4) 原子力安全委員会 

原子力安全委員会が定める防災指針は，国が定める防災基本計画及び

地方公共団体が定める地域防災計画の指針になるものであるから，原子

力安全委員会は，被ばく被害に晒される個々の住民との関係で，住民に

おける確率的影響の発生を実行可能な範囲で低減するという防護対策の

目的を達するため，過去の原子力事故の教訓や，国際的な動向，最新の

科学的知見に基づいて適切な内容の防災指針を策定する職務上の義務が

あったというべきである。 

(5) 原子力災害対策本部長 

原子力災害対策本部長は，原子力被害に遭った個々の住民との関係で，

防災基本計画に基づき，モニタリングの結果及びその評価に関する情報

を把握し，小児甲状腺等価線量の予測線量が１００mSv を超えるおそれ

があると認めるときは，該当する地域において安定ヨウ素剤を服用する

べき時機を適切に指示する職務上の義務があったというべきである。 

(6) 被告福島県の防災会議の会長及び委員 

 被告福島県の防災会議の会長及び委員には，福島県民の生命，身体及

び財産を原子力災害から保護するため，適切な内容の防災計画を作成す

る職務上の義務があった。 

(7) 被告福島県の知事 

被告福島県の知事には，原子力被害に遭った個々の県民との関係で，

福島県地域防災計画に基づき，国の原子力災害対策本部等より安定ヨウ

素剤の予防服用の時機について指示がなくとも，地域防災計画に定めた

小児甲状腺等価線量の予測線量が１００mSv を超えるおそれがあると認

めるときは，自らの判断によって，県民に対し，安定ヨウ素剤を配布し，

服用を指示する職務上の義務があったというべきである。 

 

３ 原子力安全委員会の職務上の義務違反について 

(1) 原子力安全委員会が防災指針において，安定ヨウ素剤の投与指標を
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「小児甲状腺等価線量の予測線量１００mSv」と定めたのは，同委員会の

裁量を逸脱した違法行為である。その理由は，現実に住民に被ばく被害

が発生した場合，住民特に子供たちの生命や健康に重大な影響を与える

から，原子力安全委員会は，この投与指標として，過去の原子力事故の

教訓，国際的な動向，最新の科学的知見に基づいて適切な指標を定める

職務上の義務があるところ，上記定めは，過去の原子力事故の教訓に学

んでおらず，国際的な動向や最新の科学的知見にも基づいておらず，基

準設定の裁量権を逸脱しているというほかはないからである。 

(2) 過去の原子力事故の教訓 

      チェルノブイリ原発事故では，次の教訓が得られた。（甲Ｃ第６１号証

の１，２） 

ア チェルノブイリ原発事故からの放射性降下物の被ばくを受けた子ど

もに著しく多い数の甲状腺がんが発生した。ベラルーシの最も影響を

受けた地域では，年間発生率は事故前と比べて１００倍以上となった。

その原因は，事故で放出された放射性ヨウ素の被ばくを受けた結果で

ある。 

イ ポーランドでは，安定ヨウ素剤を，単回，１０００万人の子どもと

７００万人の成人に服用させたが，子どもに深刻な副作用はなく，生

後２日以内の新生児のうち０.３７％（１２人）に無血清チキロシンを

伴う一時的な血清甲状腺刺激ホルモンの増加がみられただけであり，

成人には２件の有害反応があったが，いずれもヨウ素アレルギーを持

つ人であった。単回のヨウ素からの深刻な副作用は，子ども１０００

万人に１人であり，成人では１００万人に１人であった。 

(3) 国際的な動向 

ＷＨＯは，１９９９年，チェルノブイリ原発事故による経験を踏まえ

て，安定ヨウ素剤の投与指標（回避線量）を，成人に対しては１００mGy

（甲状腺等価線量，本項において以下同じ，なお，甲状腺の関係で問題

になるのはヨウ素１３１であるから，１００mGy＝１００mSv である。）
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とするものの，１８歳までの小児に対しては１０mGy とするガイドライ

ンを発出し，各地域の甲状腺関連団体には，このガイドラインに沿った

基準設定を要請したところ，ラテンアメリカ甲状腺学会（ＬＡＴＳ），ア

ジア・オセアニア甲状腺協会（ＡＯＴＡ），ヨーロッパ甲状腺協会（ＥＴ

Ａ）は，これに従うことを明らかにした（甲Ｃ第６１号証の１，２）。 

これを受けて各国でも小児・児童に対する安定ヨウ素剤の投与指標を

見直す動きが強まり，原子力安全委員会原子力施設等防災専門部会が「原

子力災害時における安定ヨウ素剤予防服用の考え方について」と題する

報告（乙Ａ第１７号証）をまとめた２００２（平成１４）年４月時点に

おいて，小児・児童（国によって年齢は異なる。）に対する安定ヨウ素剤

投与指標をベルギーは１０mSvまで（ただし，０～１９歳），アメリカ（０

～１８歳），オーストラリア（０～１６歳），ドイツ（０～１２歳）はそ

れぞれ５０mSv まで下げて小児の被ばく防止に万全の配慮を尽していた

（乙第１７号証３０頁）。また，この時点でフランスとイギリスは，１０

０mSv に据え置いていたが，フランスは２００９（平成２１）年に乳児

について，また，イギリスは２０１０（平成２２）年に小児についてい

ずれも５０mSv に改めている（甲Ｃ第２４号証１８１頁）。したがって，

福島原発事故の時点で１００mSv という高い基準を維持していた原子力

発電推進国は，ほぼ日本だけという状況だった。 

(4) 科学的知見 

ア ＷＨＯが上記ガイドラインを発出したのは，チェルノブイリ原発事

故の経験に基づく最新の科学的知見を踏まえたものである。その上で，

ＷＨＯは，安定ヨウ素を摂取するリスクと利益のバランスを考慮し，

投与指標（ＷＨＯは「介入レベル」という概念を使っている。）を回避

線量１０mSvと定めたのである（甲Ｃ第６２号証の２の１４～１５頁）。 

イ また，ウクライナ医学アカデミー内分泌代謝研究所所長トロンコ教

授は，１９９９年に発表した論文（甲Ｂ第４６号証の１～３）で，チ

ェルノブイリ原発事故後のウクライナでは，甲状腺吸収線量（「甲状腺
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等価線量」と同じ数値となる。）が低い子ども達からも甲状腺がんが発

生している（１０mGy未満が１５.６％，１０～５０mGyが２０.６％，

５０mGy～１００mGyが１５.１％）ことを明らかにした。 

(5) 原子力安全委員会の判断が極めて不合理であること 

原子力安全委員会は，安定ヨウ素剤の投与指標の見直しが必要である

と考え，平成１３年７月，下部組織である原子力施設等防災専門部会に

「被ばく医療分科会」を設置し，その中に「ヨウ素剤検討会」を設けた。

検討会では，チェルノブイリ事故の際のポーランドにおけるヨウ素剤服

用の重要事実を熟知している山下俊一氏を含む５人の委員が選任され，

山下俊一氏を座長として平成１３年８月６日から平成１４年４月１２日

まで７回の会合で議論がなされた（乙Ｃ第１３号証の１～７）。ここでの

議論を踏まえて，原子力施設等防災専門部会は，平成１４年４月，「原子

力災害時における安定ヨウ素剤予防服用の考え方について」と題する報

告（乙Ａ第１７号証，以下「専門部会報告」という。）を公表し，この中

で，安定ヨウ素剤予防服用の指標を「４０歳未満の全ての対象者に対し，

放射性ヨウ素による小児甲状腺等価線量の予測線量１００mSv とする。」

（乙Ａ第１７号証２１頁）と結論づけた。そして，原子力安全委員会は，

専門部会報告の内容をそのまま防災指針に取り入れたのである。したが

って，専門部会報告の内容が不合理であれば，その報告内容をそのまま

防災指針に取り入れた原子力安全委員会の判断も不合理であるというこ

とになる。 

そこで，専門部会報告を検討すると，その内容は極めて不合理である。

以下，詳説する。 

ア 同報告は，介入レベルを定めるについて，不利益と利益の釣り合い

（「リスク・ベネフィットバランス」）を考慮するべきだとする。この

点は，ＷＨＯガイドラインも，上記のように同じ考え方を採用してい

る。専門部会報告は，参考資料Ⅲ（乙Ａ第１７号証３３～３６頁）に

おいてその計算をしているので，ＷＨＯガイドラインの考え方（甲Ｃ
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第６１号証の１，２）と比較してみる。 

イ 専門部会報告では，次の式を用い，Ｂが正の値となるときのＤの値

を求めるとされている。 

       Ｂ＝Ｙｏ－（Ｙ＋Ｒ＋Ｘ＋Ａｉ＋Ａｓ－Ｂｃ） 

Ｂ：あらゆる対策に関連する正味の便益 

Ｙｏ：対策を講じないことによる放射線の損害（ＤGy×（１Gy当

たりの甲状腺生涯リスク） 

Ｙ：対策を講じた場合に残存する放射線の損害 

Ｒ：防護対策を採ることにより生じる身体的リスク 

Ｘ：防護対策を実施するために必要な資源と努力 

Ａｉ：防護対策により生じる個人の不安と混乱 

Ａｓ：防護対策により生じる社会の混乱 

Ｂｃ：防護対策により得られる安心の便益 

そして，専門部会報告は，Ｙ，Ｘ，Ａｉ，Ａｓ，Ｂｃの値はいずれも０

としているから，上記の式は，次のとおり簡略化できることになる。 

Ｂ＝Ｙｏ－Ｒ 

要するに，ベネフィット（Ｙｏ）がリスク（Ｒ）よりも大きくなる線

量（Ｄ）を求めるということである。 

ウ Ｙｏのうち，甲状腺がん生涯リスクについて，専門部会報告は，チェ

ルノブイリ原発事故後の小児甲状腺がんのデータから，次の３つの数

値を採用している。 

      ① 7.5×10-3/Gy（ＩＣＲＰが Publ.60 で採用した甲状腺がんの過剰

リスク） 

      ② 1.2×10-2/Gy（Ron,E.らの報告による甲状腺がんの平均的過剰リ

スク） 

      ③ 6.5×10-3/Gy（Jacob,P.らの報告による甲状腺がんの平均過剰リ

スク） 

       これに対し，ＷＨＯガイドラインは，被ばくした児童の人生を通し
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ての癌のリスクである１％/Gy（すなわち，1.0×10-2/Gy）を採用して

いる（甲Ｃ第６１号証の２の１４頁）から，双方に顕著な差があるわ

けではない。 

エ 結論に大きな影響を与えたのは，「Ｒ」の値である。ＷＨＯガイドラ

インは，ポーランドにおいて１０００万人の子どもに安定ヨウ素剤を

服用させたが深刻な副作用がみられなかった経験から，安定ヨウ素の

単一投与からの深刻な副作用のリスクとして「10-7」を採用した（甲Ｃ

６１号証の２の７頁，１４頁）。これに対し，専門部会報告は，「成人

に対して軽度または中程度の症状を呈する副作用のリスク６×10-4 を

用いる。」（乙Ａ第１７号証３５頁）とした。10-7と６×10-4とでは，６

０００倍の違いがある。専門部会報告は，ＷＨＯガイドラインよりも

副作用のリスクを６０００倍も重視したことになる。なお，ＷＨＯは，

リスク・ベネフィットバランス計算だけでは，介入レベルは，１０mSv

よりもはるかに低くなるが，一般の介入レベル（１００mSv）の１０分

の１にしておくべきとの配慮により，１８歳までの小児に対する介入

レベルを，１０mSv と定めた（甲Ｃ第６１号証の２の１４～１５頁）。 

オ この「６×10-4」という数値は，ＩＡＥＡのＳＳ－１０９「原子力ま

たは緊急事態における介入基準」に出てくる数値である。ここでＩＡ

ＥＡは，チェルノブイリ原発事故後のポーランドで安定ヨウ素剤を服

用させたデータから，「成人に重篤な副作用が発生する確率は４×１

０-7，軽度から中程度の副作用が発生する確率は６×１０-4 であり，安

定ヨウ素剤を服用した若年者については重篤な副作用は報告されてい

ない。」としている【乙Ａ第１７号証4-4（７頁），甲Ｃ第１３８号証の

１，２】。安定ヨウ素剤の副作用リスクについて，ＷＨＯは，「１００

０万人の子どもに悪影響は報告されなかった」事実から「10-7」とし，

専門部会報告は，「成人の軽度から中程度の影響である６×１０-4」を

採用したのである。 

カ 各国がＷＨＯの勧告（その前提となったポーランドのデータ）を踏
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まえ，小児・児童の安定ヨウ素剤投与指標を成人とは別基準とし，よ

り低い等価線量に変更したのに対し，日本だけは，統一指標を維持し

た。その理由について，山下俊一氏は，「介入レベルを二重に設定して

おくのは現場での混乱を招くだけであり，余り実効性がないのではな

いか。やはり，介入レベルというのは１点にしておいた方が現場の混

乱は少ない。」と説明している（乙Ｃ第１３号証の２の９頁下から２行

目～１０頁２行目）。この考え方にそれなりの合理性があることは否定

しない。しかし，統一指標にするのであれば，より弱い者に，すなわ

ち小児・児童に対する指標に全体を統一させるのでなければならない。

山下俊一氏自身も，上記説明部分に続いて，「もし，小児が介入レベル

の対象になるのであれば，一番弱者に介入レベルを設定するのが本筋

であろうという議論がまず第１です。」と述べている（乙Ｃ第１３号証

の２の１０頁２～３行目）。 

一番弱者である小児に介入レベル（投与指標）を設定するのであれ

ば，小児についてのリスク・ベネフィット・バランスを計算しなけれ

ばならない。ところが，専門部会報告は，リスク・ベネフィットバラ

ンス計算をするに当たり，副作用リスクを，小児の副作用リスク（10-

7）ではなく，その６０００倍である成人の軽度から中程度の副作用リ

スク（６×１０-4）を採用した。その結果，前者を採用すれば，安定ヨ

ウ素剤の投与指標が１０mSv よりもはるかに小さな値になるはずであ

ったのに，１００mSv としてしまったのである。すなわち，成人を小

児に合わせるのでなく，小児を成人に合わせてしまったのである。こ

のようにして，専門部会報告は，一見，過去の原発事故の教訓を踏ま

えているようで，実質的には踏まえておらず，国際的な動向に背を向

け，一見，科学的知見を踏まえているようで，実質的にはこれを捻じ

曲げて，安定ヨウ素剤の投与指標を，対象者一律に「小児甲状腺等価

線量の予測線量１００mSv」という結論を出した。 

この結論が不合理であることは明白である。 
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(5) なお，本訴において被告国は，専門部会報告は，「リスク・ベネフィ

ット・バランス」の考え方に従って安定ヨウ素剤の服用における防護上

の介入レベルが試算され，小児甲状腺等価線量１００mSv という結論が

導かれた旨主張している（被告国準備書面(3)３３～３４頁）が，上記の

ように，ＷＨＯガイドラインも「リスク・ベネフィット・バランス」の

考え方に従っているのであって，上記主張は意味を持たない。 

また，被告国は，「ＷＨＯガイドラインは，チェルノブイリ原発事故の

現場周辺の住民データには，とりわけ線量評価に関し，線量計測方法や

評価方法の妥当性等について疑問があると考えられており，さらには，

被災地域のヨウ素欠乏状況などからチェルノブイリ事故後の周辺小児の

甲状腺がんの増加が甲状腺内部又は外部の被ばくによるものか否か明ら

かでない，などという批判がされていた。」と述べ（被告国準備書面(3)

３５～３６頁），専門部会がＷＨＯガイドラインに従わなかった理由がこ

れらの点にあるかのような主張をするが，上記(4)のように，専門部会報

告も，リスク・ベネフィット・バランスの試算において，チェルノブイ

リ原発事故を踏まえた甲状腺がん生涯リスクについて，ＷＨＯガイドラ

インと同等な値を採用していて，被告国が主張する点は，専門部会報告

の結論に何ら影響を与えていない。  

(6) ＷＨＯガイドラインは，原発のシビアアクシデントが起こった場合，

子ども達に一般的な介入レベルである１００mGy を適用すると，子ども

１００万人当たり甲状腺がんの発生数が年間２０人～５０人になる可能

性があるが，１０ｍGyを適用すると，年間２～５人に止めることができ

ると述べている（甲Ｃ第６１号証の１の4.2の第２段落，翻訳は甲Ｃ第

６１号証の３）。この警告を無視して子どもたちに対する安定ヨウ素剤投

与指標１００mSv を維持した原子力安全委員会は，原発の過酷事故が起

こった場合，年間２０人～５０人の子ども達を見捨てるという判断をし

たと言ってよい。 

(7) 以上のとおりであって，不合理な専門部会報告の結論をそのまま採用
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した原子力安全委員会作成にかかる防災指針は，過去の原発事故の教訓

を踏まえず，国際的動向に背を向け，最新の科学的知見を捻じ曲げ，不

合理な立論によって出されたものである。行政庁が行政指針を定めるに

ついて，一定の裁量の幅は認められるべきであるが，防災指針のうち安

定ヨウ素剤の投与指標の部分については，原子力安全委員会の裁量の幅

を明らかに逸脱しているというべきであって，これを定めた原子力安全

委員会の行為は，違法である。 

 

４ 原子力災害対策本部長の職務上の義務違反について 

(1) 原子力災害対策本部長は，平成２３年３月１５日午前零時までに，そ

うでないとしても，同日午前７時までには，福島県全域の地方公共団体

の長に対し，直ちに住民に対して安定ヨウ素剤を服用させる旨の指示を

出す職務上の義務があったのに，その義務を怠り，指示を出さなかった。 

(2) 安定ヨウ素剤は，放射性ヨウ素が体内摂取される前２４時間以内又は

直後に服用することにより，放射性ヨウ素の甲状腺への集積の９０％以

上を抑制することができる（乙Ａ第１７号証５頁末尾３行）。防災指針が，

安定ヨウ素剤の投与指標を「予測線量」としたことは正しい。予測され

る段階，すなわち被ばくの前に投与指示を出さなければ，間に合わない

のである。 

(3) 福島県内の大気が最も激しく放射能で汚染されたのは平成２３年３

月１５日であり，その原因は福島第一原発２号機の格納容器破損である

とされている。そこで，福島県民の大量の被ばくがどの時点で予測され

たかを検討する。 

ア 平成２３年３月１２日１５時３６分，１号機が爆発し，同月１４日

１１時０１分，３号機が爆発した。 

イ 平成２３年３月１４日１７時１７分，２号機の原子炉水位がＴＡＦ
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7に到達し（甲Ｃ第１３９号証の１），１８時２２分にはＴＡＦから－

３７０cmに達し，燃料全部が露出したと判断された（甲Ｃ第１３９号

証の２）。同日２１時ころ，ドライウェル8圧力と原子炉圧力容器圧力

がほぼ同じ値になった。このことは原子炉圧力容器の破損を示してい

た（甲Ｄ第８号証の６の175頁）。同日２１時３７分には福島第一原発

敷地境界で空間線量５００μSv/時を超えた（甲Ｃ第１３９号証の３）。

同日２２時５０分にはドライウェル圧力が設計圧力を超え，いつ格納

容器が爆発しても不思議ではない状況に至った（甲Ｃ第１３９号証の

４）。同原発吉田昌郎所長は，ベントを実施して格納容器圧力を下げよ

うとしたが，成功せず，減圧できなかった。（甲Ｃ第１３９号証の５） 

ウ 東京電力本社では，２号機の状況から危機感を抱き，３月１４日１

９時２８分ころから，福島第一原発サイトからの撤退の検討を始めた。

３月１５日未明，東京電力清水社長は，官邸に対し，撤退もありうる

旨を連絡した（甲Ｃ第１４２号証）。菅直人内閣総理大臣は，同日午前

４時ころ，清水社長を官邸に呼び，全員撤退は有り得ないとの意向を

示した。次いで同日午前５時３０分ころ，菅総理は東電本社に乗り込

み，自らを本部長とする統合対策本部の立上げを宣言した。（甲Ｃ第１

４０号証） 

エ 福島第一原発現場では，２号機格納容器の爆発による大事故が一刻

一刻と迫っていた。吉田所長は，「チャイナシンドロームになってしま

う。」と考え，「東日本壊滅」をイメージしていた（甲Ｃ第１４０号証

158頁）。 

オ ３月１５日午前６時～６時１０分ころ，４号機原子炉建屋で爆発が

発生した。同じころ，２号機においても大きな衝撃音がした（甲Ｃ第

１３９号証の６）。その後，２号機のドライウェル圧力と原子炉圧力は

 
7 有効燃料棒頂部 
8 原子炉格納容器のうち圧力抑制プール以外の部分 
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急低下した（甲Ｄ第８号証の６の176頁）。このことは，ドライウェル

のどこかに比較的大きな破損が発生したことを示している。しかし，

結果的に，２号機は，幸運にも，吉田所長が恐れたような東日本壊滅

をもたらすほど決定的には壊れなかった。その理由は今でもわかって

いない。（甲Ｃ第１４０号証159頁） 

カ とはいえ，２号機の格納容器破損は，一連の福島第一原子力発電所

事故において最も大量の放射性物質を環境中に放出した。３月１５日

以降，２号機から放出された放射性物質は，福島県全域及びその周辺

県を高度に汚染した。環境放射能測定値は，福島市では，３月１５日

１５時には0.08μSv/時だったのが，１７時には一気に20.26μSv/時

に上昇した。郡山市では，同日１３時には 0.08μSv/時だったのが，

１５時には 3.58μSv/時に上昇した9。いわき市では，同日０時には

0.57μSv/時だったのが，４時には 23.72μSv/時に上昇した。会津若

松市では，１３時には0.06μSv/時だったのが，２０時には1.18μSv/

時に上昇した。（丙Ｃ第１号証第４報） 

(4) 以上のように，３月１２日の１号機爆発に続いて３月１４日には３号

機も爆発し，同日夜には２号機が危機的な状況に陥っていた。そして，

曲がりなりにもベントが成功した１号機，３号機と異なり，２号機はベ

ントが出来なかったから，爆発はより強大なものになることが予想され

た。吉田所長が「東日本壊滅」と考え，東電本社が撤退を検討した所以

である。 

(5) そのような状況の中，安定ヨウ素剤を服用するべき時機を適切に指示

する職務上の義務を負っていた原子力災害対策本部長は，上記(3)に記載

した刻々と進展する状況について吉田所長からその都度報告を受けて把

 
9  なお，この数値は福島市と比較すると低いが，その原因は，３月１４日１０時から県中合

同庁舎３階を測定場所としたからである。３月２４日１９時から郡山合同庁舎東側駐車場に

測定場所を変更したが，その後は郡山市の値も福島市の値とそん色のない値になっている

（丙第１号証第２１８報以後）から，郡山市においても，当初から地表近くで測定していれ

ば，福島市とそん色のない値を計測していたと考えられる。 
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握していた（甲Ｃ第１３９号証の１～７）のであるから，３月１５日午

前０時までには，２号機の爆発による小児甲状腺等価線量１００mSv の

被ばくを予測して，県内全域の住民，とりわけ子どもたちに安定ヨウ素

剤の服用を指示すべき職務上の義務があったというべきであり，仮にそ

うでないとしても，２号機が爆発した同日午前６時過ぎまでには，同様

の指示を発すべき職務上の義務があったというべきである。 

(6) 最近明らかにされた福島県立医大における議事録によると，３月１６

日には，「甲状腺がんが怖いが，製剤を全県民に配るのは不可能。長時間

外にいる場合，ヨード剤を飲む必要があるが，そのシステムはまだでき

ていない。」「製剤がない薬局に配布することを県で考えている。」「２０

歳未満は絶対に服用するように。」「子どもを守るため，対応マニュアル

を作り，県内の薬局に配布したい。各薬局に相談するよう，テレビのテ

ロップに流す予定。」等の議論が行われていたことがわかる（甲Ｂ第１５

０号証）。医療の現場では，このような認識であったのに，原子力災害対

策本部長は，子ども達に安定ヨウ素剤を服用させる旨の判断をしなかっ

た。 

(7) 結果として安定ヨウ素剤を服用する機会が与えられなかった県内子

ども原告らは，甲状腺にどの程度の被ばくをしたのか分かっておらず，

不安は尽きない。 

被告国や同福島県は，被ばく初期に必要な被ばく量の測定をしておら

ず，事故後２週間以上を経てからわずか１０８０人の児童に対して甲状

腺スクリーニング検査をしただけであった。この検査の問題点について

は，甲Ｃ第６号証，同第４２号証が的確に指摘している。被告国は，甲

状腺等価線量１００mSv を超える事例はなかったかのような説明をする

が，被告福島県が，避難者のスクリーニングレベルを原子力安全委員会

が指示した１万３０００cpm から１０万 cpm に引き上げたのは，１万３

０００cpm を超える避難者が多数存在し，収拾がつかなかったからであ

る。そもそも１万３０００cpmは，小児甲状腺等価線量１００mSvに相当
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する値として定められたものなのである（原告ら準備書面(5)１８頁，郷

地秀夫証人調書（１回目）３頁，４頁）から，むしろ，甲状腺等価線量

１００mSv を超える被ばくをした者が多数存在したと考えるのが合理的

である。 

      平成２３年３月２３日になって原子力安全委員会から公表された

SPEEDIの試算結果（甲Ｃ第６３号証）によっても，一日中屋外で過ごす

という仮定の下の試算ではあるが，１歳児の甲状腺等価線量が１００mSv

を超えた地域が広範に拡がっていたことも参照されるべきである。 

(8) とりわけ，原告番号２８－１の場合，次の事情があるから，その不安

が深刻である。 

ア 原告番号２８－１は，浪江町津島地区に居住していた。津島地区は，

福島第一原発から約２８㎞離れているため，避難指示は出ておらず，

２０１１年３月１５日に政府によって屋内退避が指示され，後に計画

的避難地域に指定された。しかし，浪江町は，３月１５日に全町避難

が決定され，原告２８－１は，母及び祖父母とともに茨城県の親せき

を頼って避難した。後に，津島地区は大変な被ばくをしていることが

判明し，帰還困難地域に指定された。 

イ 同じ３月１５日，津島地区から二本松市に避難した菅野みずえは，

スクリーニングを受けたところ，１０万cpmを振り切った。（甲Ｃ第１

４１号証）。 

ウ 上記のように，スクリーニングの基準値が１万３０００cpm とされ

ていたのは，それが安定ヨウ素剤投与指標である甲状腺等価線量１０

０mSv に相当するからであった。単純計算すれば，菅野みずえは，少

なくとも甲状腺等価線量約７７０mSv の被ばくをしていたことになる

10。 

 
10 なお，甲Ｃ第４２号証１６頁では，日立アロカメディカル性ＴＧＳ－１４６型のサーベイメ

ータを使用した場合，１０万ｃｐｍは，１歳児甲状腺等価線量８９０mSvに相当すると説明

されている。 
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【計算式 １００mSv×100000cpm/13000cpm＝769.2mSv】 

原告番号２８－１は，避難先として親せき宅を頼ったためスクリー

ニングを受けていないが，菅野みずえと同じ場所にいたのだから，防

災指針，防災基本計画，福島県地域防災計画が定める安定ヨウ素剤投

与指標１００mSvを遥かに超える被ばくをした可能性が高い。しかし，

安定ヨウ素剤の服用の機会は与えられなかったのである。 

 

５ 福島県防災会議の会長及び委員の職務上の義務違反について 

(1) 原告らは，被告福島県の防災会議の会長及び委員には，防災指針に拘

泥せず，住民防護のために適切な安定ヨウ素剤投与指標を定める職務上

の義務があったと主張した（原告ら準備書面(5)２３頁）のに対し，被告

福島県は，「災害対策基本法第４条によれば，防災に関する計画を作成す

る責務を有するのは都道府県であるから，福島県地域防災計画の作成・・・

義務を負うのは被告福島県であり，福島県防災会議会長及び委員ではな

く，福島県防災会議会長及び委員は，原告らが主張する職務上の義務を

負うものではない。」と主張する（被告福島県準備書面(4)７頁）。 

      しかし，防災に関する計画は，法主体としての福島県が作成する「責

務」を負い，その権限が，「福島県防災会議」という機関に法律をもって

委ねられている（災害対策基本法第１４条第２項）のであるから，その

機関の構成員に適切な計画を策定する職務上の義務があることは当然で

ある。 

(2) 福島県防災会議の会長及び委員の職務上の義務違反に関するその余

の主張は，原告ら準備書面(5)の２３頁に記載のとおりである。 

 

６ 福島県知事の安定ヨウ素剤の服用を指示する職務上の義務違反につい

て 

(1) 福島県知事の安定ヨウ素剤の服用を指示する職務上の義務違反につい

ての原告らの主張は，原告ら準備書面(5)の２３～２５頁に記載のとおり
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である。 

(2) これに対する被告県の主張は，「被告国によって２０km 圏外では配

布・服用の必要なしとの明確な判断がなされている中で，被告福島県が

独自に服用指示を出すべき理由はなかった」というものであり，これに

尽きている（被告福島県準備書面(4)８頁１２～１３行目，９頁１７～１

８行目，１０頁１２～１３行目，１１頁８～９行目）。 

(3) 被告県の上記主張は，自らが作成した福島県地域防災計画（甲Ａ第３

４号証）第３の１０(4)イ（６７頁）において，国の判断とは別に，知事

の判断によって安定ヨウ素剤の服用を指示する権限が与えられるととも

に，指示を出すことが羈束されている（「指示することができる。」では

なく「指示するものとする。」との表現は，そのように解するべきである。）

ことを無視するものである。被告県の主張は，１９９０年代後半から一

貫した流れとなっている地方分権推進（国と県の関係を対等・協力もの

とし，地域住民の福祉の向上を図る）の理念を失わせるものである。 

(4) しかも，被告福島県の対応は，矛盾に満ちている。福島県は，２０１

１年３月１２日からスクリーニングを開始し，小児甲状腺等価線量１０

０mSv に相当する１万３０００cpm を超える被災者が続出していること

を把握していた。そうであれば，防災指針に照らしても，福島県地域防

災計画に照らしても，１万３０００cpm を超えた被災者に対しては，安

定ヨウ素剤を服用させなければならなかったはずである。その後，福島

県は，スクリーニングレベルを１０万cpmに引きあげた（被告福島県は，

スクリーニングレベルの引き上げではなく，除染方法について，１万３

０００cpm から１０万 cpm の被災者について部分除染に止める旨の除染

方法の変更だと主張している。被告福島県準備書面(4)９頁４頁）。スク

リーニングレベルの引き上げであれ，除染方法の変更であれ，１万３０

００cpm を超えた被災者に対しては安定ヨウ素剤を服用させる義務があ

ったはずである。しかし，被告福島県は，この義務を怠った。被告福島

県の公表でも，１万３０００cpm を超えた被災者は１００４人も存在し
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たのである【１万３０００cpm～１０万cpmが９０２人（甲Ｃ第２３号証

３０６頁では９０１人であるが，被告福島県は，準備書面(4)９頁で９０

２人であることを明らかにした。），１０万cpm以上が１０２人，甲Ｃ第

２３号証３０６頁】。 

(5) 他方，福島県は，国からの指示がないのに，３月１５日，福島県立医

大のスタッフに服用させるため，同医大に安定ヨウ素剤４０００錠を送

付した（甲Ｃ第５号証の３）。そのころ，福島県立医大では，自分たちが

服用するだけでなく，県内の子ども達に安定ヨウ素剤を服用させなけれ

ばならないというのは支配的な認識だった（甲Ｂ第１５０号証）。 

しかし，福島県は，福島県立医大や県薬剤師会長らからの福島県民へ

の安定ヨウ素剤配布の再三の要請は，最後まで拒否した（甲Ｃ１０５の

１の 88～８９頁）。彼らは，配布の準備を万端整えた上で，県の許可を

要請したのである。許可さえあれば，いつでも配布できる態勢を整えて

いたのである。この拒否に対し，涙を流す医師が存在したことが克明に

記録されている。 

      このような被告福島県の支離滅裂な対応が，被告国の指示に従ったも

のなのか，独自の判断かは不明である。しかし，被告県のこのような対

応は，県民の信頼を一挙に失わせた。 

(6) 甲Ｃ第 105 号証の１の 85 頁以下が明らかにしているとおり，福島県

医大や福島県薬剤師会等は３月１２日以降，県民にヨウ素剤を配布する

必要性を強く意識し，その準備を進め，その旨の上申を被告県に何度も

したが，県は肯ぜず，同月１８日になると，長崎大学から派遣された山

下医師がヨウ素剤配布の必要性を否定した結果，関係者が苦心惨憺して

集めたヨウ素剤は，医大関係者に配布されただけに終わった。パニック

（行政の混乱）回避だけを意図した住民無視の姿勢は，コロナ感染症に

おけるＰＣＲ検査制限と通底している。 

(7) 山下医師は，３月１８日には「県立医大職員や家族に安定ヨウ素剤は

いますぐ飲む必要はない」旨の講演し（証人調書２３４項），３月１９日
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には被告県の放射線管理健康アドバイザーに就任し，３月２１日は「安

定ヨウ素剤の服用はもう時期を失している」旨の記者会見をしている(証

人調書５９)。上記のとおり，山下医師は安定ヨウ素剤服用基準の国際的

な見直し動向に背き，不合理な基準を維持した検討会の座長を務めてい

た。山下医師の時と場所で巧みに言葉を操り，被ばくリスクを過少化す

る所為は枚挙にいとまがない。 

 

第３ 学校再開問題 

１ 被告福島県が学校再開を主導したこと 

(1) 被告福島県が学校再開を決めたこと（市町村教育委員会に対して当面

見合わせるよう指導をしなかったこと） 

ア 本原告による福島市教育委員会への問い合わせがあったこと 

原告らは，原告番号７０－３番の原告（以下「本原告」という。）が，

被告福島市に対してこのまま新学期を始めて大丈夫なのかを架電して

問い合わせたこと，それに対して，被告福島市の始業式の予定は４月

６日であるところ，上記問い合わせに対応した教育委員会の担当者は，

始業式は未定であり，現在は，校舎の損壊調査と避難児童の希望調査

をしていると回答したこと等を主張した（以下「本事実」という。原

告ら準備書面(42)。 

この点，被告福島市は，本事実は，自らの行為を含む内容の事実で

あるにも関わらず，原告ら準備書面(42)が提出された２０１７年１０

月１８日以降，この点についての認否を行わず，原告らの上記主張に

かかる事実について明らかに争わない。 

本事実は，自らの行為を含む内容の事実であるから，被告福島市の

認否としては，認めるか，あるいは否認しかないところ，否認するの

であれば，その理由が必要である。 

然るに，被告福島市においては，積極否認の理由付けにあたる事実

についても主張がないのであるから，弁論の全趣旨によっても争った
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ものとは認められない。 

よって，本事実については，自白の擬制が成立している。 

この点は，被告福島市が被告福島県の主張を援用しているとしても

同様である。すなわち，被告福島県は本事実について「不知」と認否

するところ，本事実は被告福島市が問い合わせに「対応した」という

内容を含むものであり，被告福島市としては，認否として認めるか，

否認しかない。 

そして，被告福島市が，「不知」としたまま，否認の理由に該当する

事実の主張もしないのであれば，やはり明らかに争わないものとして

扱われるべきである。 

イ 本原告による学校のサンプリング調査について被告福島県が無視し

て何らの措置を講じなかったこと 

       原告らは，準備書面(42)第２「３ 本原告による被告福島県への報

告」において，①学校の土壌サンプリング調査の結果，場所によって

は１０８．８μSv/時という極めて高い線量が測定された結果をまとめ

た「福島県内小学校校庭の放射線量『地表面サンプリング調査』のご

報告」と題するレポート（「本件報告」。甲Ｆ７０の１・別紙２）を被

告福島県に提出したこと，②被告福島県に対し，本件報告の内容を早

急に検証し，市町村に指導することを強く求めたこと（甲Ｃ６９・１

２頁）を，それぞれ主張した。 

被告福島県は，①の事実については認めたものの，②を含むその余

については，不知と認否した（被告福島県準備書面(12)第２，３項）。 

②は，そもそも被告福島県が対応を「求められた」という事実であ

るから，「不知」という認否はあり得ない。 

仮に否認するのであれば，理由の説明が必要であるが，かかる否認

の理由となるような事実の主張も被告福島県は行っていない。 

したがって，上記②の事実についての被告福島県の「不知」という

認否からは，明らかに事実を争わないものとして自白の擬制が認めら
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れるべきである。 

つまり，対応を「求められた」被告福島県が，本原告による本件報

告に基づく強い要請を特段の理由なく放置したという事実が認定され

るべきこととなる。 

ウ 被告福島県が学校の汚染状況について無関心であったこと 

       被告福島県は，学校における放射線モニタリングを実施したこと，

その結果を数値のみホームページで掲載し，数値の評価についての記

載が当該ホームページに掲載されなかった事実を認めた。 

 ところが，その余の主張をまとめて争うと認否した（被告福島県準

備書面(12)第２，４項）。 

しかし，原告らは，①調査対象の７６パーセントに相当する学校に

おいて，年換算で放射線管理区域に相当する線量であったこと，及び

②全体の２０パーセントを超える学校において，個別被ばく管理が必

要となる線量であったことを主張したのである。これは被告福島県が

ホームページに掲載したデータの法的位置づけを明らかにするという

意味で，評価に関する主張である。しかし，かかる評価は，原告らの

独自解釈ではなく，法令に基づいて一義的に認められるものである。 

したがって，被告福島県が「争う」とのみ認否し，当該数値が放射

線管理区域相当ないし個別被ばく管理相当でなかったことの合理的な

説明を行わないという態度は極めて不当である。 

例えて言えば，人にナイフを突き刺して死に至らしめた行為につい

て，原告から，「被告がナイフを突き刺して殺人罪を犯した」と主張し，

これに対し，被告が「ナイフを突き刺したことは認めるが，殺人罪に

該当するかは争う。」と認否したものの，殺人罪という評価にあたらな

い合理的な理由（正当防衛で違法性が欠ける，あるいは，心神喪失に

よって責任能力が欠如している等）を述べないようなものである。 

加えて，かかる認否からは，被告福島県が学校の汚染状況について

全く無関心であったことも認定されるべきである。 
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エ 被告福島県による県立高等学校の始業日等についての通知によって，

県下の各自治体が始業日変更をしなかったこと 

(ｱ) 本件通知が始業日の不変更に及ぼした影響について 

        被告福島県の教育委員会教育長は，平成２３年３月２９日の時点

で，県下の各教育事務所長らにあてて，「県立高等学校の始業日等に

ついて（通知）」と題する書面を発出した（以下「本件通知」という。

甲Ｃ７０）。 

各自治体は，被告福島県からの「始業能わず」との指示がないこ

とから，始業日を変更しなかったものであり，本件通知が４月８日

からの始業に決定的な役割を果たしたのである。 

被告福島県は，本件通知が県下の学校における始業日に決定的な

役割を果たしたとの主張を争うが，そもそも，当該事実は，法的評

価に関する主張ではなく，事実の主張であるから，「争う」との認否

自体が不適切である。 

そして，被告福島県以外の被告自治体は，始業日を維持した理由

について，明確な説明を拒んでいるのであり，明らかに争わないも

のというべきであり，自白が擬制されるべきである。 

また，被告福島県は，本件通知（甲Ｃ７０号証）が，各市町村教

育委員会に対し，各市町村立小中学校の始業日について方針を示し

たものでないとするが，これは事実に反する。 

すなわち，本件通知（甲Ｃ７０号証）には，名宛て人に教育事務

所が含まれているところ，教育事務所の行う事務には，市町村立教

育委員会に関すること及び市町村立学校の設置，廃止，組織編制及

び管理運営に係る指導及び助言に関することが含まれる（福島県教

育長組織規則第１４条３項において規定される学校教育課の行う

事務のうち第８号及び第９号）。 

すなわち，県全体で統一して行わなければならない学校行政につ

いては，教育事務所を通じて調整を図ることとされており，市町村
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教育委員会に対して教育事務所はその窓口となっているのである。 

したがって，教育事務所が名宛て人となっていることは，被告福

島県の教育長が，市町村立学校において同様の措置が講じることを

意図していたことを意味する。 

そうでなければ，県立高校の始業日等について，わざわざ教育事

務所が名宛て人となる必要性は皆無である。蓋し，教育事務所の取

り扱う事務には，県教育委員会に関すること及び県立学校の管理運

営に係る指導及び助言は含まれないからである。 

確かに県教育長が市町村立学校の始業日を直接に決定する権限

を有するものではないが，県下で統一して行わなければならない学

校行政に関する事項は，教育事務所を通じて，調整されるのである。 

この点，県下の市町村は，事故による放射能汚染という事態にお

いて，どのように学校再開をすべきかという情報を持ち得ず，また，

被告福島県と異なり被告国と直接のパイプも有していなかったこ

とは明らかである。県下の市町村が独自に事故後の汚染状況におい

て，学校再開を判断するだけの知識も能力もなかった状況は容易に

推認されるべき事柄である。 

このような状況下において，被告福島県が本件通知によって県立

高等学校の始業日を通知すれば，県下の市町村教育委員会には，本

件通知と異なる始業日を選択する余地はなかった。 

事故の影響に関する情報が被告福島県に偏在する状況下におい

て，被告福島県が本件通知に基づいて教育事務所に「調整」をさせ

れば，被告福島県と異なる判断を各市町村教育委員会の教育長が行

うことはおよそ不可能であり，結局，各市町村教育委員会の教育長

は被告福島県教育委員会の教育長からの本件通知に従うほかなか

ったのである。 

(ｲ) 被告福島県が各市町村立の小中学校の再開時期について把握し

ていたこと 
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        原告らは，準備書面(5)第３の９項において，被告福島県に対し，

県内市町村で，小・中学校，特別支援学校が再開した日を市町村ご

とに明らかにするよう求めた（同項(2)①）。 

これに対し，被告福島県は，「学校再開の可否は学校設置者である

各市町村長教育委員会の判断によるものであり，被告福島県として

各市町村立の小中学校の再開時期について把握していない」と回答

した（被告福島県準備書面(4)第３の９項(2)①）。 

しかし，かかる回答は明らかに事実に反するものである。上記の

通り，県下で統一して行わなければならない学校行政に関する事項

は，教育事務所を通じて，調整されるものであるところ，被告福島

県は，わざわざ県立学校の始業日について各教育事務所に対して，

本件通知（甲Ｃ７０号証）を発出していた。 

したがって，被告福島県において県下の市町村立学校の始業日を

調整する意図があったことは明らかであり，市町村教育委員会との

調整の事務を執り行った各教育事務所において市町村立学校の始

業日を把握しなかったというのは，およそあり得ない事態である。 

よって，被告福島県が各市町村立の小中学校の再開時期について

把握していたと認められるべきである。 

(2) 被告国が文科省通知によって学校再開を追認したこと 

ア 学校再開は文科省により黙示または明示に指示されたこと 

    ４月１９日通知（甲Ｂ２号証）が地方自治法２４５条の４，地方教

育行政の組織及び運営に関する法律（以下「法」という。）４８条１項

に基づいてなされたものであることについては，争いがない。 

４月１９日通知が発出された経緯は，原告準備書面⑸第３，５項に

記載されたとおりである。なお，原告らは証拠（国会事故調「4.4.4. 

学校再開問題」甲Ｃ第２８号証）に基づいて，かかる経緯についての

事実の主張を行ったところ，被告らはいずれも国会事故調にかかる記

載があることを認め，かつ，自らの行為が含まれる各事実について明
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らかに争わなかったのであるから，自白の擬制により，当該事実につ

いては，すべて事実であると認定されるべきである（なお，進行協議

において，原告ら代理人から当該主張は「国会事故調における記載の

存在」ではなく，「国会事故調における記載において指摘された事実の

存在」についての主張であるから，後者の観点から認否を行うよう求

めたにも関わらず，その後，被告らが認否の方法を変えなかったこと

を付言しておく）。 

国会事故調によって明らかになったとおり，本件事故当時，学校再

開について被告福島県が検討していたものの，その判断基準の設定は

文科省が担当することとなっていた。 

そうした中で，平成２３年４月９日頃，文科省は検討論点を学校再

開の時期から，学校再開を前提とした校舎・校庭等の利用判断基準の

数値へと変更したとされる。言いかえれば，４月９日までは文科省は

学校再開の基準をまだ策定できていない状態であった。 

ところが，被告福島県は，学校再開の判断基準が文科省によって策

定されていないにもかかわらず，平成２３年３月２９日，県立高校の

始業日について本件通知（甲Ｃ７０号証）を発出し，教育事務長を通

じて，市町村教育委員会に学校再開を求めたのである。 

文科省が学校再開の基準を設定するよりも前に被告福島県が本件

通知（甲Ｃ７０号証）を発出したのは，文科省において黙示または明

示に学校の再開について指示があったものと言わざるを得ない。 

イ 被告福島県らが文科省指示に従わざるを得なかったこと 

被告らは，都道府県教育委員会及び市町村教育委員会が，事実上，

４月１９日通知に従わざるをえなかったことを争うが，これは失当で

ある。４月１９日通知にも，また，それより以前にあった黙示または

明示の学校再開の指示の何れについても，被告福島県らは従わざるを

得なかった。 

被告福島県ら自治体が，独自に学校再開の時期を判断するだけの放
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射線防護対策に関する知見はなかったと考えるのが相当だからであり，

そうであるからこそ，学校再開の判断基準の設定は文科省が担当する

こととなっていたからである。 

すなわち，文科省は，４月１９日通知を発出する前，原子力安全委

員会に助言依頼を行い，また，放射線医学総合研究所に内部被ばくの

影響割合について相談をしている（この経緯については，原告準備書

面（７３）５２頁以下）。 

このように学校再開について事故の影響を見極めるには相当高度

な放射性物質にかかる知見が求められるのであり，こうした国レベル

の外部専門家にアクセスできるのは，文科省（国）以外にはあり得な

い。 

ウ 学校再開が文科省により事後的に追認されものであること 

       ４月１９日通知は，学校の再開を前提とした学校の校舎・校庭等の

利用判断基準を示したものであるから，文科省は，被告福島県らによ

る学校再開を事後的に追認したものと認められる。 

(3) 高校の合格発表を予定どおり屋外でしたこと 

      福島県下の県立高校のⅡ期選抜関係の日程は変更され，中通り及び会

津では平成２３年３月１６日，浜通りでは同月２２日にそれぞれ合格者

発表が行われた（甲Ｃ１４６号証 ２７４頁）。 

驚くべきことにこの合格者発表は屋外で実施された（この点は，各原

告の陳述書に詳しい）。 

平成２３年３月１５日には，本件事故で最も大量の放射性物質が環境

中に放出され，県下でも空間線量の急上昇が認められていたにも関わら

ず，被告福島県は，県立高校の合格者発表時期について変更することは

なく，かつ，漫然と屋外での合格者発表を実施した。 

 

２ 本件通知等や高校合格者発表を屋外実施したことが違法であること 

(1) 公衆被ばく線量限度を超える被ばくを許容する内容であること 
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      ４月１９日通知（甲Ｂ２号証）及び８月２６日通知（甲Ｃ３７号証）

は，公衆被ばく線量限度である年１mSv を超える被ばくを児童生徒等に

強要する点で違法である。この点は，本件通知（甲Ｃ７０号証）も同様

である。 

原告らは，両通知の結果，学校において最大年１mSv を超える被ばく

を児童生徒等に生じる計算となることを指摘したにもかかわらず，被告

らは，単に争うのみであり，なぜ，かかる通知が違法とならないかにつ

いて何ら実質的な反論や説明を行わない。 

被告らには，実質的な反論となるべき主張もないのであるから，これ

らの通知の違法性は認められるべきである。 

(2) ＩＣＲＰ２００７年勧告との関係 

      ２００７年勧告が４月１９日通知の発出時点で国内法に取り入られて

いなかったことを認めつつも，被告らは，単に争うと認否するのみであ

り，何ら何ら実質的な反論や説明を行わない。 

特に被告国は，ＩＣＲＰ１９９０年勧告に基づいて定められた日本法

における年１mSv の公衆被ばくの線量限度との関係で，４月１９日通知

には，どのように整合性があるのかを丁寧に説明するべき立場にあるの

に，かかる説明を放棄する態度は不当である。 

(3) ４月１９日通知が原子力安全委員会等の助言を反映したものとはい

えないこと 

      被告国は，４月１９日通知が「国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）の

助言・声明及び原子力安全委員会の助言を踏まえた原子力災害対策本部

の見解を受け」たものであると指摘する。 

しかし，この指摘は，誤導を招きかねない不適切なものである。 

まず，ＩＣＲＰが，具体的に学校再開基準について被告国に助言をし

た事実はない。 

また，原子力安全委員会は，文科省原子力災害対策支援本部からの依

頼に応じて助言をしているが，平成２３年４月７日には，学校再開にあ
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たっての判断基準は文科省において示すべきこと及び公衆被ばく線量限

度は年１mSvであることを回答している（甲Ｃ３９号証の１）。 

また，「文部科学省の対応等の経過について」（甲Ｃ９４号証 １頁な

いし３頁。以下，「文科省対応経過」という。）によれば，原子力安全委

員会は，４月９日，文科省から「暫定的考え方（案）」の叩き台を提示さ

れたのに対し，「内部被ばくについて情報が不足している中，何らかの安

全係数をかけるべきではないかとのコメント」を出した。 

しかし，文科省は，同月１２日，内部被ばくの影響は小さいとして，

３．８μSv/時の基準の中で対応することとした。すなわち，原子力安全

委員会の「何らかの安全係数をかけるべき」との助言を文科省は全く無

視したのである。 

文科省対応経過によれば，４月９日以降，文科省が原子力安全委員会

に４月１９日通知の原案を示す同月１９日まで，文科省は原子力安全委

員会に対して全く検討途中の「暫定的考え方（案）」の叩き台（随時改訂

されていた）を提示しておらず，したがって原子力安全委員会からの助

言も一切なかった。この間，文科省は，原子力安全委員会に対し，助言

を求めたことはなく，わずかに４月１２日，内部被ばくを考慮しない方

針を説明したのみである。 

最終的に４月１９日通知については，原子力安全委員会が「平成２３

年４月１９日付けで，要請のありました標記の件については，差し支え

ありません。」との助言をしている（甲Ｃ９４号証 ５９頁）。しかし，

実際のところ，この４月１９日においても，原子力安全委員会は助言を

求められたのではなく，単にお墨付きを求められたに過ぎない。 

文科省対応経過によれば，原子力災害対策支援本部から原子力安全委

員会に助言要請をしたのは，４月１９日の午後２時８分であり，これに

対して，原子力安全委員会はわずか２時間に満たない時間で助言を行っ

ている。 

叩き台を４月９日に示されてから，約１０日間，何らその後の叩き台
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も示されなかった原子力安全委員会に対して，わずか２時間足らずの間

に回答を求めるというのは，もとより文科省において真摯に原子力安全

委員会の助言を求める考えがなかったことの証左である。 

このように原子力安全委員会がわずかな時間で助言を行わざるを得な

かったのは，同日午後７時に文科副大臣による記者会見が設定されてい

たからである。 

つまり，原子力安全委員会は，文科省の出した４月１９日通知の原案

に対して実質的な検討を求められていたのではない。「差し支え有りませ

ん」というお墨付きを与えることを求められていたに過ぎないと見るべ

きである。 

 

３ 職務上の義務の発生根拠 

(1) 被告国 

   文科省生涯学習政策局長，初等中等教育局長，科学技術・学術政策局

長，スポーツ・青少年局長は，憲法第２６条，教育基本法，学校教育法，

学校保健安全法等の趣旨に則り，心身ともに健康な国民の育成に資する

ために教育行政上の必要な措置をとる職務上の義務があるのに，これに

違反し，福島県の小・中学生，特別支援学校生に年２０mSv までの被ば

くを強要する結果となる４月１９日通知を発出し，子ども原告らをはじ

めとする福島県内の小・中学生，特別支援学校生に対し，無用な被ばく

をさせた。 

被告国は，原告の上記主張に対し，争うとのみ認否するが，極めて無

責任な答弁態度と言うほかない。 

被告国が職務上の義務の存在については争う趣旨ではないとするなら

ば，自らの行為の正当性について，原告らに誠実に説明すべきである。 

そもそも，文科省は学校再開基準の設定を検討していたのに，その役

割を放棄して，学校再開を所与の条件として４月１９日通知を発出した。 

このように文科省が検討論点を変更し，かつ，年２０mSv という基準
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に執着したことについては，国会事故調が指摘するとおり，「子どもの健

康と安全への配慮という点では疑問が残る」ものであり，職務上の義務

違反があったことを強く推認させる。 

(2) 被告福島県 

ア 被告福島県における職務上の義務違反 

福島県教育委員会は，憲法第２６条，教育基本法，学校教育法，学

校保健安全法等の趣旨に則り，心身ともに健康な県民の育成に資する

ために教育行政上の必要な措置をとる職務上の義務があるところ，文

科省から４月１９日通知を受けたが，この通知の法的性格は，指導，

助言，援助であり，従う義務があるわけではなく，福島県内の小中学

生，特別支援学校生の健康に直接に責任をもつ福島県の立場から独自

に判断して，学校再開の基準を決定すべきであるのに，上記職務上の

義務に違反して，違法な４月１９日通知にしたがい，県立の特別支援

学校を同通知にしたがって再開した上，県内市町村教育委員会に対し

て，４月１９日通知に従って学校を再開するよう通知を出し，子ども

原告らをはじめとする福島県内の小・中学生，特別支援学校生に対し，

無用な被ばくをさせた。 

イ 被告福島県がとるべきだった学校再開基準 

       被告福島県は，原告の主張に対し，争うと認否し，同時に具体的に

学校再開についてどのような基準を決定すべきだったとするのか明ら

かでないと主張するが，失当である。 

すなわち，被告福島県は，学校再開の基準設定について文科省に担

当させることとしたのであるから，その結果が出るまでは，学校再開

をするべきではなかった。然るに被告福島県は，４月１９日通知が発

出されるまでに漫然と高校合格者発表を屋外において実施し，かつ，

始業式等を実施せしめ，学校を再開した。 

このように被告福島県は，学校再開の基準が設定されるのを待たず，

なし崩し的に学校を再開したのであるが，このことによって，文科省
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における検討論点の変更を自ら招いたとも考えられる。 

また，４月１９日通知については，被告福島県から文科省に対し，

その設定根拠を確認するべきであった。 

４月１９日通知が２０mSv という非常に高い線量の被ばくを許容す

る内容であることから，専門的知見が乏しい被告福島県においてでさ

え，その設定根拠の妥当性については確認をすべきであった。 

そして，設定根拠の妥当性を確認するために設定経緯を確認してお

けば，文科省に対する原子力安全委員会の助言内容（公衆被ばくの線

量限度が年１mSv であることや内部被ばくについての情報不足を理由

として安全係数の設定すべきこと等）を知ることができたのであるか

ら，被告福島県は，文科省に対し，より適切に学校の再開基準を設定

するよう求めることができた。 

ウ 無用な被ばくの意味内容と因果関係 

       被告福島県は，原告らの「子ども原告らをはじめとする福島県内の

小・中学生，特別支援学校生に対し，無用な被ばくをさせた」との主

張に対し，反論をしている（被告福島県準備書面(12)第３，８項(2)の

第２段落）。 

反論の要点は，「無用な被ばく」の意味内容が不明確であること及び

被告福島県の職務行為義務違反と無用な被ばくとの因果関係が不明だ

という点にあると理解される。 

まず，「無用な被ばく」とは，文字通り避けることができ，かつ，そ

の被ばくにやむを得ない理由がない追加的な被ばくを意味するのであ

り，被告福島県が安易に学校再開をしなければ，容易に回避できた被

ばくである。 

また，被告福島県の職務行為義務違反と無用な被ばくとには明確な

因果関係が存在する。 

すなわち，被告福島県が，合理的，科学的な根拠もなしに学校を再

開したことは，子どもの健康と安全への配慮を犠牲にして，事故の深



 

108 

 

刻性を過小にみせかけ，住民流出を防止しようとしたのではないかと

の疑念さえ覚えさせるものであった。 

実際，事故直後，福島県外に避難した住民が学校再開に伴ってやむ

を得ず自主避難を中断して福島県内に帰還した例は数多く存在するの

であり，学校再開が住民の早期帰還ないし避難断念を促す効果を有し

ていたことは否定できない。 

また，被告福島県が子どもの安全を第一に学校再開基準を設定して

いれば，３月の早い時点で相当長期間にわたって学校再開が困難であ

ることが明らかになり，学校が再開しない以上，当時，極めて高い線

量だった通学路での通学及び校庭等での屋外活動が避けられたことは

明白である。 

これにより子ども達が無用な被ばくを免れることは論を待たない。 

そして，必要な安全性を確保した上での早期の学校再開が不可能で

ある以上，県外への子どもらの避難と避難先での学校教育の実施，オ

ンラインによる授業，登下校を含む厳重な防護態勢の確立といった，

抜本的な子ども達の放射線防護策が講じられていたであろうことが容

易に推認される。 

したがって，被告福島県の職務行為義務違反と無用な被ばくとには

明確な因果関係が存在する。 

 

４ ４月１９日通知において学校再開の基準とされた「年２０mSv」が違法な

いし不当であることについて 

(1) 第１部第２章第１で記載したように，日本の法律が定める公衆被ばく

限度は年１mSv であり，２０mSv/年という線量限度は日本の法制度上の

根拠がない。法律上の公衆被ばく限度の２０倍の被ばくを子供に強要す

る４月１９日通知は違法である。この点を，以下敷衍する。 

(2) 被告国第 2 準備書面では，4 月 19 日通知について次のように説明し

ている。 
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「ＩＣＲＰ の２００７年勧告において現存被ばく状況における公衆

被ばくの参考レベルが年間積算線量１～２０mSv とされていること（丙

Ｂ第３号証75，76 ページの表８参照），ＩＣＲＰが，２０１１年（平成

２３年）３月２１日，福島原子力発電所事故に関し，現存被ばく状況に

おいて「長期間の後には放射線レベルを lmSv/年ヘ低減するとして，こ

れまでの勧告から変更することなしに現時点での参考レベルｌmSv/年～

２０mSv の範囲で設定すること（略）を用いることを勧告します。」との

声明を出したこと（乙Ａ第4号証）を踏まえて，追加被ばく線量1年間

当たり１～２０mSv を暫定的な目安とすることとした。」（同 40 頁～41 

頁）。 

(3) しかし，ここで根拠とされるＩＣＲＰの２００７年勧告は，日本の法

制度には取り入れられていないので，法的根拠にならない。日本がＩＣ

ＲＰ勧告を取り入れたのは１９９０年勧告までであり，２００７年勧告

については，当時も現在も審議中であって，未だに法制度としては取り

入れられていないのである。法的根拠のない２００７年勧告にしたがっ

て出された４月１９日通知は，行政の法律適合性の原則に背馳する。被

告国は，４月１９日通知を発するに当たり，法律上の公衆被ばく限度を

告知することもなかったから，福島県民は，年１mSv という法律上の規

制に従うのか，年２０mSv という法的根拠のない規制に従うのかを選択

の機会すら与えられず，子ども達は被ばくを事実上強制された。 

(4) ４月１９日通知は，日本の法制度として取り入れられていない２００

７年勧告が掲げる非常事態収束後の参考レベル１～２０mSv/年を学校の

校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安としたと説明する（乙Ｃ

3）が，被告国が，この参考レベルを適用するには，現行の法律体系では

無理で，法改正が必要であるということを認識していたことは明らかで

ある。そうであるからこそ，今でも放射線審議会は，２００７年勧告の

国内法取り入れについて議論を続けているのである。 

ところが，被告国は，本件訴訟において，以下のとおり２００７年勧
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告に関して主張している。 

➀  「被告国が避難の基準とした年間２０mSvという基準は，「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ため」，原子力

安全委員会が「計画的避難区域の設定等に係る助言において，ＩＣＲ

Ｐ の２００７年基本勧告において緊急時披ばく状況に適用すること

とされている参考レベルのバンド２０～１００mSv（急性若しくは年間）

の下限である２０mSv/年を適用することが適切であると判断（乙Ａ第

５号証2 ぺージ）して選択した基準である。」（被告国第２準備書面32 

頁）， 

➁  「（文部科学省は）ＩＣＲＰ の２００７年勧告において現存被ばく

状況における公衆被ばくの参考レベルが年間積算線量１～２０mSv と

されていること（丙Ｂ第３号証75，76 ページの表8 参照），ＩＣＲＰ 

が，２０１１年（平成２３年）３月２１日，福島原子力発電所事故に

関し，現存被ばく状況において『長期間の後には放射線レベルをl mSv/

年ヘ低減するとして，これまでの勧告から変更することなしに現時点

での参考レベルｌmSv/年～２０mSv の範囲で設定すること（略）を用

いることを勧告します。』との声明を出したこと（乙Ａ第４号証）を踏

まえて，追加被ばく線量１年間当たり１～２０mSv を暫定的な目安と

することとした。」（同40頁～41 頁）。 

③ ４月１９日通知は・・・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ものであり，その内容が不合理なものであると

はいえない。」（同42頁） 

このように，被告国は，「２０mSv/年を適用することが適切であると

判断（乙Ａ第5号証2ぺージ）して」とか「４月１９日通知は，・・・そ

の内容が不合理であるとはいえない」という理由で，２０mSv/年を適用

することにしたと説明している。 

つまるところ，被告国の主張は，２００７年勧告が日本の法制度に取

り入れられていないけれども，「２０mSv/年を適用することが適切であ
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り」，「不合理であるとはいえない」と文部科学省が判断したので，適用

したという考え方なのである。換言すると，国会の議決は経ていないけ

れども，行政府が「２０mSv/年を適用することが適切であり」，「不合理

であるとはいえない」と判断すれば，現行法上は公衆被ばく線量が1mSv/

年であっても，行政府の判断で，２０mSv/年まで住民を被ばくさせるこ

とが出来るということを言っていることになる。 

 

(5) ２０mSv/年問題は，行政の法律適合性の原則や法治主義に違反する 

この問題は，行政の法律適合性の原則や法治主義に違反するのではな

いか，国民の代表者たる唯一の立法機関である国会を無視するものでは

ないか等の重大な問題を内包しているので，原告の「準備書面（29）」の

「第７ 求釈明」（16頁）で各項目について，被告国に釈明を求めている

が，被告国は，現在まで全く釈明をしていない。 

被告国は上記(4)の②の主張では，「４月１９日通知は，文部科学省が

原子力安全委員会等と協議し，ＩＣＲＰ の２００７年勧告を参考にする

などして専門的知見に基づき取りまとめられたものであり」と説明する。 

しかし，２００７年勧告がＩＣＲＰから発表されて東日本大震災（２

０１１年３月１１日）までの期間，２００７年勧告に関する審議は，「審

議会活動」（甲Ｂ91 号証）によると，以下のとおりわずか 6 回に過ぎな

い。 

 

・平成20（2008）年第104 回総会（1 月 21 日）， 

・第19 回基本部会（3 月 13 日）， 

・平成22（2010）年第33 回基本部会（1 月 19 日） 

・第109 回総会（6 月15 日） 

・平成23（2011）年第38 回基本部会（1 月 12 日） 

・第112 回総会（1 月28 日） 
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上記(4)の②の主張は，「４月１９日通知は，文部科学省が原子力安全

委員会等と協議し，ＩＣＲＰ の２００７年勧告を参考にするなどして専

門的知見に基づき」とあるので，放射線審議会の審議は少なくても，文

部科学省が原子力安全委員会等と協議しているから，大丈夫という考え

のようである。 

しかし，原子力安全委員会も行政の一部門にすぎず，いくら文部科学

省が原子力安全委員会等と協議したと言っても，それで，住民の健康に

影響を及ぼす事柄を決定することが出来ると考えるのは無理がある。放

射線防護に関しては住民の健康に直接的に影響を与えるので，国民の代

表者の集う国会で議決を経たものでなければ適用できないのは明白であ

り，文部科学省が原子力安全委員会等と協議したと言って，適法となる

という類の問題ではない。 

 

(6) ２００７年勧告が日本法に取り入れられていない点を，一旦横におい

ても，被告国は「２００７年勧告を参考にするなどして」と主張する以

上は，２００７年勧告が要求する他の事項について従わなければならな

いはずである。２００７年勧告及びその適用について定めたＩＣＲＰ勧

告１１１（丙Ｂ第４号証）が参考レベルの選定について，ステークホル

ダー，すなわち住民の見解を取り入れなければならない旨定めているこ

とは，第１部第２章第１の３(4)ウで述べた。 

４月１９日通知を発するに当たって，文科省は，最大の利害関係者

（stakeholder）である放射線汚染地域に居住する地域住民の意見を聞か

なければならなかったのである。しかし，そのような手続は取られなか

った。 

４月１９日通知は，日本法に取り込まれていない２００７年勧告を根

拠としていること，および，放射線汚染地域に居住する福島等の地域住

民の関与のないままでなされているという二重に不適切であるという点

で，極めて違法性が強いと言わざるを得ない。 
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(7) ２０mSv/年の被ばくが仮に福島以外で発生した場合の現行法の対処 

放射性同位元素等の規制に関する法律によれば，工場又は事業所の境

界及び工場又は事業所内の人が居住する区域の線量限度は２５０μSV／

3月なので（１年に直すと１mSv）（一般病室は例外），一般公衆の居住地

域で２５０μSV／3 月を超えると，事故扱いとなり，原子力規制委員会

へ報告しなければならない（放射性同位元素等の規制に関する法律31条

の2．同施行規則28条の3）。そして，事故・トラブルということで原子

力規制庁のサイト11に掲載される。 

現行法上，工場又は事業所の境界等で線量限度は２５０μSV／３月を

超過する場合でさえ，原子力規制庁への届出等の義務が課されるのであ

る。ところが，４月１９日通知12では，年間２０mSvまでの被ばく線量を

前提としつつ，単に低減する努力が必要であるとするのみなのである。 

このように日本の現行法上，人が居住する区域の線量限度２５０μSV

／3 月（１mSv/年）を超過した場合には様々な義務・制裁が科されるの

であるが，福島第一原子力発電所事故による被ばくについては，福島の

住民子どもたちは，法的な根拠なくして，２０mSv/年までの被ばくを強

要されることになるのである。このような被ばくの強要の論理的根拠と

して被告国が主張するのが，日本法に取り込まれていない２００７年勧

告なのである。 

 

第４ 子ども達に集団避難をさせなかったこと 

１ 公務員の職務上の義務について 

(1) 原子力安全委員会 

原子力安全委員会の法律上の位置づけは，上記第２部第２章第２の２

(1)に記載したとおりであり，原子力安全委員会が定める防災指針の意義

 
11 https://www.nsr.go.jp/activity/bousai/trouble/houkoku/index.html 
12 「非常事態収束後の参考レベルの１－２０mSv／年を保育所等の園舎・園庭等の利用判断に

おける暫定的な目安とし，今後できる限り，子どもの受ける線量を減らしていくことが適切

であると考えられる。」とする。 
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は，同第２の２(2)に記載したとおりであり，原子力安全委員会に，住民

における確率的影響の発生を実行可能な範囲で低減するという防護対策

の目的を達するため，個々の住民との関係で，過去の原子力事故の教訓

や，国際的な動向，最新の科学的知見に基づいて適切な内容の防災指針

（乙Ａ第７号証）を策定する職務上の義務があったことは，同第２の２

(4)に記載したとおりである。 

(2) 原子力災害対策本部長 

      原子力災害対策本部長には，原子力被害に遭った個々の住民との関係

で，原子力災害から国民の生命，身体及び財産を保護するため，緊急事

態応急対策としての住民に対する避難の勧告又は指示等の権限を適切に

行使する職務上の義務があった。 

(3) 被告福島県の防災会議 

被告福島県の防災会議には，福島県民の生命，身体及び財産を原子力

災害から保護するため，適切な内容の地域防災計画（原子力災害対策編）

（丙Ａ第１号証）を策定する職務上の義務があった。なお，災害対策基

本法第４０条によれば，都道府県地域防災計画は，「防災基本計画に基づ」

くことが義務付けられているが，その趣旨は，都道府県民の生命，身体

及び財産を災害から保護する点において，防災基本計画が求める事項は，

都道府県地域防災計画に組み込まれることを求めるものであり，防災基

本計画よりも手厚い保護政策を禁止する趣旨ではないと解するべきであ

る。 

(4)  被告福島県の知事 

福島県知事には，原子力被害に遭った個々の県民との関係で，福島県

地域防災計画（原子力災害対策編）に基づき，住民の避難について，内

閣総理大臣の指示がなくても，独自の判断により，住民等に対する屋内

退避または避難の指示の連絡，確認等の必要な緊急事態応急対策を実施

する職務上の義務があった。（丙Ａ第１号証５４頁） 
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２ 原子力安全委員会の職務上の義務違反 

(1) 防災指針（乙Ａ第７号証）が定めた避難の指標は，「予測線量で，外

部被ばくによる実効線量が１０～５０mSv，又は内部被ばくによる等価線

量が１００～５００mSv で屋内退避，外部被ばくによる実効線量が５０

mSv 以上，又は内部被ばくによる等価線量が５００mSv 以上でコンクリ

ート建屋への屋内退避か避難」というものであった【第５章５－３（２

２頁）】 

(2) しかし，この定めは，次のとおり不合理である。 

ア 上記の避難の指標とされた数値は，原発事故によって放出された放

射性物質による短期的，直接的な被ばく線量」である【上記防災指針

第５章５－３（２２頁）】。 

イ この避難の指標は，市民に対し，しかも子供や妊婦も特別扱いする

ことなく，５０mSv までの被ばくを許容するものであって，日本の国

法が，ＩＣＲＰ１９９０年勧告を取り入れて一般公衆の被ばく限度を

年１mSv と定め，事業者に罰則を科してまでその遵守を求めているこ

と（原告ら準備書面(3)第２章参照）と整合せず，不合理である。被ば

くを避けるためには，屋内退避と避難という複数の方法があるところ，

屋内退避は，被告国の考えによっても遮蔽係数が０．４である（乙Ｂ

第４号証４７頁）から，放射性物質の放出期間中，積算の空間線量が

２．５mSvを超えれば，屋内退避をしても被ばく線量は年１mSvを超え

る。そうすると，避難の指標は，「外部被ばくによる実効線量２．５mSv

以上」とするべきである。 

ウ また，防災指針を策定する時点で，人類が経験した大規模な原発事

故はチェルノブイリ原発事故しかなかったが，同事故において，ロシ

ア，ウクライナ，ベラルーシでは，事故発生後に定められたチェルノ

ブイリ法に基づき，セシウム１３７の土壌汚染が５５万５０００Bq/㎡

以上，又は空間線量が５mSv/年以上の地域は移住義務地域に，セシウ

ム１３７の土壌汚染が１８万５０００Bq/㎡以上，又は空間線量が１
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mSv/年以上の地域は，移住権利地域に指定した（甲Ｂ第１５～第１９

号証）ことも参照されるべきであった。 

(3) よって，避難の指標を，子どもや妊婦を含めて外部被ばくによる実効

線量５０mSv とする指標を定めたことは，原子力安全委員会に与えられ

た裁量を逸脱して違法である。 

 

３ 原子力災害対策本部長の職務上の義務違反 

(1) 原子力災害対策本部長は，防災指針，災害基本計画に基づき，予測線

量が外部被ばくによる実効線量５０mSv 以上となれば，住民を避難させ

る義務があった。 

(2) ところで，第３の４(3)に記載したように，２０１１年３月１２日の

１号機爆発に続いて３月１４日には３号機も爆発し，同日夜には２号機

のベントができず危機的な状況に陥っており，吉田所長が「東日本壊滅」

と考え，東電本社が福島第一原発サイトからの撤退を検討したほどの事

態が発生しており，２号機からの大量の放射性物質の放出は時間の問題

だったのであるから，その時点で，福島県の全域において，外部被ばく

の実効線量の予測線量５０mSv という避難の指標を超える事態が発生し

ていたというべきである。 

(3) よって，原子力災害対策本部長には，３月１５日午前零時までに少な

くとも子どもと妊婦を避難させる職務上の義務があったのに，これを怠

ったというべきである。 

(4) また，福島県内各地は，３月１５日から空間線量が跳ね上がり，上記

第２の４(3)カで記載したように，いわき市では，４時に２３.７２μSv，

福島市では１７時に２０.２６μSv を記録し，郡山市では１３時にビル

の３階で３.５８μSvを記録した。２０μSvというのは，仮にその状態

が１年間継続すれば，１７５mSv にも達する数値である（20μSv/時×24

時×365 日＝175200μSv/年）。そして，当時，原発事故がこれで終息す

る見込みはなかった。例えば，原子力委員会委員長近藤駿介氏が作成し
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た「福島第一原子力発電所の不測事態シナリオの素描」（いわゆる「最悪

のシナリオ」・甲Ｃ第２７号証）では，３月２５日段階で，近藤氏は，強

制移転が１７０㎞以遠にも生じる可能性や，移転希望を認めるべき地域

が２５０㎞以遠にも生じることになる可能性を認めていたのである。そ

うすると，(3)の主張に理由がない場合でも，原子力災害対策本部長は，

遅くとも，福島県内各地で放射線量が跳ね上がった３月１５日中に，少

なくとも子どもや妊婦だけでも避難させる決定をし，速やかに実施すべ

き職務上の義務があったのに，これを怠ったというべきである。 

  なお，チェルノブイリ原発事故の際，ウクライナ共和国は，事故発生

から日の浅い１９８６年５月９日の決定により，首都キエフの５２万６

０００人の子どもと母親，妊娠した女性たちを同年９月まで疎開させた

が，５月６日のキエフの放射線レベルは，毎時０．５ミリレム（５μSv）

に過ぎなかったことを指摘しておく。（甲Ｃ第１４３号証）。 

 

４ 被告福島県の防災会議の職務上の義務違反 

上記１の(3)で述べたように，地域防災計画は，住民を災害から保護する

点において，防災基本計画よりも手厚い保護政策を禁止する趣旨ではない

と解するべきであるから，防災基本計画（原子力災害対策編）の内容にか

かわらず，被告福島県防災会議は，福島県地域防災計画（原子力災害対策

編）における避難の指標を，外部被ばくによる実効線量２．５mSv 以上と

定めるべき職務上の義務があったというべきである。その理由は，上記２

(2)で述べたととおりである。よって，福島県防災会議がこれを定めなかっ

たのは，与えられた裁量を逸脱した違法行為である。 

 

５ 被告福島県知事の職務上の義務違反 

(1) 被告福島県知事は，福島県地域防災計画に基づき，予測線量が外部被

ばくによる実効線量で５０mSv 以上となれば，住民を避難させる義務が

あった。 
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(2) ところで，２０１１年３月１５日午前零時の段階において福島県の全

域において，外部被ばくの実効線量の予測線量５０mSv という避難の指

標を超える事態が発生していというべきであり，仮にそうでないとして

も，同日中に，上記指標をこえる事態が発生していたというべきことは，

上記３の(2)～(4)に記載したとおりである。 

そうすると，福島県知事は，内閣総理大臣の指示がなくても，独自の

判断により，住民の避難，とりわけ子ども及び妊婦の避難を指示する職

務上の義務があったのに，これを怠ったものである。 

 

第５ 山下講演（被告福島県のみの不法行為） 

１ 原告ら主張の骨子 

     福島原発事故直後，長崎から福島入りし，福島県民とりわけ子どもたち

に無用な被ばくを強いた重大な違法な発言をくり返した山下俊一長崎大医

歯薬学総合研究科長（当時。以下，山下氏という。）の発言（以下，山下発

言という。）問題について，原告ら主張の骨子は以下の通りである。 

原告準備書面（５）第５で詳述した山下発言から山下氏の首尾一貫した

目的が浮き彫りにされる――それは，福島県の放射能汚染状況がどれほど

深刻であろうとも住民に健康被害はなく，安定ヨウ素剤服用の必要性を否

定し，さらに避難の必要がないことを訴えること，つまり集団避難によっ

て被告県が大混乱に陥る事態防止をひたすら配慮し13，県民にこれまでと

同様の生活を継続することを強調し，福島県の経済復興を最優先課題とす

ることにあった14  

 
13 甲Ｃ１０３号証「日本という国が崩壊しないよう導きたい。チェルノブイリ事故後，ウクラ

イナでは健康影響を巡る訴訟が多発し，補償費用が国家予算を圧迫した。」（２０１２年８月

２６日毎日新聞の「山下俊一福島医大副学長のインタビュー記事」） 
14 その思いは，山下氏の以下の初期の講演の中に，色濃くにじみ出ている（甲Ｃ第９号証）。 

日時・場所 山下発言 

２０１１年

３月２０

日いわき

市講演 

ぜひ今まで生きてきた皆さまがたの力を，決して後退させることなく前に進め

るために，このいわき市が踏みとどまらなくして，日本全体の安全，安心を

誰が発信できるのでしょう。私は最初に申し上げましたように，福島におけ

る健康の心配はない。ないのに放射線や放射能を恐れて恐怖症でいつまでも
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これが，「県民一人一人が被ばく問題について適切な選択をするために，

県民に放射線に対する正しい知識を伝える」という放射線健康リスク管理

アドバイザーとしての本来の目的から著しく逸脱したものであることは言

うまでもなく，福島県民とりわけ子どもたちに無用な被ばくを強いた重大

な違法なものであることは自明である（その詳細は原告準備書面(5)第５

〔３３頁以下〕参照）。 

 

２ 被告福島県の認否と原告らの反論の概要 

(1) これに対し，被告福島県は，準備書面(6)第５で，原告が主張する山

下発言の内容は概ね認め，「その発言の趣旨及び評価」は争うとした。 

(2) 原告らは，準備書面(60)２及び同(67)第１～第２で，以下の山下発言

が国際的に確認されている科学知見にすら反したものであるかを具体的

に主張・立証した。 

① 「１００mSv を超える放射線を浴びることはないから健康には影響

がない」（以下「１００mSv発言」という。） 

② 「１００μSv/時発言」 

③ 「１mSvで１個の遺伝子の損傷」 

 
心配してるということは，復興の大きな妨げになります。 

２０１１年

３月２１

日福島市

講演 

これから福島という名前は世界中に知れ渡ります。福島，福島，福島，何でも

福島。これは凄いですよ。もう，広島・長崎は負けた。福島の名前の方が世

界に冠 たる響きを持ちます。ピンチはチャンス。最大のチャンスです。何

もしないのに福島，有名になっちゃったぞ。これを使わん手はない。何に使

う。復興です。 

２０１１年

５月３日 

二本松市講

演 

平時では皆さん，１mSvしか浴びない，しかし，非常時には平時の基準は通用

しない，ということであります。じゃあ，通用しなければ，どういう基準を

もって皆様方の生活を守り，経済的な崩壊を防ぎ，家族がばらばらになるこ

とを防ぐことができるか，もっと言うと，どのように対応すれば福島を崩壊

させずにすむかということが私が最も腐心した点であります。 

‥‥この福島を無視できない。元気な子どもが消えたらどうします。絶対にこ

の場所にいてほしいと思いますし，この環境を守り続けるのが私たちの責任

と思っています。 
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④ 「ニコニコ発言」 

⑤ 「原発事故前の発言との矛盾」 

ここでは，「科学の普遍性・首尾一貫性」という本質に真っ向から逸脱

した⑤「原発事故前の発言との矛盾」について原告主張を再掲する。な

ぜなら，本来，危機管理の基本とは，危機になったときに安全基準を変

えてはいけないということでであり，安全基準を変えていいのは，安全

性に関する重大な知見があったときだけである（２０１２年１１月２５

日「第４回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」で

の児玉龍彦氏の発言）ところ，山下発言もまた広い意味で危機管理に関

する発言であり，上記危機管理の基本から明らかに逸脱したものだから

である。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

      「山下氏は福島原発事故以前には以下の①～③の発言をしており（下

線は原告代理人による），これらと事故直後の被告福島県で行なった発

言，例えば，「何度もお話しますように１００mSv以下では明らかに発

ガンリスクは起こりません。」（５月３日二本松市講演15）と比較した時，

その正反対とも言うべき矛盾した内容に，果して同一人物の発言なの

かといぶかざるを得ない程である。 

①．「被爆体験を踏まえた我が国の役割」16３頁（２０００年） 

「チェルノブイリ周辺住民の事故による直接外部被ばく線量は低く，

白血病などの血液障害は発生していないが，放射線降下物の影響に

より，放射性ヨードなど による急性内部被ばくや，半減期の長いセ

シウム１３７などによる慢性持続性低線量被ばくの問題が危惧さ

れる。現在，特に小児甲状腺がんが注目されている が，今後，青年

から成人の甲状腺がんの増加や，他の乳がんや肺がんの発生頻度増

加が懸念されている。」 

 
15 甲Ｃ９号証特集「告発された医師」２３頁右段下から１８行目以下。 
16 甲Ｃ３３号証 
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②．「放射線の光と影」17５４３頁左段（２００９年） 

「（原告代理人注：ＣＴ検査による累積被ばくにおいて）主として２

０歳未満の人たちで，過剰な放射線を被ばくすると，１０～１００

mSv の間で発がんが起こりうるというリスクを否定できません‥‥

チェルノブイリの教訓を過去のものとすることなく，「転ばぬ先の

杖」としての守りの科学の重要性を普段から認識する必要がある。」 

③．児玉龍彦「放射能から子どもの未来を守る」18９～１０頁 

【児玉龍彦東京大学アイソトープ総合センター長による原発事故

以前の山下氏発言の紹介】 

「山下氏は，福島原発事故以前は，学会で，放射能を使うＰＥＴや

ＣＴ検査の医療被曝については，２mSv 程度の自然放射線と同じレ

ベルについても，「医療被曝の増加が懸念される」と述べ19，学問的

には危険性を認め対応を勧めている。」 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

３ 原告らの反論の具体論 

     その後の山下証人尋問結果を踏まえ，改めて，具体的な山下発言のうち

重要な論点についてまとめておく。 

(1)１００mSv発言 

ア 広島・長崎の原爆被爆生存者寿命調査データ（ＬＳＳデータ）は，

放射線被ばくによる健康影響評価のための最も重要なデータとされて

おり，２００３年，ＬＳＳデータを統計解析したＬＳＳ１３報はその

要約で，１００mSv以下の健康影響について，「固形がんの過剰リスク

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。」20と述べており，この指摘をむろん山下氏も熟知していた。 

 
17 甲Ｃ３４号証 
18 原告準備書面（６０）１２頁下から5行目以下。 
19 「正しく怖がる放射能の話」（長崎文献社），「長崎醫學會雑誌」(長崎大学) ８１特集号 
20 甲Ｂ５１号証。 
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イ にもかかわらず，彼は福島原発事故直後の講演でこう言った（下線

は原告代理人）。 

「皆様方に是非憶えていただきたいのが，この１０００mSv 以下で１

００mSv の間で，受けた被曝線量に応じて発ガンのリスクが増えると

いうことを明らかにしたのが広島・長崎の貴重なデータであります。

１２万人という人々を６０年以上追跡することによってその結果，一

度に１００mSv 浴びると少し発癌のリスクがあがる，具体的に１００

０人被曝をすると１００mSv で５人くらいの癌のリスクがあがるとい

うことが，私たちが長年研究をして来たデータであります。 じゃあ，

１００mSv以下は， 実は，わかりません。 １００mSv以下は明らかな

発ガンリスクは今観察されていませんし，これからもそれを証明する

ことは非常に困難であります。」（2011年 5月3日二本松市講演21） 

 

(2) 「１００μSv/時」発言 

ア 毎時１００μSvとは年間８７６mSvに相当し，ＩＣＲＰの評価22によ

れば，がん死のリスクが８.７６％，つまり福島県民２００万人の１７

万５２００人がガン死することになる。このような基本情報について

むろん山下氏も知っていた。 

イ にもかかわらず，山下氏は，２０１１年３月，福島入りした直後か

ら，この「１００μSv/時なら心配ない」発言を彼自身の持論としてく

り返した。 

尤も，被告福島県は３月２１日の福島市講演のあと，この発言は「１

０μSv/時を越さなければ」の誤りだったと訂正する記事を被告福島県

のホームページに掲載したと弁解した23。 

しかし，事実は，福島市講演の前日２０日のいわき市講演でも，そ

 
21 丙 C１２号証２頁１２行目以下。 
22 ＩＣＲＰ２００７年勧告〔丙Ｂ３〕１９頁（73）～２１頁 
23 被告県の準備書面（６）９頁 
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れ以後の４月１日の飯舘村の非公開のセミナーでも，１００μSv/時発

言と同趣旨の発言をくり返している。 

前日２０日のいわき市講演では，「明日から天気のいい日は気持ち

よく外を散歩していいか」という質問に対し，以下のように発言した。 

「９９％イエスです。理由は‥‥１００μＳｖまでならまったく心

配いりませんので，どうぞ胸を張って歩いてください」24 

さらに，福島市の講演では，質問９に対し，「もう，５とか，１０と

か，２０とかいうレベルで外に出ていいかどうかということは明確で

す。」と断言し25，同じく，「子どもを守る数値の目安は？」という質問

２０に対して，「私がいつも言うように」とわざわざ前置きし，「私が

いつも言うように100μSv/時というのは，それ以上になると屋内退避

すべきだと思います」26と発言した。 

さらに，遺伝子の損傷についても，次の通り，５０μＳｖについて

発言している。 

「じゃあ，今問題になっている１０μSv，５０μSvという値は，実

は傷が付いたか付かないかわからん。付かんのです。ここがミソです。」

27 

すなわち１００μSv/時発言は，山下氏自身が明確に嘘を言ったも

のである。 

ウ では，山下氏が内容虚偽の１００μSv/時発言をこの時点でいわき市，

福島市，飯舘村でくり返した目的は何か。それは，いわき市も福島市

も３月１５日に空間線量が毎時２０μＳｖ（年間に換算して１８２．

５mSv28）以上に上昇したことに起因する。避難指示が出いなかった飯

館村ではもっと高かった（４月１日の飯舘村のセミナーで質問者が現

 
24 甲Ｃ９号証１９頁右段下から１６行目以下。 
25 丙Ｃ１１号証の２。７頁７行目以下。 
26 丙Ｃ１１号証の２。１４頁１１行目以下。 
27 丙Ｃ１１号証の１。３頁２１行目以下。 
28 ２０×２４×３６５＝１８２５００μＳｖ＝１８２．５mSv 
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在の空間線量について，「３２番の観測地点の数値が高い。ＭＡＸで１

４０μSv/時，現在でも３８μSv/時ある‥‥大丈夫なのか」29と訴えて

いる。）。山下氏がこの事態で安全を言い，人々が避難するのを妨げる

ためには毎時１００μSv 安全基準を繰り出すしかなかったのである。 

 ここに山下発言の次の真意が如実に見て取れる――福島県の放射能

汚染状況がどれほど深刻であろうとも住民に健康被害はなく，避難の

必要がないことを訴え，集団避難によって被告県が崩壊する事態防止

をひたすら配慮し，県民にこれまでと同様の生活を継続することを強

調し，福島県の経済復興を最優先課題とすることにあった。しかし，

県民の人命・健康を省みないこの極端な社会防衛的な思想には，被告

県も思わずたじろぎ，訂正の経過を隠蔽してでも30訂正の告知を出さ

なればと焦ったのは無理もない。 

 

(3)「１mSvで１個の遺伝子の損傷」発言 

ア 環境省作成「放射線の基礎知識と健康影響」によると，「Ｘ線１mGy

当たり，１細胞で平均１か所の遺伝子の１本鎖切断が起こる」31旨記載

されている。実効線量１mSv とは全身の細胞が１mSv の被ばくを受け

る可能性があることを言う。他方，Ｘ線が全身に均等にあたった場合

１mGy＝１mSvである。人の全身の細胞数は約３７兆個とするのが最近

の有力説だから，Ｘ線１mGy が全身に均等にあたった場合，１細胞ご

とに１個の遺伝子が損傷（１本鎖切断）するとなると全身では３７兆

個の遺伝子が損傷（１本鎖切断）することになる。 

以上から，実効線量１mGy＝１mSvの被ばくをうけると全身で３７兆

個の遺伝子損傷を受けることになる。この放射線の基礎知識について

 
29 甲Ｃ８９号証３頁下から１１行目以下。 
30 丙Ｃ１１号証の２の「訂正」の注記には「２０１１年３月２２日」と福島市講演の翌日と記

載されているが，山下氏は「これに気付いたのは，１か月後に外部の人から指摘されまし

て」（証人調書１３４）と福島市講演から１ヶ月も経過してからだと証言した。 
31 乙Ｂ４号証８０頁 
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むろん山下氏も知っていた。 

イ にもかかわらず，山下氏は３月２１日福島市講演で，次の通り発言

した。 

「１mSv の放射線を浴びると皆様方の細胞の遺伝子の１個に傷が付き

ます。簡単！１００mSv 浴びると 100 個傷が付きます。これもわか

る。」（３月２１日福島市講演）32   

ウ これは，明確な嘘であり，遺伝子の損傷の数を３７兆分の１過小評

価するものである。この点，山下氏自身も証人尋問において，３７兆

分の１の過小評価を認めた33。 

(4) ニコニコ発言 

ア 人体が放射線を浴びた場合，人体が放射線による電離＝損傷を直接

に防ぐ防御機構は人体に存在しない。これは異論がない科学的事実で

ある。人体にできることは既に電離＝損傷し，傷ついた分子を，事後

に修復するか，それが不可能な時にその細胞を廃棄する（アポトーシ

ス）か，フリーラジカルなどの放射線による毒化合物の作用をなくす

か和らげることのみである34。 

イ 山下氏は，放射線による影響（電離＝人体の損傷）について，３月

２１日福島市講演で，次のように発言した。 

「放射線の影響は，実はニコニコ笑ってる人には来ません。クヨクヨ

してる人に来ます。これは明確な動物実験でわかっています。」35 

ウ ニコニコ笑っていれば放射能の電離（＝人体の損傷）は起こらない，

という山下発言は前代未聞の虚偽である。山下氏は，証人尋問におい

て，「過度な精神的な緊張あるいは自律神経の亢進は決してよくないと

いうふうに思いましたので」「緊張を解くという意味で話をしました」

と弁解した（７１項，９１項）。しかし，多くの人は，本当に笑ってい

 
32 丙Ｃ１１号証の１。３頁１２行目以下。 
33 証人調書１６６． 
34 甲Ｃ９０号証の３落合栄一郎「放射能と人体」１９５頁 
35 丙Ｃ１１号証の１。６頁末行目以下。 
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れば（被ばくを気にしないで生活していれば）放射能はこない，ある

いは被ばく影響は出ないと認識し，高線量な環境下で被ばくに対する

警戒心を解いてしまい，これが虚偽であることを見抜いた人たちは，

自分たちが愚弄されたと憤ったのである。冗談だと言って済ませるこ

とができる発言ではない。 

 

(5)「安定ヨウ素剤の服用の有無」発言 

ア 山下氏は証人尋問で，県放射線健康リスク管理アドバイザーに就任

した直後の３月１９日の記者会見で，安定ヨウ素剤の服用の必要性に

ついて質問され，次のように答えたと証言した。 

「既に事故から１週間，‥‥（原告代理人注：線量）レベルが下がっ

ているということ，それから本来は安定ヨウ素剤は避難とともに飲ま

せる，或いは事故の起こる前，せいぜい事故が起きてから６時間まで

が有効ですので，後追いで安定ヨウ素剤は飲ませることは，かえって

副作用あるいは被曝を増幅させるということで，必要ないというふう

にコメントしました」36 

       これは，本来，原発事故前か事故発生から６時間以内に服用すべき

であるところ，既に事故から１週間が経過した現時点では後追いで飲

ませても意味がない，だから時期的不要論というロジックである。 

       しかし，実際に，山下氏はこのような回答をしていなかった。以下

の通り，服用基準に照らして服用不要である旨を回答していたことが

当日の記者会見の記録37から明らかである。 

「安定ヨウ素剤の服用はその場に２４時間滞在すると５０mSv を超え

ると予測される場合になされます。現在の１時間当たり２０μＳｖは

極めて少ない線量で，１ヶ月続いた場合でも，人体に取り込まれる量

は約１／１０のため１ないし２mSv ですので，健康への影響はなく，

 
36 証人調書５９． 
37 甲Ｃ９号証１８頁右段。 
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この数値で安定ヨウ素剤を今すぐ服用する必要はありません」 

       しかも，安定ヨウ素剤の服用の必要性が話題になった前日１８日の

福島県立医大における講話においては，山下氏は上記の２つの理由と

も異なる「ベラルーシはともかく，日本ではヨウ素剤で甲状腺がんを

防げるというのは間違いで，ヨウ素剤信仰にすぎない。」という地理的

不要論の説明を行い38，この点を証人尋問でも認めた39。 

       のみならず，福島原発事故前において，山下氏は，安定ヨウ素剤の

配布について，チェルノブイリ事故の直後，ソ連では安定ヨウ素剤は

配布されず，そのため多くの子どもたちがのちに甲状腺がん等の病気

になったのに対し，隣国ポーランドについて次の通り述べ，安定ヨウ

素剤服用の意義を強調していた。 

「ポーランドにも，同じように放射性降下物が降り注ぎましたが，環

境モニタリングの成果を生かし，安定ヨウ素剤，すなわち，あらかじ

め甲状腺を放射性ヨウ素からブロックするヨウ素をすばやく飲ませた

ために，その後，小児甲状腺がんの発症はゼロです。どうしてでしょ

うか？ 原発の事故が起こると，その大半のプルーム，すなわち環境

中に放出される放射性物質は放射性のヨウ素です。それをいち早く無

機ヨウ素剤を投与することで甲状腺の被ばくをブロックし，その後の

発がんリスクを予防できるのです。その事実を明らかにしたと同時に，

いったん被ばくをした子供たちは生涯続く甲状腺の発がんリスクを持

つということも明らかになりました。」40 

イ 以上のとおり，「安定ヨウ素剤の服用の有無」について４通りの異な

る説明が存在するが，ここから，我々は，科学的な知見について４通

りの異なる説明をする４人の山下氏がいると考えるのではなく，原発

事故前ではポーランドの教訓から一生涯続く甲状腺がんリスクを予防

 
38 甲Ｃ１０５号証の１「プロメテウスの罠」９０頁９行目以下。 
39 証人調書２３５． 
40 甲Ｃ３４号証「放射線の光と影」５３７頁左段１行目 
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するために予防原則の見地から安定ヨウ素剤服用の意義を強調してい

た山下氏が，いざ原発事故が発生すると一転きびすを返し，安定ヨウ

素剤服用の必要性はないという見解にシフトしたが，そのため，その

理由付けがその時々でコロコロ変わってしまったと解するのが最も自

然かつ合理的である。なおかつ，１９日の記者会見で述べた服用基準

に照らして服用不要であるという発言についても，後の取材に「福島

に入ったときには情報がなかったんです。情報といえば福島県立医大

で測定していた空間線量のデータぐらいで‥‥３月２３日にスピーデ

ィの結果を見て，ありゃあーと」41と答えていることからも，この発言

がデータの裏づけがないまま表明されたものであり，科学的知見とは

およそ相容れない無定見，非見識の発言であったことが明らかである。 

 

(6) クライシス・コミュニケーション論について 

ア 山下氏は，自分が福島県民に対してしたのは、平時のリスクコミュ

ニケーションではなく、非常事態時におけるクライシスコミュニケー

ションであったとし、二本松市での講演（５月３日）まではクライシ

スコミュニケーションであったとして（尋問調書８４）、自分の発言内

容を正当化している（丙Ｂ12，尋問調書の４６）。山下氏のいうクライ

シスコミュニケーションが、「情報の共有と共考」を本質的要請とする

リスクコミュニケーションとどう異なるのか、必ずしも明確でないが、

一方的に「白黒の明確なライン」（丙Ｂ12の7頁 8～9頁）を引き、こ

れを分かり易くはっきりとした言葉で説明する（尋問調書の４６）こ

とが必要だと主張しているものと理解できる。 

イ しかし、その主張が，一般のリスクコミュニケーション論とは異な

る特異なものであることは，リスクコミュニケーションについての専

門家の論考（例えば，甲Ｃ１２２の１0３９頁等）をみれば明らかであ

 
41 Ｃ１０５号証の１「プロメテウスの罠」９３頁１２行目以下。 
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る。そもそも，危機時における共考の要素が欠如した一方的な情報の

伝達は「警告」（warning）であり，コミュニケーションの名に値しな

い。 

ウ しかも，山下氏が，県民に提供した情報は迅速な行動を促す性質の

ものではなく，現状に踏みとどまることを慫慂するものであり，危機

時の警告とも全く異なるものである。放射線リスクの知識に乏しかっ

た福島県民が当時抱いていた感情は，不足する放射線の健康被害情報

に関する不安であり，それ以上のパニックに陥っていたわけではない。

正確な健康リスク情報を欲していたのである。しかし，山下氏は，放

射線被ばくの健康リスクについて正確な情報を提供せず，リスク削減・

回避策についての共考もせず，逆に，いたずらに安心情報を振りまき，

従前と同様の生活を続けることを強要した。 

エ それに止まらず，山下氏は県民に嘘の説明をした。県民が，科学者

の肩書を持つ山下氏から説明を受けることを切望したのは，被ばくに

よる健康リスクについての科学的な説明であった。多くの市民は，科

学的な説明を受けて欠如している被ばくについての知識を補充し，そ

の上で避難するのか，留まるのか，どのような生活を送るのかを決し

ようとしていた。科学者の肩書を持つ山下氏の影響力は，自ら被ばく

についての知識を持っていた一部の市民を除き，絶大だった。だから

こそ，山下氏は，科学的に正しい知識を県民に伝える義務があった。

いくらクライシス期であっても，市民に対し，嘘の説明をすることは

絶対に許されない。山下氏が、県民に正しい情報を提供すれば、パニ

ックに陥ると考えたのだとすれば、それは、福島県民を愚弄するもの

である。 

 

４ 結論――被告県の山下発言放置の違法性―― 

(1) これまでに述べてきたところからも明らかであるが，被告県は，本件

事故の実態を正確に把握できないまま，情報のコントール（各種モニタ
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リング情報の非開示，SPEEDI情報の破棄等）と，事故を小さく見せる（過

少化）に意を注ぎ（その結果としての安定ヨウ素剤の不配布），県民には

事態の静観(県外等への避難行動の抑止)を求めていたところ，本件事故

発生から１週間後の２０１１年３月１９日，山下氏と面談した佐藤雄平

県知事は「県民がパニックにならないようにしてくれ》42と要請し，パニ

ック防止のために県民の被ばくリスクへの不安を除去する目的から，長

崎大学医学部教授で放射線医学を専門とする山下俊一氏を被告県の放射

線健康管理アドバイザーとして迎え，福島県の現状は危険でないことの

啓蒙・宣伝活動を依頼した。しかし，このようなパニックの存在は学術

的にも否定され，誤ったリスクコミュニケーションの原因になるとされ

ている（甲Ｃ１２２の１０４１頁）。 

(2) 山下氏は被告県の意向に沿って，前述した通り，同年３月１９日から，

クライシスコミュニケーションの名のもと，放射能の健康被害に関する

科学的知見に著しく反した放射能安全論を県民に振りまき，原告ら県民

に無用な被ばくを浴びせた。県民の被害感情を理解しない軽率な発言を

しばしば繰り返すことにより，原告ら県民の原発被害者としての尊厳や

心情を著しく傷つけた。被告県はこれらの言動を放任したばかりか，５

月には山下氏を県民健康調査検討委員会の座長に据え，正しい救済を求

める県民の感情を逆なでした。 

(3) また，被告県は，県内の空間線量が増大し始めた３月１４日以降，県

立医大医師等の提案を無視して県民への安定ヨウ素剤の配布に消極的な

姿勢を示していたところ，山下氏も，同様に，県内の空間線量や福島原

発の事故状況を無視した安定ヨウ素剤の無用論を振りまき，被告県の方

針を決定づけた。その結果，原告ら県民は安定ヨウ素剤を服用できなか

ったため，甲状腺を放射性ヨウ素からブロックすることができず，無用

な内部被ばくを余儀なくされた。 

 
42 甲Ｃ第３０号証。２枚目右段山下発言。 
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(4) 以上から，山下発言は「県民一人一人が被ばく問題について適切な選

択をするために，県民に放射線に対する正しい知識を伝える」という放

射線健康リスク管理アドバイザーとしての本来の目的から著しく逸脱し，

科学的見解を無視した安全論を振りまき，福島県民とりわけ子どもたち

に無用な被ばくを強いたもので、その違法性は重大である。 

      そこで，これらの山下発言を放置し，或いは安定ヨウ素剤の配布など

で山下発言に決定的な影響を受けた被告県の行為は，県民に原発事故情

報を正しく伝え，可能な限り県民の無用な被ばくを阻止する義務に違反

したものであり，原告ら県民に無用な被ばくをもたらし，その結果，将

来の健康被害に対する不安という精神的被害を負わせたものである。 

 

第３章 原告らが受けた損害 

第１ 損害論総論（原告らが賠償を求めている損害の性質について） 

１ 原告らの主張 

原告らが，被告国と福島県に求める慰謝料は，福島第一原発の原子炉の

運転によって発生，放出された放射性物質の被ばくによる精神的損害（原

子力損害の賠償に関する法律３条１項）に対する賠償ではなく，被告らの

適切な被ばく回避措置により，原子力事業者が放出した放射性物質につい

て無用な被ばくを受けない権利を侵害されたことに対する精神的損害（国

家賠償法１条）の賠償である。 

すなわち，原告らは，原子力事業者の過失により放出された放射線物質

の被ばく及び被ばくの可能性により多大の精神的損害を被ったが，これに

加え，被告らが適切な被ばく回避措置を取らなかったことにより，本来，

回避することができた放射線を無用に被ばくし，もしくは被ばくする高度

の蓋然性がある状況に置かれたことで，精神的損害が拡大した。本件は，

被告らの過失により拡大した精神的損害について，その賠償（一部請求）

を求めるものである。 
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２ 被告国の主張 

被告国は，原告らが主張する損害を，原子力事業者の過失により生じた

損害と同一視するようであるが，次の点で異なっている。 

まず第一に，原告らが無用な被ばくを受けたこと，あるいは原告らの身

に無用に被ばくした高度の蓋然性が生じたことは，原子力事業者の行為に

より生じたことではない。原子力事業者の過失による事故があったとして

も，被告国及び県による適切な住民への情報提供と防護措置が取られてい

れば，原告らが受けた被ばくはより少なかったはずであった。しかし被告

国及び県による義務違反行為（その内容についてはすでに主張した通りで

ある）があったために，原告らは，本来回避することができたはずの被ば

くを回避することができず，そのことによる精神的苦痛を受けるに至った。

原告らの精神的苦痛の源は，原子力事業者による事故ではなく，あくまで

も被告国及び県による義務違反（不作為）なのである。 

第二に，原告らが主張する損害の対象となる権利利益は，あくまでも災

害対策基本法（以下「災対法」という。），原災法及びこれらに基づいて定

められている防災基本計画，地域防災計画等に基づき，原告らが原子力災

害により被災した住民として，被告国及び県から保護され，被ばくを最小

限に止めるべく防護されるべきであるという点にあり，それは原子力事業

者によって守られるべき権利利益とは言えない。 

災対法（平成 23 年 3 月当時）3 条 1 項は，「国は，国土並びに国民の生

命，身体及び財産を災害から保護する使命を有することにかんがみ，組織

及び機能のすべてをあげて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。」

と，災害対策における国の責務を定めている。また同法4条1項は，都道

府県の責務につき，「都道府県は，当該都道府県の地域並びに当該都道府県

の住民の生命，身体及び財産を災害から保護するため，関係機関及び他の

地方公共団体の協力を得て，当該都道府県の地域に係る防災に関する計画
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を作成し，及び法令に基づきこれを実施するとともに，その区域内の市町

村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助

け，かつ，その総合調整を行なう責務を有する。」と定める。このように被

告国及び県は，災害に際して住民の生命，身体及び財産を守るべき重大な

責務を負うのであって，原子力災害において住民の被ばくを最小限に防護

すべきことは，その重要な内容である。原災法は言うまでもなく，災対法

を一般法とした原子力災害に関する特別法であり，「原子力災害から国民の

生命，身体及び財産を保護すること」（原災法1条）は，具体的に，現実に

原子力災害が発生した場面に即していえば，被災者の被ばくをできる限り

少なくすることがその重要な要素となっていることは当然の理である。 

このように，原災法とそれに基づいて定められる防災計画，地域防災計

画等は住民の被ばくを最小限にするための具体的な手段として，現実の原

子力災害に際して国や県が行うべき内容を定めたものである。ところが被

告国及び県は，これらに反して，原告らが指摘する，情報の隠蔽等の重大

な義務違反行為ないし不作為を行ったものであった。 

原告らはこれらの，被告国及び県の義務違反ないし不作為により受けた

損害について，賠償を求めているのである。 

 

第２ 原告らが受けた具体的な損害の内容と違法行為との因果関係について 

１ 原告らの陳述内容  

(1) 原告らの陳述書の内容 

原告らが提出している陳述書の内容は，すでに原告準備書面（18），同

（20），同（27）及び同（53）で，被告国及び県の違法行為ごとにまとめ

て述べたとおりである。念のために改めてその大まかな概要を別表の通

り整理して記載しておく。 

また，原告１の3は，新たに原告代理人からの電話聴取に答えて，次

のとおり述べている。 
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「私は，母から，何度も「山下先生が言っているのだから間違いない。

放射能を気にする必要はない。」と言われました。高名な学者が言ってい

ると言われると，私がそれに反論するのは困難でした。（中略）避難先で

つらいことがあっても，夫や母のサポートがあれば頑張れたかもしれま

せんが，夫だけではなく，母まで放射能安全宣伝を信じ，私を全く支援

してくれなかったので，全面的な避難できませんでした。山下氏の言動

は，私の子供たちに無用な被ばくをさせてしまったことに影響を与えて

います。」（甲F１の３の2） 

このように，原告１の3は，山下俊一氏が講演活動の中で避難や放射

線防護の必要性を否定したことにより，無用な被ばくを余儀なくされ，

損害を受けており，両者の間に因果関係があることは明白である。 

(2) 原告本人尋問の内容 

ア 原告28の 2 

(ｱ) 原告 28 の 2 の陳述書及び尋問の内容は概ね次のとおりである

（甲F28の 2，原告28の 2本人尋問の結果） 

原告28の 2は，本件事故当時，浪江町に妻，長男（原告28の 1，

当時５歳）とともに在住していた。原告28の2が女川原発に出張中

に本件事故が起き，3月15日になってようやく妻子と連絡が付いた

が，その間，妻子は被ばくの危険について何の情報もないままに 3

月12日から15日までの間，線量の高い津島地区に避難して被ばく

を余儀なくされた。原告28の 1は，被ばくの危険性や当時の津島地

区の線量等について何の情報もなかったために，津島地区に避難し

ていた際，雪を口に入れたり，井戸水を飲んだりして生活した（原

告28の 2本人調書・7頁）。 

浪江町は3月15日に全町避難となり，原告28の 2の妻子は茨城

県古河市の親族のところに再度避難し，そこに原告 28 の 2 も合流

し，２週間ほど滞在したが，原告28の 2は 3月 25日から二本松市
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に移動ししばらく車上で生活していた。その後 4 月 11 日に猪苗代

町に避難先が確保できてから家族を呼び寄せ，9 月に福島市飯坂町

の借り上げ住宅に入居が決まり，その後現在に至るまで飯坂町に居

住している。 

事故前，家族は皆健康であったが，事故後半年ほどしてから，原

告28の 2本人は月に1，2回，顔を洗おうとして下を向くと鼻血が

出るようになりそれが 2 年ほど続いた。また原告 28 の 1 は事故後

風邪を引きやすくなり，月に1，2回風邪を引くということが2年ほ

ど続き，病院では免疫低下であると言われた（同調書・15頁）。 

(ｲ) 被告国及び県による違法行為と原告28の 2が受けた損害との因

果関係について 

ａ 情報隠蔽行為により受けた損害 

前記のとおり，原告28の 2の長男である原告28の 1は，何の

情報も与えられないままに，放射性プルームの通り道となった津

島地区に 3 月 15 日まで避難し，避難先でも情報がないために幼

い原告 28 の 1 は戸外で遊び雪を口に入れ，また井戸水を飲用に

用いるなどして，そのために無用な被ばくを受けており，そのこ

とによる不安を抱えて生活せざるを得ない。これが，被告国及び

県から情報が与えられなかったことによる損害であることはあ

まりにも明白である。 

SPEEDIが3月12日から15日にかけての放射性プルームの拡散

状況を正しく予測していたことは，児玉龍彦氏が本件に提出した

意見書に詳しく検証されている（甲Ｃ45の 1）。意見書で児玉氏は

現実の資料を検証した上で，ERC からの依頼により行われた

SPEEDI予測計算から「（12日）17時の浪江町，19-20時の南相馬

での線量上昇の可能性が十分な精度で予測できる」と指摘してい

る（甲Ｃ45 の 1・24 頁）。また 15 日から 16 日にかけての線量上

昇についても，「15 日かの大放出から翌日朝には高線量地区を精
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度よく予測できており，浪江町や飯館町の 20Km 以遠の住民の避

難に早期に応用できていたはずである」と指摘している（同）。そ

れにも関わらず，SPEEDI情報は当時公開されず，浪江町等の原発

周辺自治体にも知らされなかったものであり，その隠蔽は犯罪的

でさえある。 

原告28の 2は，「（事故について）思い返してみて一番悔しいと

か残念に思うこと」を問われて，「（妻子が）津島地区に逃げたこ

と。今も帰還困難区域で汚染もひどく，線量も高い，人が帰れな

い区域となっております。私のふるさとでもあるんですけども，

そこでベントしたことを隠され，それがプルームとなって飛んで

いったのをスピーディは予測していたわけですね，飛んでいくこ

とを。そのベントもスピーディも両方隠されて，波江の町民は被

ばくさせられました。悔しい。」と供述している（同調書・15〜16

頁）。 

ｂ 安定ヨウ素剤を配布せず，服用させなかったことについて 

前記のとおり，原告 28 の 1 ら浪江町住民は本件事故により高

線量の汚染を被っているが，安定ヨウ素剤の配布・服用指示も行

われなかった。原告28の 2 は，3月 12 日に 2号機のベントが行

われた事実を指摘し，ベントするのであれば住民にそれを事前通

告し，住民には安定ヨウ素剤を服用させるべきであったと指摘す

る（同調書・13 頁）。それらを全て怠った被告国及び県の違法な

行為は，決して許容されてはならない。 

なお，原告 28 の 1 が高線量の津島地区に避難しながらも安定

ヨウ素剤の服用をしておらず，このことが特に同人とその父であ

る原告 28 の 2 の不安を大きくしていることについては，既に本

書面第2章第2・4（6）でも指摘したところである。 

ｃ 集団避難問題 

前記のとおり，原告28の 2とその家族は3月15日，浪江町が
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全町避難となりいったん茨城県古河市の親族宅に避難し，その後

原告 28 の 2 がしばらく車上生活をするなどし，家族で避難でき

るようになったのは4月に入ってからであった。この間，原告28

の 2は車上生活で，車のボディが多量のスギ花粉で黄色くなるよ

うな中で生活せざるを得なかったが，これが後の体調不良の原因

ではなかったかと述べている（同調書・15頁）。 

被告国及び県が集団避難の措置を取っていれば，原告28の 2は

このように長期間にわたって家族と離れて暮らすことも車上で

被ばくすることもなかったはずであった。 

イ 原告４の3 

(ｱ) 原告 4 の 3 の陳述書及び尋問の内容は概要次のとおりである

（甲F4の 3，原告4の3本人尋問の結果）。 

原告4の3は，本件事故当時福島市内に母，長男（原告4の1，

当時満７歳）及び次男（同 4 の 2，当時満４歳）らと居住してい

た。 

原告4ら家族は，震災直後，水が出なくなったために井戸水を

分けてもらって飲用に使用したり，3月15日から翌日にかけて郡

山のホテルに家族で一泊した。当時，郡山付近は高い放射線量が

計測されていたが，原告 4 ら家族はそのような認識はなかった。 

2011年 4月下旬頃から，次男が鼻血を出すようになり，その後

長男も鼻血を出すようになった。今までにそのようなことはなく，

特に次男はほとんど毎日のように鼻血を出すようになり，子ども

たちは二人とも食が細くなり，夜も眠れないようになり，体重が

減り，顔色も悪くなってきた。次男は口の端が切れてその痛みで

物が食べられないということが起きた。長男も体に発疹のような

ボツボツができて皮膚科に診てもらっても原因は不明であった。 

原告4の3は，子どもたちの健康がすぐれないため，反対する

祖母を説得して 2011 年 6 月から 8 月まで，祖母に子どもたち二
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人を山梨県に連れて行って保養させた。すると二人とも鼻血が止

まって元気になり，祖母もそれを見て，鼻血が止まっておばあち

ゃんも本当に安心した，あのときはごめんね，と言ってくれた。

ところが子どもたちは福島に戻るとまた鼻血が出るようになり，

原告4の3自身も，偏頭痛などが起きるようになった。このため，

2014年秋ころ，新潟への母子避難を決意して一時新潟に移住した

が，移住先の近隣住民に，「あなた，いつ引っ越してくるの？ あ

なたが来る前に，私たちここを引っ越しますから」と心ない言葉

を投げられたり，転校先の学校長に「「おかあさん，この学校に入

るかぎりは覚悟してくださいね。福島では，お子さんの体調が良

くなかったのかもしれないけれど，こちらに来たらそういうこと

を言わないでください。鼻血が出るとか，体調が悪いとか，そう

いうことを言ってもらっては困ります」などと言われたりする中

で，避難生活を続けることが困難になり，止むを得ず，避難生活

をやめて福島市に戻り，現在に至っている。 

原告 4 の 3 の自宅周辺は線量が高かったため，平成 25 年 3 月

頃に除染されているが，除染時に出た汚染物等はフレコンバッグ

約50袋に詰められて，平成29年夏に撤去されるまで自宅の庭に

埋められたままだった。 

(ｲ) 被告国及び県による違法行為と原告 4 の 3 が受けた損害との因

果関係について 

ａ 情報隠蔽行為により受けた損害 

前記の通り，原告4らは，高い放射線量が記録された3月15日

頃，家族で郡山市のホテルに行き，一泊している。この時，もし

も当時高い線量が記録されていることやその線量の持つ意味，放

射線防護の必要性についての正しい情報が被告国及び県から伝

えられていたなら，原告 4 らが郡山に出かけることはなかった。

被告国及び県が情報を伝えなかったために，原告4らは事故後に
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無用に被ばくし，大きな不安を抱いて生活せざるを得ないことと

なったのである。原告4の1，2らは，本件事故後，それまでに出

したことのない鼻血を出すようになり，健康に不安を抱えている。

2011年6月に山梨県にいったん出た際には元気になっているがそ

の後福島市に戻ってからはまた体調が悪化しており，特に次男は

現在，学校に通えない状況となっている。 

ｂ 安定ヨウ素剤を配布せず，服用させなかったことについて 

原告4らは，安定ヨウ素剤の配布，服用によって子どもたちは

無用な被ばくを免れることができたはず，という不安を払拭でき

ないままに生活せざるを得ず，放射線被ばくによる健康被害が今

後どのような形で現れるかもわからない，という大きな不安を抱

えて生活せざるを得ない。 

原告4らが，被告国及び県が安定ヨウ素剤を配布せず，服用さ

せなかったことによる被害を受けていることは明白である。 

ｃ 学校再開問題・２０mSv問題 

原告4らは，2011年 6月からいったん子どもたちが山梨県に一

時的に移転したが，8 月の夏休み終了に合わせて福島市に戻らざ

るを得ず，福島市内の自宅で被ばくの不安，健康不安を抱きなが

らの生活，除染により出た汚染物が庭先に埋まっている自宅での

生活を余儀なくされた。これは被告国及び県が，２０mSv 以下で

あれば問題ないとして学校を再開させたためであり，それがなけ

れば原告4らはそのような不安を抱える生活を余儀なくされるこ

とはなかったのである。 

ｄ 集団避難問題 

原告4らは，2012年秋ころいったん新潟に母子避難したものの，

移転先の周囲の無理解によって避難生活を断念せざるを得なか

った。被告国及び県が，避難を望む住民に対して避難生活が可能
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なように保障していればそのような無理解が起こることはなか

ったはずである。原告4の3は，今でも避難できるものであれば

避難したい，経済的に安定しない人や健康不安を抱える人を行政

は助けてもらいたい旨を述べている（原告4の3本人調書17頁）。

被告国及び県が集団避難措置を怠ったがために原告4の3が抱え

ている不安は，極めて深刻である。 

 

ウ 原告31の 4 

(ｱ) 原告31の4の陳述書及び尋問の概要は次のとおりである（甲F31

の 4，原告31の 4本人尋問の結果）。 

原告31の 4は，本件事故当時，夫（原告31の3），長女（同31の

1），次女（同31の 2）とともに福島市渡利地区に居住しており，事

故直後の3月17日には長男（原告31の 5）が出生している。 

原告31ら家族は，事故後，テレビ報道で原発の津波被害を知った

がそれ以上の情報が得られず，政府からの「直ちに危険ではない」

という説明が繰り返されていたため，無防備な生活をしてしまい，

長女と次女を 3 月 18 日に静岡に避難させるまでの間，給水車に並

ばせたり日用品を買いに並んだりさせてしまった。特に高線量が記

録されていた 15 日にも警戒することなく，伊達市の実家にお風呂

をもらいに行って長時間外での活動をしてしまった。 

原告31の 4は，17日に長男を出産し，4月12日には静岡に避難

していた娘たちが福島市に戻るが，4月30日に当時の内閣参与であ

った小佐古氏が記者会見で２０mSv 基準で学校再開することに涙な

がらに抗議して辞任を表明したことに衝撃を受け，避難を決意した。

そして5月末に子ども3人を連れて埼玉県川越市のおじの家に避難

するが，子どもたちが騒ぐので10月に転居し，3年ほど母子避難生

活を続けた。しかし，「自主避難者」として扱われて支援も受けられ

ず経済的にも精神的にも負担が大きいため，2014年 4月，自宅の除
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染が終わり，次女の小学校入学を機会に，それ以上避難生活を続け

ることを断念して福島市に戻っている。 

子どもたちは 3 人とも甲状腺検査で嚢胞が見つかっているほか，

原告 31 の 4 自身も約 3 年ほど前に疲れやすさを感じて検査したと

ころ，橋本病と診断されている。 

(ｲ) 被告国及び県による違法行為と原告31の 4が受けた損害との因

果関係について 

ａ 情報隠蔽行為により受けた損害 

前記のとおり原告31の 1，2が福島市から避難したのは3月18

日になってからであり，その間，原告31の 4は，娘たちを給水に

並ばせるなど戸外で長時間過ごさせ，高線量が記録された 15 日

にもそのことを知らなかったために，伊達市の実家に風呂をもら

いに行って長時間外で過ごしてしまった。原告31の 4は，「大分

たってから，新聞等で，15日は福島市に放射線物質が一番飛んだ

日だと知って，あぜんとしました」と供述している（同人本人調

書・4〜5頁）。 

また，付近の線量やその危険性，放射線防護の必要性について

何らの周知がされなかったため，原告 31 の 4 は 4 月に娘たちが

福島市に戻った後，娘たちの幼稚園の園庭に長男（原告 31 の 5）

を連れて行き，園庭の地面にベビーシートごと降ろしていたが，

後に園庭の線量が高かったと知り，「そんな（線量の高い）ところ

に生まれたばかりの赤ちゃんを，しかも，地面に置いてしまった，

すごく申し訳ないことをしてしまったと罪悪感を感じてます」と

供述し（同調書・9頁），当時情報が隠蔽されて危険性を知らされ

ていなかったために，大きな精神的苦痛を受けていることを吐露

している。 

上記のような原告 31 の 1，2 の 17 日までの間の被ばくや，原

告 31 の 5 が受けた被ばくは，正しい情報が適時に伝達されてさ
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えいればしなくて済んだはずの無用な被ばくであり，これにより

原告 31 らは大きな不安，苦痛を抱えながら生きていかざるを得

ないのである。 

ｂ 安定ヨウ素剤を配布せず，服用させなかったことについて 

上記のように原告 31 らは，情報が伝達されず無用な被ばくを

受けているからこそ，安定ヨウ素剤を事故直後に服用していない

ことによる不安も大きい。現に子どもたち3人とも嚢胞が発見さ

れていること，原告31の 4自身も，因果関係がはっきりしないと

はいえ，橋本病と診断され服薬していること等，安定ヨウ素剤の

配布・服用がなかったことにより原告 31 らが受けている精神的

不安・苦痛は大きく，深刻である。 

ｃ 集団避難問題 

被告国及び県が，集団避難措置を怠ったため，原告31らは埼玉

県に3年ほど避難したものの区域外からの「自主避難」として扱

われて，経済的に非常に厳しく辛い生活を強いられ，避難生活を

切り上げて福島市渡利地区が高線量であることを知りつつも戻

らざるを得なかった。このような経済的な困難や不本意な避難生

活の断念は，被告国及び県が適切な集団避難措置を講じていれば

受けなくて済んだはずのことであり，手段避難が行われなかった

ことにより受けた損害である。 

 

エ 原告17の 2 

(ｱ) 原告17の 2の陳述書と本人尋問の内容は次のとおりである（甲

F17の 2，，同2の1，原告17の 2本人尋問の結果）。 

原告17の 2は，本件事故当時，郡山市，福島市，いわき市で介護

事業所を運営する会社の役員であり，郡山市に妻，長男（原告17の

1）ら家族3名で居住していた。 

3 月 11 日以降，原告 17 の 2 は自社の介護事業所の復旧に追われ
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ていた。この当時原告17の 2は，「本当に危なければ国や自治体が

避難勧告を出すだろう」との望みを抱いていた。しかし二度三度と

重なる原発の爆発をみて，3月15日夜にはいわき市の事業所に取り

残された高齢者を福島市の事業所に車で避難させたが，原告17の 2

は，後日，その夜に放射性物質が大量に飯館村，福島市方面に流れ

ていたことを知り，今もやりきれない思いである。 

原告 17 の 2 は，3 月 19 日の業務終了後，車で妻子を高崎市の実

家に連れて行って避難させた。しかし春休みが終わるため3月28日

には再び妻子を郡山市に戻した。妻子が戻って間もなく，原告17の

2 は，山下俊一氏が「このくらいの放射能は怖くない。窓を開けて

も，洗濯物を干しても問題ない」と言っているのを聞き，それを信

じて，妻に「今日から解禁だ」と宣言して地元の野菜を買いに行き，

その後1週間ほど窓を開けて生活し大人は地元の野菜を食べる生活

をした。しかしインターネット上で山下氏の発言と相反する情報に

触れる中で不信を募らせ，再び家を締め切り，出来るだけ子どもを

外に出さない生活に戻った。 

原告 17 の 2 は，4 月 19 日の文科省の２０mSv 通知を知り，国民

に対する裏切りであると感じた。その後5月31日，原告17の 2は，

市民が子ども達の被ばく低減を求めて交渉する場に行き妻と交渉

を傍聴した。妻はその帰りの車の中で「福島県は，同じ福島県人な

ので，自分たちを絶対守ってくれると信じていたけど，そうでない

ということを感じた，とても残念だけれども，お父さんが言ってい

るように，ここから避難してほかの土地を探そう」と述べ，原告17

の 2はそれを可哀想と思うと同時にそのとおりだと思った（同人本

人調書14頁）。 
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その後，6 月にガイガーカウンターを購入して自宅付近を計測し

てみると自宅前の庭は1.5μSv/時，子どもの寝室は0.4〜0.5μSv/

時あり，愕然とした。原告17の 2はこのように自身で測定した放射

線の値をみて，避難を決意し，8月11日に静岡県に避難して現在に

至っている。 

原告 17 の 1 は，事故後に甲状腺に 2 ミリ以下の嚢胞が二つ見つ

かっており，原告 17 の 2 には 5〜10 ミリの嚢胞が二つ見つかって

いる。また原告 17 の 2 の妻は橋本病の疑いがあると指摘されてい

る。 

(ｲ) 被告国及び県の違法行為と原告17の 2が受けた損害との因果関

係 

ａ 情報隠蔽行為により受けた損害 

原告17の 2は，前記の通り，大量の放射性物質が拡散した15日

の夜に，それを知らなかったために高齢者をいわき市から福島市へ

移動させるなどして自身や高齢者を被ばくさせてしまい，また家族

も 19 日までは郡山市に留まらせてしまった。正しい情報が知らさ

れていれば，原告 17 の 2 とその家族はこのような行動を取って無

用な被ばくをすることがなかったことはもちろんである。原告17の

2は，このことについて，「そのときに分かっていれば，当然そちら

の方向に向かわない」（同人本人調書5頁）「今もやりきれない」（甲

F17 の 2，4 頁）と述べている。原告 17 の 2 が，日本の公衆の追加

被ばく線量が年間 1mSv であることを知ったのも事故後 3 ヶ月後で

あった。 

住環境の線量やその具体的な危険性について国や福島県から正

しい情報が伝達されていれば原告 17 の 2 は即座に避難を決断でき

たはずであり，その情報提供がなかった故に，静岡県への避難をす

るまでの間，無用な被ばくをさせられ，そのことにより大きな不安，
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精神的苦痛を受けた。 

ｂ 安定ヨウ素剤を配布せず，服用させなかったことについて 

原告17の 1と 17の 2は本件事故後に東京都内の民間医療機関で

検査を受けたところ，甲状腺に嚢胞が発見されているほか，原告17

の 2の妻も橋本病の疑いがあると診断されており，大きな健康不安

を抱えている。上記のように最も放射線量の高い時期に放射線の高

い場所で生活していた原告17らは，安定ヨウ素剤の配布，服用を受

けていれば不安は緩和されているはずであるがそれが行われなか

ったために今後健康不安を抱えながら生きなければならないとい

う深刻な苦痛を受けている。 

ｃ 学校再開・２０mSv問題 

原告 17 の 2 は，春休みの終わりに合わせて妻子を高崎市の避難

先から郡山市に戻し，長男を幼稚園に通園させたが，これは被告国

及び県が２０mSv という高い基準で学校を再開させたためであった。

原告17の 2は，6月以降にガイガーカウンターを入手して周辺の線

量を測定し，自宅も含めて高線量であることを知って愕然とし，避

難を決意するがその間，無用に被ばくさせられてしまった。 

ｄ 集団避難問題 

上記の通り，原告17らは，妻子が3月19日にいったん避難して

いるものの 3 月 28 日には郡山市に戻っており，その後 8 月に静岡

県内に避難するまでは，週末に会津，新潟，山形，東京，埼玉，静

岡などに出かけるという生活をせざるを得なかった。被告国及び県

が集団避難をさせていれば，原告 17 らはこのように点々とする生

活をせずに済んだはずであるし，郡山で無用に被ばくを受けること

もなかったはずであった。 

e 山下発言問題 

上記の通り，原告17の2は，山下氏の「これくらいの放射能は怖
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くない」という発言を聞いてこれを信じ，1 週間の間は窓を開けて

生活したり地元産の野菜を食べたりして生活した。それまでは，原

発の三度にわたる爆発で本当にここにいて良いのか，と内心では不

安に思っていたが，山下氏が「これくらいの放射能は怖くない」と

断言したのを聞き，藁にもすがる思いでそれに飛びつき，「今日から

解禁だ」と妻に宣言して，防護の努力をやめてしまい，それにより

無用な被ばくをさせられてしまった。まさに山下氏の発言による直

接の被害者である。 

原告17の 2は，山下氏の発言について「山下さんが子供たちの命

よりも先に経済やこの国を守ろう，多少の命が犠牲になっても仕方

がないということを考えて行動したのであれば，それはとても許し

難い」と供述している（同人本人調書12〜13頁）。 

 

オ 原告50 

(ｱ) 原告50の陳述書と本人尋問の内容は次のとおりである（甲F50，

原告50本人尋問の結果）。 

原告50は，本件事故当時，義父母，夫，当時高校1年生の長女と

川俣町内に居住しており，長女は福島市内の高校に通い，弓道部に

所属していた。 

2011年 3月末頃，長女に，4月から学校が再開するので部活動も

再開するとの連絡が入り，原告 50 は学校の様子を見に行ってみた

ところ，野球部員がまだ除染もされていないグラウンドで腕立て伏

せをしたり，生徒たちが自分たちでグラウンドをならしたりしてい

た。放射線の危険性について若干の知識があった原告 50 はこれに

驚いて教育長に面談や申し入れをして安全確認後に学校を再開し

てもらいたいと要請したが，文科省から言われているなどとして受

け入れられず，学校に要請をしてもそんなことを言っているのはあ



 

147 

 

なただけ，と言われるだけであった。弓道部の部活の顧問の先生に，

弓道部の屋外の練習場所を変更してもらったが，後で実はその場所

は極めて線量が高い（毎時 3.8μSv）ところであったことが判明し

た。 

事故直後は住環境の線量がわからず，5月中旬頃になって原告50

はようやく線量計を知人から借りて川俣町から福島市への通学路

を測定してみたところ，最低でも毎時 3.8μSv，高いところは毎時

5μSvあることがわかり，自宅で採れたサクランボの線量は180Bq/

ｋgであった。 

このような数字を知って原告 50 は避難を決意し，長女が夏休み

になるのを待って山形県米沢市に避難したが，長女が大学進学で東

京に行ったのちの 2018 年，経済的にも精神的にも避難生活の負担

が極限であったため，避難生活をやめて川俣町に戻った。 

長女は避難する前から鼻血が出るようになり，県民健康調査で 1

回目はA2，2回目はB判定で，甲状腺に5.1ミリを超える結節が見

つかり経過観察となっている。避難に際して長女は転校するのを嫌

がったため，米沢から長時間かけて車で送迎する生活は原告 50 に

とっては大きな負担であった。長女は避難当初，「自分だけ」との思

いがあり原告50と軋轢があったが，今では「お母さんの選択は正し

かった」「避難してくれてありがたい」と言ってくれるようになった。 

(ｲ) 被告国及び県の違法行為と原告50が受けた損害との因果関係 

ａ 情報隠蔽行為により受けた損害 

原告50が長女とともに山形県に避難したのは，原告50が知人

から借りた線量計で周辺環境の線量を実際に計測してそれを知

った後であった。原告50は，「正確な数値だとか，もっと危険だ

ということがあれば，やっぱり子供を守るために遠くに行ったと

思います」と述べる（原告50本人調書５頁）。住環境の線量やそ

の具体的な危険性についての正しい情報が伝達されていれば原
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告 50はより早く避難できたはずであり，それがなかった故に，山

形市への避難をするまでの間，無用な被ばくをさせられ，そのこ

とにより大きな不安，精神的苦痛を受けている。 

ｂ 安定ヨウ素剤を配布せず，服用させなかったことについて 

原告50の長女は安定ヨウ素剤を配布されず服用もしていない。

原告50は，「家族に安定ヨウ素剤を飲ませたいと思っていました」

「安全が確保されていないのだから,せめて安定ヨウ素剤くらい

は平等に配って欲しかったと思っています」と述べている（甲F50，

５頁）。安定ヨウ素剤を飲むことができなかった原告50の長女は，

甲状腺に結節が見つかっている。原告50は，事故当時，長女に安

定ヨウ素剤を服用させたくても，被告国及び県が配布しなかった

ためにそれができず，そのことにより長女の今後の健康に大きな

不安，精神的苦痛を受けさせられているのである。 

ｃ 学校再開・２０mSv問題 

原告 50 は，学校の再開前に安全を確認するように行政や学校に

要請を行ったがそれは受け入れられなかった。原告 50 の申し入れ

に対し，行政側は，「文科省の方から，通常どおりに学校を再開する

と，そういうのが来ているから，それに従うしかない」との態度で

あったと言い，また学校もそんなことを言うのはあなただけ，との

言い方であった（甲F50・１頁，原告50本人調書６頁）。 

このようにして原告50の要望は全く受け入れられず，原告50の

長女は被ばくする恐れの大きな環境で通学をせざるを得なかった。

これが２０mSv までの被ばくを許容して学校を再開させた被告国及

び県の違法行為によるものであることは明らかである。 

ｄ 集団避難問題 

原告50は，長女との避難に際し，誰も他に避難していない，なぜ

自分だけが避難しなければいけないんだという長女との葛藤があ

り，ギリギリのところで通学可能な米沢市を避難先に選んだが，長
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距離を自動車で送迎することには多大な負担が伴った。 

このような非難に伴う家族間の葛藤や避難後の生活の多大な負

担は，行政において避難を希望する人々を援助し，希望者が避難で

きる政策を取ってさえいれば避けられるはずだったのであり，集団

避難措置を取らなかったことによる原告 50 の損害は極めて大きな

ものであった。 

 

２ 原告らの陳述内容の整理と違法行為との因果関係 

以上，原告らの陳述書や尋問から，原告らが受けた無用な被ばくとそれ

により受けている不安，苦痛の内容は概ね以下のように整理することがで

きる。 

(1) 適切な情報があれば避難できたはずであったのに，情報が得られなか

ったために避難できなかった原告ら。 

原告らは一様に，被告国及び県が本件事故当時に，原告らが生活する

地域周辺の放射線量やその数値の意味する危険性や放射線防護の方法や，

SPEEDI予測計算結果など，原子力災害に関する重要な情報が伝達されて

いれば，避難や適切な防護措置をとることができたはずであったのに，

情報が伝達されなかったために，無用な被ばくを受けたことを主張して

いる。 

典型的な例は，3月15日まで浪江町津島地区に避難した原告28の 1，

3である。浪江町町民は，SPEEDI情報が公開されてさえいれば，高線量

が予測された津島地区ではなく，より線量の低い地区へ避難していたは

ずであったが，SPEEDI情報が公開されず，浪江町にも伝えられなかった

ために原告28の 1，3を含む浪江町住民は無用な被ばくにさらされた。 

特に3月15日から福島市，いわき市，郡山市など各地で高線量が観測

されているが，そのことを知らずにいたために多くの原告らは避難や適

切な防護措置を取ることができなかったのであり，このことにより多大

な損害を被っている（詳細については，原告準備書面（18），（20），（27）
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及び（53）で主張したとおり）。 

(2) 適切な情報があれば行わなかったはずの行動（被ばくの疑いのある場

所や屋外で過ごしたり，汚染されている可能性の高い食物や飲料水を摂

取したりなど）をしてしまったことを後悔する原告ら。 

また，被告国及び県が生活環境の放射線量（SPEEDIによる予測計算結

果を含む）やその危険性を原告らに周知させなかったことによって，原

告らは，もしもその危険性を知っていたなら行わなかったような行動を

とり，そのことにより，本来は受けなくて済んだはずの無用な被ばくを

しており，そのことにより今も不安と後悔に苛まれている。 

すでに述べたように，原告本人尋問において，原告 51 は，3 月 15 日

に福島市で急激に放射線量が高くなっていたのにこれを知らずに伊達市

の実家に風呂をもらいに行くなどして子どもを長時間戸外で過ごさせて

しまっており，後に当時の放射線量を知って「あぜんとしました」と供

述する。またその後もしばらく放射線量やその危険性を知らずにいたた

め，4 月頃に生まれたばかりの長男を長女の幼稚園の園庭の地面に下ろ

して過ごし，そのことについての罪悪感に今も苦しんでいる。 

また，原告13の 4は，3月12日，13日と子どもを連れてスーパーの

買い出しに並び，4月頃には祖母の家で取れた筍を家族で食べているが，

情報があれば子どもをスーパーの列に並ばせるようなことはしなかった

と述べ，また筍を食べたことについても大変後悔しており，今でも胃が

痛くなるという。 

その他にも，「飯舘村の浄水場から送られる水道水や井戸水を飲んでし

まった」（原告6），「これくらいの放射線なら大丈夫という山下俊一氏の

発言を信じて，1週間くらいは窓を開けて生活し，地元の野菜を食べた」

（原告17），「線量が高いという認識はなく，郡山市は安全な方だろうと

思い，マスクをすることもなかった」（原告 55），「友人宅にお世話にな

るからと，家の畑の野菜を車にたくさん積んでいき，それを皆で食べて

しまった」（原告 58），「子どもたちを何度も外に連れて行き，雨にも打
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たれてしまった」（原告 65），「子どもを連れ出して戸外で座って遊んだ

りした」（原告 16），「近くの小川まで５歳の子どもを水汲みに生かせた

り，事故後1ヶ月くらいは全く無防備に暮らし，子供も家の外に出して

いた」（原告 29），「子どもを戸外の水汲みの列に並ばせたり，トイレ用

に阿武隈川の水をもらったり，墓参りに子どもたちを信夫山に連れ出し

たりした」（原告54）等，原告らは主張している。原告らは，正しい情報

が開示されていたら決して行わなかったであろう当時の行動を今も後悔

し，またそのことにより受けた無用な被ばくが，自らや家族になんらか

の健康影響をもたらすのではないかという，精神的苦痛を受けているの

である。 

(3) 安定ヨウ素剤の配布，服用がなされていれば服用したはずであるのに

それをしなかったことを不安に感じる原告ら。 

現実に自らや家族に何らかの症状や甲状腺の異常がある原告も多く，

原告らの不安には相応の根拠がある。適切な時期に安定ヨウ素剤の配布・

服用を受けていないことそれ自体が，原告らに，本来安定ヨウ素剤を服

用していれば防ぐことができたはずの甲状腺被ばくを受けているのでは

ないか，との精神的苦痛をもたらしている。そして現実に甲状腺に結節

や嚢胞が発見されたり，あるいは事故後に自らや家族に，今まではなか

った鼻血などの身体症状が実際に現れたりしている原告は数多い。 

本件事故後，自らや家族が鼻血などの身体症状を訴えている，あるい

は甲状腺検査で嚢胞等が発見された等と具体的に述べているのは，次の

原告らである（以下，原告ら準備書面（18），（20），（27）及び（53）に

記述した順による。）。 

ア 原告 1（原告 1の 1，2は A2 判定。原告1の 1は大量の鼻血と喘息

の悪化，白血球の減少，皮膚病や倦怠感。原告1の2は頭痛と倦怠感

を訴える。母親（1の3）も「下肢機能不全症」で睡眠障害がある） 

イ 原告4（原告4の1，2の鼻血，食欲不振，湿疹などの体調不良。原

告4の3も体調不良となり杖歩行となった） 
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ウ 原告6（原告6の1に嚢胞） 

エ 原告13（嚢胞，長女と次女は足の痛みを訴え立てなくなることがあ

った） 

オ 原告17（長男と父に嚢胞） 

カ 原告24（原告24の 1の下痢，吐き気，以上な鼻血。原告24の 2は

膠原病の診断を受けた） 

キ 原告26（子ども3人（原告26の1〜3）に嚢胞，母親（26の 4）に

結節。原告26の 2，3は血液検査でサイログロブリン値に異常があっ

た） 

ク 原告28（原告28の 1は風邪をひきやすくなる。原告28の 2は鼻血

が出ることが続いた） 

ケ 原告 30（原告 30の 1，2は頻繁に鼻血が出る。原告 30の 1 は嚢胞

が見つかり，尿中からセシウムが検出された。） 

コ 原告 55（長男が事故後アトピー性皮膚炎となり，倦怠感を訴えた。

長男はホールボディカウンターでセシウム１３７が検出された） 

サ 原告36（子どもたち（原告36の1，2）は病気がちになり，アレル

ギー症状が出やすくなった。父親（36の 3）に嚢胞と結節がみつかる。

3人とも尿中から放射性セシウムが検出された） 

シ 原告 43（43 の 4 に嚢胞，43 の 5 に甲状腺の腫れ），原告 56（原告

56の 2が 2011年 5月頃，2回続けて大量の鼻血を出した） 

ス 原告61（娘2人が半年に一度くらい鼻血を出すようになった） 

セ 原告62（長男に嚢胞が見つかり，蓄膿症の診断を受けた） 

ソ 原告69（原告69の 1は A2判定。甲状腺機能低下症と診断され，体

力が低下し風邪を引きやすくなった） 

タ 原告16（原告16の 2，3に多発性嚢胞） 

チ 原告38（原告38の 3は A2判定） 

ツ 原告41（原告41の 3，4は A2判定） 

テ 原告64（三男に2ミリの嚢胞） 
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ト 原告65（3人の子どもはいずれもA2判定） 

ナ 原告68（長男の甲状腺に5ミリ弱のしこりがみつかる。長男は事故

後極度の眠気を訴えたほか，長女は円形脱毛症と診断された） 

ニ 原告3（長男，次男の鼻血，長男はA2判定） 

ヌ 原告 12（原告 12 の１に嚢胞が見つかり，原因不明の頭痛や腹痛を

訴える） 

ネ 原告20（原告20の 1と 3に嚢胞が見つかり，倦怠感を訴える） 

ノ 原告23（息子に嚢胞がみつかる） 

ハ 原告29（原告29の 1は A2判定。声枯れの症状もある） 

ヒ 原告40（原告40の 4は事故直後に大量の鼻血を出した） 

フ 原告54（娘はA1判定，息子はA2判定） 

ヘ 原告59（事故後，子どもたちが病気がちになった） 

ホ 原告70（子どもたちが避難先で経験したことのないような大量の鼻

血を出した。原告 70 の 2 は A2 判定。原告 70 の 3 も肋膜炎，気管支

炎糖尿病など体調不良）。 

以上のように，事故後，多くの原告らの家族（30家族にのぼる）に甲

状腺に嚢胞や結節が見つかったり，鼻血や倦怠感などの身体症状が出た

りしている。このことは後に詳しく述べるように，県民健康調査で多数

の甲状腺がんが発見されていること等の客観的事情と相まって，原告ら

に大きな不安と苦痛をもたらしている。そしてこれらの原告らの精神的

苦痛は，被告国及び県が，情報の隠蔽，安定ヨウ素剤配布服用を怠った

こと等の違法行為を持って原告らに強いた無用な被ばくの結果であるこ

とは明らかである。 

(4) 学校の再開により，避難を断念，あるいはいったん避難していながら

も帰還せざるを得なかったことにより，避けられたはずの被ばくを避け

ることが困難となったことによる不安を感じる原告ら。 

多くの原告は，いったん避難しながらも，被告国及び県が２０mSv 基

準をもって4月から学校を再開したために避難先からまだ線量の高い地
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域に戻ったり，あるいは避難を断念したりせざるを得なかった。このよ

うにして学校再開に合わせて避難を断念し，あるいは避難せずに止まっ

たことにより受けた無用な被ばくは，原告らに対し著しい精神的苦痛を

もたらしている。 

原告1の3はこのような学校再開の方針に「卒園式決行の案内を受け

て，どうするべきか考える暇もなく卒園式にのぞみました（中略）。参加

した人たちも，皆さんが，混乱の中，戸惑い，迷いながら参加していた

ことを知りました。」「なぜ高線量にもかかわらず学校を始めなければな

らなかったのでしょうか」と述べている。 

原告55は，学校が再開されたことで，安全を気遣う母親と安全だとし

て部活を行う学校との軋轢の中，息子との衝突や息子が学校の中で孤立

するなどの深刻な感情のもつれが生じたと述べる。 

(5) 避難の支援がなかったことにより，避難したくても避難することがで

きなかった原告らが感じる不安。また，避難への支援がないことにより，

家族や周囲との間で本来は生じなくても済んだはずの軋轢が生じたこと

による精神的苦痛。 

被告国及び県が，集団避難をさせなかったことにより，経済的な困難

のために避難したくてもできなかった原告は多い。また，被告国と県が，

集団避難措置をとらず，避難を「自己責任」に委ねた（放置した）ため

に，避難した原告らも避難先で，あるいは家族の中での軋轢に悩み，あ

るいはいったん避難しても避難者に対する不当な扱いにより避難生活を

断念せざるを得なかった。これらの軋轢による精神的苦痛は，被告国及

び県が適切な集団避難措置を取っていれば生じるはずがなかったのであ

る。 

例えば原告4の1ないし3は子どもたちの体調不良のため，ようやく

新潟に避難先を確保し避難生活を始めたものの，避難先で心ない差別に

遭い，避難生活を断念せざるを得なかった。また，原告26の 1ないし4

は，被ばくの危険性を心配する原告 26 の 4 とそれを全く気にしない当



 

155 

 

時の夫との間でトラブルとなり，転々と居住先を変えざるを得なかった。

避難措置がなかったために，避難したくても避難できなかったことによ

る損害はもちろん，避難措置がとれなかったことにより生じた損害であ

る。また避難できた場合にもそれに伴う家庭内の軋轢に苦しんだり，周

囲の偏見，差別を受けたことによる損害は，被告国や県が被災者救援策

として適切に避難を援助していれば起きるはずのなかった損害であり，

避難措置がとれなかったことにより生じた損害である。 

(6) 山下発言により，防護措置を怠ってしまったことによる不安。また，

山下発言を信じた周囲との軋轢により生じた精神的苦痛。 

山下俊一氏が「福島県放射線健康リスク管理アドバイザー」の肩書き

により各地で講演をしたりマスコミを通じて公表した見解（山下発言）

は，事故直後の原告らの行動に多大な影響を与えている。原告らの中に

は山下発言の内容を鵜呑みにして窓を開けて生活したりして，そのため

に本来であればしなくて済んだはずの無用な被ばくを受けたり，山下氏

の発言を信じて放射線の危険性はないと思い込んだ周囲との軋轢に苦し

んだ者がある。 

原告17の 2は，山下氏が「このくらいの放射能は怖くない，窓を開け

ても洗濯物を干しても問題ない」と言っているのをテレビで知り，これ

を信じてその後1週間くらいの間，郡山市の居住先で，窓を開け，大人

は地元産の野菜を食べて生活した。その後山下氏の発言と真逆の情報に

接する中でそれを止めた。原告17の2は，本人尋問の中で「もし，山下

さんが子供たちの命よりも先に経済やこの国を守ろう，多少の命が犠牲

になっても仕方がないということを考えて行動したのであれば，それは

とても許し難い」と供述している（同人本人調書13頁）。 

また原告24の 2は，不安もある中で4月11日に中学校の入学式に二

女を戻したことについて，山下俊一氏の話が影響していると述べている。

被爆地長崎から来た先生だということなどで信じたいという思いもあっ
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たし，危険だったら行政が守ってくれるはずだと思ったというのである。 

さらに原告1の3が，「母から，何度も「山下先生が言っているのだか

ら間違いない。放射能を気にする必要はない。」と言われました。高名な

学者が言っていると言われると，私がそれに反論するのは困難でした。」

と述べ，山下発言のために家族から避難の援助を受けることが困難とな

り，避難に支障があった旨述べていることは既に指摘した。このように，

山下発言は，原告らの行政当局や山下氏の経歴等に対する信頼を裏切っ

て，原告らに無用な被ばくを強いる原因となったもので，極めて悪質な

行為であったと言わざるを得ない。 

 

第４章 原告らが受けている精神的苦痛に科学的根拠があること 

原告らは，被告国及び被告県の作為，無作為によって無用な被ばくをさせら

れてしまったこと，そのことによって子供たちが低線量被ばく，内部被ばくを

させられてしまったことから，将来にわたる健康影響について不安を抱いてい

る。そして，その不安を抱くことについては科学的根拠があり，その精神的苦

痛は法的保護に値する。 

本章では，この点について，低線量被ばく，内部被ばく，放射線感受性の個

人差，子どもの放射線感受性が高いことについて論じる。 

 

第１ 「低線量被ばく」と「内部被ばく」 

１ はじめに 

被告国は，「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」（被告第１３準備書面９頁）とした上で，「低線量被ばくに

よる健康影響に関する現時点での国際的合意は，１００mSv 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・・・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，というものである」
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（被告第１２準備書面２頁）と主張しており，「低線量被ばく」とは外部被

ばく線量と内部被ばく線量を合算した上での低線量域の被ばくとの理解を

前提にしているものと考えられる。しかし，これは誤りである。 

 

２ 正しい理解 

外部被ばく，即ち放射線源が体外にある場合は，飛程の短いα線やβ線

による影響は考慮する必要はなく，γ線だけを考慮することになる。この

場合，体外の放射線源の数が少なければ，身体の各所が受ける被ばく線量

は，均等に小さくなる。しかし，α線又はβ線を発射する放射線源が体内

にある内部被ばくの場合43は，わずかな数の放射性物質であっても，α線，

β線が体内で僅かな距離（α線は数十μｍ，ベータ線は数mm）を移動して

停止し，停止するまでにエネルギーを使い果たし，通過した細胞だけにダ

メージを与える。身体のほとんどの細胞には何の影響も与えない場合であ

っても，極く局所の細胞には重大な影響を与える【吸収線量（Gy）は，吸

収されたエネルギーを放射線を受けた部分の質量で除して算出する（乙Ｂ

第４号証３５頁）から，局所的には大変な高線量になる。】のである。した

がって，「内部被ばく」に「低線量被ばく」は存在しない（内部被ばくの被

ばく量を身体全体で平均化する操作をして「低線量」だと言うことは可能

であるが，健康影響という観点からは，その操作に意味はない）。 

外部被ばくの場合は，身体と放射性核種の間のある程度の距離が想定さ

れるのに対し，内部被ばくは身体の中の組織に密着している（つまり核種

と被ばく対象となる身体組織の距離はゼロ）という被ばく態様の相違，外

部被ばくの場場合は通常はγ線が問題になるが，内部被ばくの場合にはγ

線に加えてα線，β線被ばくが深刻な影響を与えるという放射性核種の相

違，及び，被曝線量についても，内部被ばくの場合の局所の線量は一般的

に外部被ばくとは比較にならないほど格段に大きい（不均一被ばく）とい

 
43 γ線による内部被ばくも身体の各所に被ばく量の差が生じるが，γ線は身体を貫いて外に飛

び出すため，不均一被ばくの問題は，α線，β銭ほど顕著ではない。 
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う相違点を考慮すると，外部被ばくと内部被ばくとは，本質的に異なるも

のと考えるのが正しい。 

 

３ 被告国の主張 

     被告国は，γ線による放射線外部被ばくによる健康影響について論じて 

いるだけでありα線・β線による内部被ばくについては詳細な主張をして 

いない。 

広島･長崎の原爆被爆者に対する「放影研」による健康調査等の疫学調査

は，放射線被ばくの健康影響に関して極めて重要な基礎資料となっており，

「放射線障害防止に関する基礎策定に携わるＩＣＲＰ等の国際的団体・機

関における検討を支える基礎として貢献してきた。」（甲Ｂ153【報告書】11

頁 14行～）。 

ところで，「放影研の疫学調査に使用する線量には，残留放射線や内部被

曝による線量」は加味されていない（甲Ｂ154【児玉調書】6頁末行～）の

で，内部被ばくは健康影響に対する評価の対象とはなっていない。という

ことは，「放影研」による健康調査等の疫学調査は，γ線による外部被ばく

を前提としているということになる。そして，そのような放影研の疫学調

査を基礎資料として，「ＩＣＲＰ等の国際的団体・機関における検討」がな

されているのである。 

「低線量放射線影響分科会」（以下「分科会」）作成の報告書「低線量放

射線リスクの科学的基盤―現状と課題―」（甲Ｂ153【報告書】）にも，「こ

こでは，低線量放射線リスクとして発がんを考察の対象とし，γ線等の低

ＬＥＴ（Linear Energy Transfer, 線エネルギー付与）の放射線による影

響を特に取り上げた。」（同1頁下から4行～）とあるように，γ線による

外部被ばくを前提としている。つまり，α線，β線による内部被ばくは検

討の対象外なのである（原告準備書面（68）第3）。 

したがって，被告国が「１００mSv 以下の低線量の放射線被ばくによる

健康への影響は，実証されているわけではない。」（被告国「第6準備書面」
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4頁）という場合の「放射線被ばく」とは，「γ線による放射線外部被ばく」

を意味することになり，結局のところ被告国の主張は，「１００mSv以下の

低線量のγ線による放射線外部被ばくによる健康への影響は，実証されて

いるわけではない。」と言っているのであって，被告国の主張は，γ線によ

る外部被ばくによる健康影響に限定されているのである。このように被告

国は，γ線による放射線外部被ばくによる健康影響について論じてきたの

であり，内部被ばくについては詳細な主張をしていないのである（原告「準

備書面（68）」第3）。 

次に述べる「ＬＮＴモデル」は，基本的にγ線による低線量外部被ばく

のリスクに関するものである。【９９報告】（甲Ｂ98）「総括」ⅻ頁には，【９

９報告】について「この報告書は，線エネルギー付与（ＬＥＴ）の低い放

射線による低線量被ばくに関連するがんリスクの事実について考察したも

ので，・・・，低線量における線量反応関係の直線性に関する証拠（いわゆ

る直線しきい値なし仮説；ＬＮＴ仮説）と，それ以下では放射線に関連し

たがんのリスクが存在しない普遍的なしきい値の存在の可能性とについて

である。」と説明している。ここで，線エネルギー付与（ＬＥＴ）の低い放

射線とは，通常，γ線が物質に当たると二次電子が生成するが，その場合

のγ線を意味するので，ＬＮＴモデルがγ線による低線量における線量反

応関係の直線性に関する証拠に関することであることは【９９報告】から

も明らかである。 

 

第２ 低線量被ばくについて 

１ はじめに 

「低線量被ばく」の概念は，明確ではない。「累積で１００mSv～２００

mSv以下」という趣旨で使われることもあれば，「累積で１００mSv以下」

という趣旨で用いられることもある。被告国が提出した乙Ｂ第４号証 139

頁によれば，「約１００mSvを下回る線量域」と考えられているようである。

少なくとも，山下俊一氏が福島県民に説明したように，「年１００mSv以下」
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の線量域ではない（年１００mSvであれば，１０年で１㏜に達してしまう。）。 

  原告らは，「累積で１００mSv 以下」という趣旨で用いることとするが，

低線量域でも被ばくによる健康リスクがあるとの原告らの主張を裏付け

るのは，低線量域における確率的影響をＬＮＴモデルで考えることが国際

的合意になっている事実である。 

以下，ＬＮＴモデルについて述べ，これを裏付けるＬＳＳ１４報，近年

の疫学調査結果から導かれる結論について述べ，被告国が主張の根拠とす

るワーキンググループ報告書の批判を述べる。 

 

２ ＬＮＴモデルについて 

(1) 被告国の主張の要約 

被告国は，「１００mSv以下の低線量の放射線被ばくによる健康への影

響は，実証されているわけではない。・・・放射線リスクにしきい値がな

いことについて，理論的，実験的な裏付けがなされているものではない。」

とし，ＩＣＲＰがＬＮＴモデルを採用したのは，科学的根拠はないけれ

ども，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す

ぎないと主張する（被告国第6準備書面第２）。 

 

(2) ＩＣＲＰはしきい値の無いことについて科学的資料を基に詳細に検

討している 

ア ＬＮＴモデルには科学的根拠がある 

ＩＣＲＰがＬＮＴモデルを採用したのは，詳細な解析作業を経た結

果であって，科学的根拠が欠如しているにもかかわらずＬＮＴモデル

を採用したというのではない。ＬＮＴモデルが全く科学的根拠を欠く

というのであれば，そもそも公衆衛生上の安全サイドに立った判断も

あり得ない。科学的根拠があるからこそＩＣＲＰはＬＮＴモデルを公

衆衛生上の安全サイドに立った判断として採用することができるので

ある。つまり，公衆衛生上の安全サイドに立った判断として採用した
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ということ自体が，ＩＣＲＰはＬＮＴモデルが科学的根拠を有してい

ることを認めていることを示している。 

ＩＣＲＰは放射線防護の研究者集団であって，放射線影響研究所44

の提供する放射線被曝に関するデータに基づいて科学的分析を行い，

その結果としてＬＮＴモデルが科学的根拠と合理性を有すると判断し

て，各国の放射線防護の関係者に勧告している。もし，ＬＮＴモデル

が科学的根拠を欠くのであれば各国の放射線防護の専門家に勧告でき

るはずがない。被告国が主張する「公衆衛生上の安全サイドに立った

判断」というものも，科学的根拠と科学的合理性の裏付けがあるから

こそできるのであって，科学的根拠の裏付けがないまま，ＬＮＴモデ

ルを勧告するということはあり得ない。被告国の主張が，科学的根拠

の裏付けが全く存在しないけれどもＬＮＴモデルと採用しているとい

うのであればそれは全くの誤解に基づく。 

被告国は，科学的根拠を欠く理由として挙げるのが，「疫学的証明」

がないという点である。 

「被告国第 2 準備書面第 2 の 5(2)「（6 ないし 8 頁）で述べたとお

り，ＩＣＲＰは，疫学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，同仮説を実証するに十分な科学的知見

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すぎない。」と被告国第6準備書面（5頁

2行目以下）で述べているところからすると，被告国は，「疫学調査等

に基づいた」証明（便宜上ここでは「疫学的証明」という。）を科学的

証明と同視した上で，疫学的証明がなければ科学的証明ではないとい

う考え方に立っているのである。この考え方に立てば，疫学的証明が

ない以上，他にどのような科学的な根拠があっても，それは科学的証

明ではないという結論になる。しかし，そもそもＩＣＲＰは，そのよ

 
44 https://www.rerf.or.jp/ 
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うな考え方には立っていないのである。 

イ ＩＣＲＰは「実験的観察」を重視してＬＮＴを採用した 

ＩＣＲＰは【２００７年勧告】で以下のように説明している。 

「（62） がんの場合，約１００mSv 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。」45 

「（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。この知識はまた，

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ＤＮ

Ａ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損傷の諸側面に関するマイクロドシメトリー46

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）。」

47 

「（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

 
45 【2007年勧告】16頁（62） 
46 簡単にいうと，細胞等のミクロの世界（micro）における被ばく線量測定（dosimetry）

を意味する。 
47 【2007年勧告】16頁（63）  
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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１００mSv 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。」48 

「（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１００mSv 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（French 

Academies 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て慎重な根拠を提供すると委員会は考え

る。」49 

ウ 被告国はＬＮＴモデルに関するＩＣＲＰの見解を曲解している。 

ＩＣＲＰが上記の（62）パラグラフから(65)パラグラフにおいて説

明しているのは，「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

 
48 【2007年勧告】17頁（64） 
49 【2007年勧告】17頁（65） 
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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（French Academies Report, 2005）があるけれど

も，ＩＣＲＰの「実施した解析（Publication 9950；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て慎重な根拠を提供

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告国の主張するよう

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）。 

被告国の「第2準備書面」，「第6準備書面」においては，上記（62）

から（65）にかけて論じているＤＮＡ損傷に関する「実験的研究」と

いう部分に全く触れないまま，（66）の「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」とかいう言葉だけを部分的に

抜粋して強調し，あたかもＩＣＲＰがＬＮＴモデルに科学的根拠は無

いということを印象付けようとしているのである。 

 

(3) 「放射線関連がんリスクの低線量への外挿」（ＩＣＲＰPublication99）

(甲Ｂ第９８号証，以下【９９報告】という。)について 

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（Publication 99）」（すなわち【９

 
50 「Publication 99；ICRP, 2005d」とは，【99報告】を指す。 
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９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。 

その内容は，「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響」，「不確実性の定量解析」等

の各項目から構成されており，多角的多方面から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行目～12行

目．ⅸ頁5行目～）51。 

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。 

ア 「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，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

的な役割を演じており，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ことを指摘している。 

イ 「低線量リスクと生物学」（同31頁～）では，密集して放射線誘発

 
51【99報告】のⅴⅱ頁には以下の記述がある。 

「低レベルの電離放射線被ばくによる確率的健康影響（がんと遺伝的異常）の過剰リスク

の線量反応関係の形状は，熱い議論の的であった。放射線防護の目的における標準的な

アプローチでは，放射線誘発リスクは受けた放射線の量に直接比例する（直線しきい値

なしモデル；LNT モデル）。しかし人によっては，このアプローチはリスクを過小評価す

る（本当の線量反応関係は上に凸の超直線カーブで描ける）とか，実際にはそれ以下で

は影響のないしきい線量が存在するとか，健康によい効果（ホルミシス）さえもがある

といった議論もある。いくつかのグループはこの点に関して強いかたくなな意見を持

ち，LNT モデルを大声で批判している。放射線防護の確立とその批判との間の論争は，

政策策定者を含む専門家以外の人を困惑させ悩ませている傾向がある。そしてそうした

困惑は，反対側のグループにとって更なる反論の 1 つの目的であるという考えを避けが

たいものにしている。ICRP 課題グループの 今回の報告書は，低 LET 放射線の低線量被

ばくによる発がん影響に関する入手可能な証拠についてのタイムリーなレビューであ

り，一連の関連した科学的研究により得られた発見を対比して吟味している。」 
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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。 

ウ 「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。 

エ 「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。 

オ 「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報告書や本報告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，【９９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思慮深いモデルであることに変わりはない。」と結論

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告国の主張は誤りで

ある。 

(4) 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果は，ＵＮＳ

ＣＥＡＲ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



 

167 

 

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，ＩＣ

ＲＰ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１

２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値はゼロで

ある」（1 枚目）という知見が示されている。（なお，ＬＳＳ１４の評価

については，後に詳しく述べる。） 

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」であるという知見が示さ

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と思

われる。 

(5) 広島•長崎の原爆被爆者の精緻なデータは国際的にも信頼性は高くＵ

ＮＳＣＥＡＲの報告書の中核を成している。低線量被ばくによる健康影

響に関する現在の科学的な知見は，主として広島•長崎の原爆被爆者の半

世紀以上にわたる精緻なデータに基づくものであり，国際的にも信頼性

は高く，ＵＮＳＣＥＡＲの報告書の中核を成している。 

ところで，「低線量放射線リスクの科学的基盤―現状と課題―」（「低線

量放射線影響分科会」報告書）（甲Ｂ153，以下「報告書」という。）は，

「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。」

（「報告書」13頁）と記述している。このように，「しきい値の存在」を

統計的に証明することが困難であることは，既に平成１６年以前から認

識されていた。 

しきい値の存否についての研究は，統計学だけではなく，「統計学上の
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問題を伴わないメカニズムの考察」（「報告書」13頁 8行），「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～）という観点からもなされ，ＩＣＲＰは，そのような観点か

らの考察も重ね，【９９報告】（甲Ｂ98）及び【２００７年勧告】（丙Ｂ3）

においてＬＮＴモデルを採用することを確認した。他方，放影研は，原

爆被爆者データの統計学的研究を進め，【ＬＳＳ１４】（甲Ｂ71）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（原告「準備書面(68)」

13頁）。 

ＬＳＳ１４報によって裏付けられたＬＮＴモデルは，今後はＵＮＳＣ

ＥＡＲの報告書に取り入れられることは明らかである。 

(6) このように，ＩＣＲＰで理論的検討を加えられたＬＮＴモデルは，原

爆被爆者の精緻なデータをもとにしたＬＳＳ１４によって科学的にも裏

付けられ，ＵＮＳＣＥＡＲの報告書の中核をなし，ＬＮＴモデルが科学

的な裏付けを伴うものとして国際的合意となっている。さらに，後記４

で述べるように，近年，ＬＮＴモデルの正しさを裏付ける疫学調査結果

が続々と公表されており，上記(1)の被告国の主張は誤りである。 

(7) 「国際的なコンセンサス」に反するのはむしろ，被告国や被告福島県

の主張の根拠となっていると思われる「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」（「ＷＧ報告書」）（丙Ｂ6号証の1～3）

及び「連名意見書」（乙Ｂ6「ＷＧ報告書」と「連名意見書」の方である。 

この「ＷＧ報告書」及び「連名意見書」は，ＩＣＲＰが重要視してい

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の考え方は，上記(2)のイで引用

したパラグラフ（63）に凝縮され，【９９報告】において詳細に展開され

ているが，「ＷＧ報告書」及び「連名意見書」は，パラグラフ（63）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

一点張りを貫いている。 

「しきい値の存在」を統計的に証明することはそもそも不可能であり，
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むしろ，「統計学上の問題を伴わないメカニズムの考察」52をとおして検

討するならば，科学的事実は「しきい値の存在」を支持しないという結

論になるのであって，１００mSv をあたかも「しきい値」であるかのよ

うに主張する上記「ＷＧ報告書」「連名意見書」の見解は，この点からし

ても特異なものである。平成１６年（2004 年）の「報告書」（甲Ｂ153）

には，既に，「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。」（同 13 頁 8 行目）と

か，「ＵＮＳＣＥＡＲは，低線量率の放射線リスク評価のための手法は，

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

ら得られると考えている。」（同 5 頁下から 11 行目～）と説明されてい

る。 

したがって，平成１６年（2004年）当時において，「報告書」（甲Ｂ153），

ＩＣＲＰそしてＵＮＳＣＥＡＲ等の放射線防護に関する国際機関は，証

明すべきは「しきい値の存在」であり，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」53となっていたのであり，現時点においても変わりはない。 

「ＷＧ報告書」や「連名意見書」は，「現時点での国際的なコンセンサ

スは，１００mSv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」等として，証明す

べき対象はＬＮＴモデルであって，その証明も統計的な証明でなければ

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。「ＷＧ報告書」

 
52 「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響」「不

確実性の定量的解析」等の多角的考察（【99報告】の目次参照） 
53 【99報告】ⅻ頁（b）には，「この報告書よりも前に既にいくつかの報告書が存在する。中で

も，原子放射線の影響に関する国連科学委員会の報告書（ＵＮＳＣＥＡＲ,1993,2000），米国

放射線防護測定協議会 NCRPの報告書（NCRP,2001）がそうである。これらの報告書は，放射

線防護は今後も LNT理論により導かれるべきであろうと勧告している。今回の課題グループ

はこれらの勧告と同意見である。」とあるので，【99報告】と，「ＵＮＳＣＥＡＲ,1993,200

0」，「NCRP,2001」とは同じ意見であることが示されている。 



 

170 

 

や「連名意見書」は，その歪曲を前提として，論理を展開し統計的な記

述に終始している。 

「統計学上の問題を伴わないメカニズムの考察」，「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」という科学的手法

によって科学的事実が「しきい値の存在」を支持しないというのである

から，ＬＮＴモデルは科学的根拠を持つという結論になるのである。 

「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，放射線防護の見地からはＬＮＴを採用するのが論理的であり，

科学的知見もＬＮＴモデルを支持しているにも係わらず，「ＷＧ報告書」

及び「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「報告

書」（甲Ｂ153），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54に逆行し，議論を平成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「ＷＧ報告書」と「連名意見書」の方である。 

(8) ＬＮＴモデルの科学的信頼性は高い 

「報告書」（甲Ｂ153），【９９報告】（甲Ｂ98）【２００７年勧告】（丙Ｂ

3），【ＬＳＳ１４】（甲Ｂ71）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いるだけではなく，放射線影響

に関する科学的知見と国際的合意の中核をなすものである。そして「報

告書」を作成した「分科会」は，原子力規制委員会の前身である原子力

安全委員会55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。「報告書」には，「平成13年 8月，原子力利用に伴う障害防止の基本

に関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）に低線量放射線影響分科会が設置され，低線量放射線

 
54 脚注 9参照 
55 原子力安全委員会とは，かつて存在した日本の行政機関の一つで内閣府の審議会等の一つ。

 2012年（平成 24年）9月 19日に廃止され，原子力規制委員会へ移行した。 
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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

いて調査審議して来た。」（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ＩＣＲＰ56は，専門家

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あり，ＩＣＲ

Ｐ作成の【１９９０年勧告】は，日本の放射線障害防止法等に取り入れ

られて，日本の放射線防護の法体系の一部を構成している。 

また【ＬＳＳ１４】を発表した「「放射線影響研究所」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

とアメリカ合衆国政府が設立・運営しているのであって，国際的合意の

前提となる極めて重要な科学的知見を国際機関に提供している。 

上記のような組織・団体が，「しきい値の存在」を統計的に証明するこ

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，統計学上の問題を伴わないメ

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（【報告書】）で研究を

進め，【９９報告】，【２００７年勧告】，【ＬＳＳ１４】を経てＬＮＴモデ

ルを肯定してきたのである。 

また，【９９報告】の「総括」（ⅻ）において，【９９報告】よりも前に

公刊された「原子放射線の影響に関する国連科学委員会の報告書（ＵＮ

ＳＣＥＡＲ,1993,2000)，米国放射線防護測定協議会ＮＣＲＰの報告書

（NCRP, 2001）も，「放射線防護は今後もＬＮＴ理論により導かれるべき

であろうと勧告している」とし，これらの報告書も９９報告と同意見で

あると論じていることである（ⅻ（b））。ＩＣＲＰだけがＬＮＴ モデル

を支持しているのではなく，ＵＮＳＣＥＡＲ やＮＣＲＰ等の権威ある専

門家機関もＬＮＴモデルを支持していることに言及していることは極め

 
56 国際放射線防護委員会（International Commission on Radiological Protection）の略称 
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て重要である（原告「準備書面（37）」6頁）。 

以上からも，ＬＮＴモデルが科学的知見に裏付けられたものであるこ

とは疑問の余地はなく，「科学的に証明された真実として受け入れられて

いるのではない」とか，「公衆衛生上の安全サイドに立った判断として採

用されている。」とかいう「ＷＧ報告書」と「連名意見書」の考え方の方

が，現時点では国際的合意にそぐわないのである。 

(9) 立証されるべきはしきい値が存在することであってＬＮＴモデルで

はない。 

ア 「低線量放射線影響分科会」も証明されるべきは「しきい値の存在」

であるとする 

また，「低線量放射線影響分科会」57（以下「分科会」）作成の「報告

書」（甲Ｂ153）では，証明されるべきはＬＮＴではなく「しきい値の

存在」であるということが明確にされている（第2の3の(1)(2)「）。 

「報告書」では，以下のとおり，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，被告国の主張とは全く反対の考え方が示されて

いる。 

(ｱ)「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。」（「報告書」11頁末行～） 

(ｲ)「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。」（「報

 
57 【報告書】を作成した「低線量放射線影響分科会」は，原子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。【報告書】に

は，「平成 13年 8月，原子力利用に伴う障害防止の基本に関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）に低線量放射線影響分科会が設置さ

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

て調査審議して来た。」 
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告書」12頁 4行～） 

(ｳ)「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。」（「報告書」12頁

21行～） 

(ｴ) 「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」（「報告書」13頁 7行～） 

上記の「報告書」の記述からすると，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

のである。 

イ 法令上も証明すべきはしきい値の存在となっている 

食品衛生法６条からも証明すべきはしきい値の存在であることが

導かれる。同条は，汚染されたものの販売等を禁止しているが，この

場合，実際に「汚染され」たものだけでなく，「これらの疑いがあるも

の。」「人の健康を損なうおそれがあるもの。」についても販売等が禁止

されている。そして，「厚生労働大臣は，・・・人の健康を損なうおそ

れがない旨の確証がないもの・・・を食品として販売することを禁止

することができる。」とし，安全性の確証がない限りは，販売を禁止す

ることができるとしている。 

本件において，しきい値については，しきい値以下では安全だとい

う主張をする側がその安全性，つまりしきい値が存在するということ

を立証しなくてはならず，その立証ができない以上は，しきい値が無

いものとして扱うのが健康を保護するという見地からは正しいのであ

って，食品衛生法の考え方とも一致する。 

本件におけるしきい値に関する被告国の主張は，食品衛生法の見地

からしても許されないものである。 

ウ ＬＮＴモデルに関する立証責任を被ばく住民に課すのは不当である 
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被告国は，ＬＮＴモデルに関する立証責任について，しきい値が存

在しないということを原告側が立証しなければならないという考えの

ようである。 

しかし，立証の対象はしきい値が存在するという事実であるから，

しきい値の存在を主張する側（被告国）が，しきい値が存在するとい

うことを立証しなければならない。そして，しきい値が存在すること

が立証できない場合，しきい値が存在しないもの（ＬＮＴモデルが正

しい）として扱わなければならない。 

被告国の考え方によると，しきい値が存在しないこと（ＬＮＴモデ

ル）を立証できない場合には，しきい値が存在するものとして扱うと

いうことになるが，それでは，しきい値の存在が不明のまま１００mSv

以下では安全であるということになってしまうのであり，【９９報告】

でも指摘しているＤＮＡ二本鎖切断（DSB）やクラスターＤＮＡ損傷に

よるがん誘発のリスクを無視することになり，被ばくを強いられる住

民の安全の見地から到底許容できない。 

エ しきい値の存在を統計的に立証できないということからもＬＮＴモ

デルは統計的に矛盾しないということが分かる 

報告書には，次のとおり書かれている。「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。」（甲Ｂ153 の 2 頁 21 行～）。この文章は，しきい値の存

在を統計的に証明できないということを意味しているのであり，裏返

せば，ＬＮＴモデルが否定されていないということである。それは，

ＬＮＴモデルには統計的にも矛盾が存在しないという事実を示してい

るのであり，その事実に，【２００７年勧告】のパラグラフ（62）～，

【９９報告】，そして【ＬＳＳ１４】の各知見を併せて考察すると，Ｌ

ＮＴモデルは優に科学的根拠を有すると言えるのである。 
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(10) 原告はＬＮＴを「死亡者数等の予測」に用いているのではないこと 

      「ＷＧ報告書」（8頁）は，ＬＮＴモデルに従って，「１００mSv以下の

極めて低い線量の被ばくのリスクを多人数の集団線量（単位：人・シー

ベルト）に適用して，単純に死亡者数等の予測に用いることは，不確か

さが非常に大きくなるため不適切である。ＩＣＲＰも同様の指摘をして

いる。」と指摘しているので，念のために説明する。 

  被告国は，「１００mSv以下の低線量の放射線被ばくによる健康への影

響は，実証されているわけではない。・・・放射線の発がんリスクの明ら

かな増加を証明することは難しいのであって，放射線リスクにしきい値

がないことについて，理論的，実験的な裏付けがなされているものでは

ない。」（被告国「第 6 準備書面」4 頁）等と，低線量被ばくのリスクの

存在自体が疑わしいという主張をしている。 

 そこで，原告らは，その反論として，ＬＮＴモデルの考え方を示し，

低線量被ばくの場合でもリスク自体は否定できないという主張をしてい

るのである。「１００mSv以下の極めて低い線量の被ばくのリスクを多人

数の集団線量（単位：人・シーベルト）に適用して，単純に死亡者数等

の予測に用い」ているのではない。 

 

(11) 被告国のＬＮＴモデル批判に対する反論 

ア 問題の所在 

 後記３で述べるように，ＬＳＳ１４データの被ばく量と過剰相対リ

スクの関係について最も当てはまりのよい統計モデル（線量－応答関

数のモデル）を選択した結果，ＬＮＴモデルが得られた。この意味で，

ＬＮＴモデルはＬＳＳ１４データという現実に対応した科学的知見と

考えることができる。しかし，これに対しては被告国などから《ＬＮ

Ｔモデルは「仮説」にすぎず，科学的知見ではない》といった批判が

寄せられている（被告国第６準備書面第２）。この批判は妥当か。 
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イ 科学哲学からの問い 

(ｱ) １８世紀のヒュームから始まり，２０世紀のポパーに至る人たち

が科学的真理について問うていることは，次の極めて単純なことで

ある。  

 《近代科学は仮説を立て，実験によりその仮説の真理性を証明す

ることだとされるが，だが，実験によって，本当に仮説の真理性を

証明することができるだろうか？ 

 或る時点で，或る場所で，或る物質に関する仮説が実験により証

明されたとしても，だからといって，その仮説が，その特定の時間，

場所，物質を越えて，普遍的に，つまり全ての時間，場所，物質に

おいて成立するという保証がどこにあるのか？  

 全ての時間，場所，物質において同様の実験を実施した上でそう

主張するのならともかく，特定の時間，場所，物質における実験し

か実施しないで，その結果からなぜ普遍的な法則の成立を主張しう

るのか？  

 なぜなら，特定の時点で実験が成功したからといって，その後の

将来の時間の性質が変化するかもしれず（変化しないという保証は

どこにもない），あるいは， 特定の空間で実験が成功したからとい

って，それ以外の空間がすべて均質化されているという保証はなく，

ひょっとして，別の場所で，その特定の場所とは別の性質を帯びて

いるかもしれないのである（帯びていないという保証はどこにもな

い）。 》 

(ｲ) ヒュームのこうした懐疑は別に荒唐無稽なことではない。事実，

近代科学の最大の成功とされるニュートンの万有引力の法則すら，

２０世紀に至り，マクロとミクロの空間では妥当しないことが判明

し，別の法則（量子力学，相対性理論）に取って代わった。  

 すわなち，仮説を立て，実験によりその仮説の真理性を検証する

という近代科学において，科学的知見はどんなに実験的裏付けを得
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られたとしても，依然「仮説」という性格を帯びざるを得ず，その

性格を否定し去ることは不可能である。これは科学の一分野である

統計学についても妥当する。 

このことをカール・ポパーは「科学上の学説はそれに対する反証が

ないかぎり，暫定的に真理であるとみなされるという仮説にとどま

る58」と言った。 

(ｳ) これに従えば，ＬＳＳ１４データに対して最も当てはまりがよい

と判定されたＬＮＴモデルについて，次の命題が成立する。 「ＬＮ

Ｔモデルは，それに対する反証がないかぎり，暫定的に真理である

とみなされるという仮説にとどまる」  

 以上から，「ＬＮＴモデルは科学的知見であり，科学的知見である

以上『仮説』にとどまる」ものであり，「ＬＮＴモデルは『仮説』に

すぎず，科学的知見ではない」，という批判は的外れというほかない。

なお，以上の詳細は原告準備書面（７３）第２（１４～１５頁）を

参照されたい。 

ウ 原告主張に対する被告国の反論 

原告準備書面（６７）で展開したＬＮＴモデルに関する上記主張に

対し，被告国は《ＬＳＳ１４報の正しい解釈については被告国第６準

備書面第３の１(2)で述べた通りであって，原告らの批判は全く当たら

ない》（５頁）と全面的に否認または争った。これは《ＬＮＴモデルが

ＬＳＳ１４データに関する科学的知見であると同時に「仮説」である》

という原告主張を全面的に否認または争うことを意味する。そこで，

被告国はこの否認の理由をみずから明らかにし，立証する責任がある。

しかし，被告国は現在に至るまで，これをしなかった。 

エ 結論 

以上の通り，現代の科学哲学の常識によれば，すべての科学的知見

 
58 甲Ｂ１４８カール・ポパー「果てしなき探究」甲Ｂ１４９飯田隆「哲学の歴史第11巻論理・

数学・言語【20世紀】」 
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は所詮「仮説」にとどまるものであって，ニュートンの万有引力の法

則，アインシュタインの相対性理論とてもその例外ではない。それゆ

え，ＬＮＴモデルがＬＳＳ１４データに関する科学的知見であること

と，「仮説」であることとの間に矛盾はない。従って，被告国の批判は

失当である。 

 

３ 「ＬＳＳ１４報」について 

(1) 問題の所在 

ＷＧ報告書（丙Ｂ６の 1）も「世界の放射線疫学研究の基本である」

（３頁）と認めるとおり，広島・長崎の原爆被爆生存者寿命調査データ

（ＬＳＳデータ）は，放射線被ばくによる健康影響評価のための最も重

要なデータとされている。それゆえ，「１００mSv以下の被ばくによる健

康影響はあるか」を問ういわゆる１００mSv 問題を解明する上でもＬＳ

Ｓデータは最も有力なデータである。 

そのＬＳＳデータに基づいて，放射線影響研究所は１９６２年以来，

「被曝による健康影響」を調べるために，被曝量と総固形がん死亡の過

剰相対リスクとの関係を統計的に分析しており，その最新データ（以下，

ＬＳＳ１４データという。）に基づいて２０１２年になされた報告がＬＳ

Ｓ１４報（甲Ｂ７１号証）である。 

ところが，ＬＳＳ１４報には，次の統計解析上の重大な欠陥があった。 

ア 「モデル選択」未完問題 

統計解析の基本問題として，被ばく量と過剰相対リスクというデー

タ同士の関係について最も当てはまりのよい統計モデル（線量－応答

関数のモデル）を選択するという論点があった。この論点につきＬＳ

Ｓ１４報も重々承知の上で「モデル選択」に着手しながら，にもかか

わらず「モデル選択」を最後まで完遂せず，途中でほおり投げてしま

った。 

イ 「層別集計」による情報損失，検出力低下問題 
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 標本データが個人レベルのデータのとき，これを層別に集計してし

まうとデータの情報が失われてしまい，検定力59（帰無仮説が誤ってい

るときに帰無仮説を棄却するという正しい判断を下す確率）の低下と

いう重大な事態をもたらす。 

 そのため，﨑山比早子氏の意見書（乙Ｂ７号証１２頁）と１７名連

名意見書（乙Ｂ６号証８頁イ）の間で，またＬＳＳ１４報筆頭著者小

笹晃太郎氏の「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」における証言（乙Ｂ１３号証）等，

いわゆるＬＳＳ１４報の解釈をめぐって事態紛糾をもたらした。しか

し，上記の欠陥を補正克服してＬＳＳ１４データを正しく再分析さえ

すれば，これらの事態紛糾は解決し，「被ばくによる健康影響」につい

て極めて重要な知見を獲得することができる。それを行ったのが濱岡

豊論文「広島・長崎被爆者データの再分析」（甲Ｂ１２５号証）である。 

 

(2) 「モデル選択」未完問題について 

ア 現代統計学の基本問題である「モデル選択」 

現代統計学である統計的推測の目的は，観測されたデータ（標本）

に基づいて母集団の特性を推測することである。その際，観測データ

に対し複数のモデルが仮説として候補にあがった場合，このうちどの

モデルが最良かを観測データによって検証する必要がある（仮説の妥

当性の検証）。これが観測データに最もあてはまりのよいモデルを選択

するという「モデル選択」の問題であり，この検証作業は極めて重要

なものである60。なぜならモデルの選択次第で，統計的推測の結果はい

かようにも変わってしまうからである。例えばＬＳＳデータにおいて，

被ばく量と過剰相対リスクというデータ同士の関係について，閾値な

しの線形モデルを選択するのか，それとも閾値ありの線形モデルかを

 
59 検出力ともいう（東京大学教養学部統計学教室編「統計学入門」２５１頁参照）） 
60 甲Ｂ１４５放送大学テキスト「改訂版統計学」１０頁以下参照 
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選択するかによって，低線量被ばくによる健康影響の有無をめぐる統

計的推測の結果が正反対になることからも明らかである。 

そこで，いかなる規準でもって「モデル選択」を行うのがよいかが

重要な問題となる。 

イ 「モデル選択」の評価基準の通説であるＡＩＣ 

       「モデル選択」の評価基準の通説とされているのが赤池情報量規準

61（以下，ＡＩＣでという。）である。 

ウ ＬＳＳ１４報のモデル選択 

       この点，ＬＳＳ１４報も，被ばく量と過剰相対リスクの関係を分析

するために線量－応答関数のモデルとして６つのモデルが候補にあが

り，この中から最良のモデルを選択する「モデル選択」の問題に着手

しながら，どうした訳か，最良のモデルが何かを最後まで選択しなか

った62。なおかつ，不可解極まりないことに，モデル選択の作業を途中

でほうり出したまま，この未完成の統計的推測をＬＳＳ１４報として

公表した（甲Ｂ７１）。その結果，当然だが，この「モデル選択」未完

はＬＳＳ１４報のアブストラクト（概要。甲Ｂ４３の４）にも反映し，

そこにはモデル選択されなかった２つのモデル（ＬＮＴモデルと手動

線形スプラインモデル）が断片的に記述され，そのため，この記述の

解釈をめぐり上記の紛糾をもたらした。 

エ 「モデル選択」の再実施 

       そこで，「モデル選択」未完のＬＳＳ１４報に代わって，ＬＳＳ１４

データの「モデル選択」を最後まで実施したのが以下の濱岡豊「広島・

長崎被爆者データの再分析」〔以下，濱岡論文という〕（甲Ｂ１２５）

８８４頁である63。 

《AIC， BICに基づきモデル選択した結果，ＬＮＴもしくは閾値１mSv ，

 
61 ＬＳＳ１４報の概要（甲Ｂ４３の４）１１頁参照。 
62 その具体的な内容については原告準備書面（６７）別紙１「ＬＳＳ１４報のモデル選択」第

１参照。 
63 その再分析の具体的内容は原告準備書面（６７）別紙１第２参照。 
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５mSv，２０mSvのモデルのあてはまりが同等となった。‥‥「節約

の原理」に基づけば，ＬＮＴを選択することが妥当である》  

オ 小括 

 以上の通り，科学研究の一分野である統計的解析において，ＬＳＳ

１４データに正しく最後まで「モデル選択」を実施すれば，ＬＮＴモ

デルが最もあてはまりのよいモデルであることが判明した。すなわち

低線量被ばくによる健康影響，いわゆる１００mSv 問題にとって最も

重要なデータであるＬＳＳ１４データについては統計学上の知見とし

て，ＬＮＴモデルで基本的に決着がついている。 

なお，２の「モデル選択」の詳細については，原告準備書面（６７）

第１，３，(1)（４～８頁）で既述したので参照されたい。 

 

(3) 「層別集計」による情報損失，検出力低下問題について 

ア 第２種の誤りと検定力 

 仮説検定は確定的事実ではなくあくまでも確率的事実に基づいて判

定するため，見込み違いの判定が避けられない。その１つが「帰無仮

説が正しくなく棄却すべきときに，棄却しないという誤りをおかす場

合」（第２種の誤り64）で，確率であらわされる。他方，仮説検定の検

定力とは「帰無仮説が正しくなく棄却すべきときに，帰無仮説を正し

く棄却する場合65」をいい，それは言い換えれば「棄却すべきものを，

棄却しないという誤りをおかさない確率」のことであるから，その確

率の値は「１－（第２種の誤りの確率）」で求められる。検定力は仮説

検定を実施する際その検定方法で良かったかどうか，その良し悪しの

評価基準となる極めて重要なものである66。 

 
64 いま仮説検定を刑事裁判の目的を「帰無仮説を棄却すること」「被告人を有罪にすること」と

捉え，両者を比較すると，第１種の誤りは「無実の人を誤って有罪にすること」，第２種の誤

りは「真犯人を誤って無罪にすること」に対応する。 
65 刑事裁判との比較で言うと，「真犯人を正しく有罪にすること」に対応する。 
66 それゆえ，評価基準である検定力を高めることができるかどうかが推測統計学の重要な課題

となり，これに１つの答えを与えたネイマン・ピアソンの補題は「推測統計学の偉大な到達点」
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イ 観測データの層別集計67 

一般には，標本サイズ（観測データの数）が増大するほど検定力は

高くなる。標本サイズが大きいほどそのデータが有する情報量も多い

からである。 

ところで，ＬＳＳ１４データは調査時点では個人レベルのデータで

ありながら，統計的な分析においては各個人の被ばく量を２２のカテ

ゴリー68に区分し，層別集計した。その結果，元の個人データが有して

いた情報が失われてしまい，仮説検定の検定力が低下してしまった69。 

ウ 個人レベルデータによる再分析 

       もしＬＳＳ１４報が層別集計せず，元のまま個人レベルのデータで

統計的な分析をおこなったなら，検定力は高くなり，その結果，より

高い確率で正しい有意性の検定が，言い換えると「被ばくとがん死は

無相関であるという帰無仮説が正しくなく棄却すべきときに，この帰

無仮説を正しく棄却すること」がより高い確率で可能になったはずで

ある。しかし，放射線影響研究所はＬＳＳデータを匿名化した個人レ

ベルのデータとして公開していないため，いま，第三者の手で個人レ

ベルデータによる再分析を行い，これを示すことができない。 

ただし，それに代わるものとして，匿名化した個人レベルのデータ

が公開されている米国のハンフォードほか核関連施設従業員データを

使い，この方法で再分析した事例がある。それが甲Ｂ１２６号証の濱

岡豊「長期低線量被曝研究からの知見・課題と再分析」１０００～１

００３頁である。上記の予想通り，層別集計したデータを個人レベル

 
とされる（岩沢宏和「世界を変えた確率と統計のからくり１３４話」２２６頁）。 

67 集めた標本データをそのまま利用せず，いくつかのカテゴリーに分類し（層別集計），各カテ

ゴリーの中央値でもって統計解析を行うこと。 
68 ２２の区分は以下の通り。(～0.005, ～0.02, ～0.04, ～0.06, ～0.08, ～0.1, ～0.125, 

～0.15, ～0.175, ～0.2, ～0.25, ～0.3, ～0.5, ～0.75, ～1.0, ～1.25, ～1.5, ～1.75,

 ～2.0, ～2.5 , ～3.0, 3.0～)(単位はGy) 
69 その詳細は原告準備書面（６７）別紙２の「層別集計による情報損失は仮説検定にどのような

影響を及ぼすか」参照。 
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のデータに置き換えて再分析した結果，層別集計したデータで行った

検定では有意でなかったものが有意になったことが示された。この極

めて重要な再分析の成果と意義はＬＳＳ１４データに対しても間違い

なく発揮されると思われる。 

また，近年の疫学調査研究の１つ，イギリスの「自然放射線被ばく

と小児がんのリスク研究」（２０１２年）（甲Ｂ第７７号証の１）は，

個人レベルで推定した被ばく線量を層別に集計せず，個人レベルのデ

ータとしてそのまま分析した結果，「平均４mSvという低線量での小児

がんのリスクを検出」し，注目された。もともと小児がんのような発

症率の低い疾病の場合，コホート研究では，観測したコホートでの発

症数も少なくなり，放射線との影響を検出しにくくなるが，ここでは

被ばく線量を個人レベルのデータとして分析したため，検定力があが

り，低線量における検出に成功したのである70。 

 なお，３の「層別集計」の詳細は，原告準備書面（６７）第１，３，

(2)（８～１２頁）で既述した。 

 

(4) ＬＮＴモデルに使った統計的推測 

 
70 その詳細は第４，近年の疫学調査結果から導かれる結論，６を参照。 
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      尤も，ＬＳＳ１４データは，層別集計のままでも，前記２(4)の通り「モ

デル選択」を再実施して得られたＬＮＴモデルを使って統計的推測すな

わち「相関関係の有意性の検定71」を行えば，ＬＳＳ１４報の要約１２頁

の図４に加筆した以下の図の通り，標本の回帰直線とその区間推定をし

た９５％信頼区間の両端（信頼限界）の式は，Ｌの直線式とその両側に

原点から扇のように広がった点線の式が得られた。つまり，母集団の直

線回帰式の傾きを示す係数β（母回帰係数）は，概ね０．４＜β＜０．

６であり，β≠０である。つまり母集団の回帰係数（傾き）βがゼロでは

ないことが示されたから，従って，１００mSv 以下の被ばくと健康影響

（固形がん死）の関連性があることが統計的に明らかにされた。 

 
71 「相関関係の有意性の検定」は別名「無相関の検定」とも言う。「母集団の相関係数（母相関

係数）が０である」かどうかを検定するからである。具体的には「母相関係数が０である」と

帰無仮説を立てる方法と，母相関係数の区間推定を行いその信頼区間の中に０が含まれてい

るかどうかで判断する方法がある（甲Ｂ１４５の３放送大学テキスト「改訂版統計学」（２０

１３年）１２４～１２８頁参照）。 
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ちなみに，この結論について，ＬＳＳ１４報の筆頭著者小笹光太郎氏

も第６回目の「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」の場で，控え目ながら次の通り証言し

ている。 

《今日は，そのL，直線モデルについてのみご説明いたします。 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９５％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。》（２０１５年５月２０日。乙Ｂ１３） 

 

(5) 原告主張に対する被告国の反論 

原告準備書面（６７）で展開したＬＳＳ１４報に関する上記主張に対

し，被告国は《ＬＳＳ１４報の正しい解釈については被告国第６準備書

面第３の１(2)で述べた通りであって，原告らの批判は全く当たらない》

（５頁）と全面的に否認または争った。これは原告主張の中心論点であ

る「モデル選択」の未完問題を全面的に争うことを意味する。そこで，

被告国には否認の理由である「ＬＳＳ１４報はモデル選択を最後まで遂

行した」という事実をみずから明らかにし，立証する責任がある。しか

し，被告国は現在に至るまで，これをしなかった。以上の詳細は原告準

備書面（７３）第３，１，(2)（８～９頁）を参照されたい。 

 

(6) 結論 
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以上の通り，ＬＳＳ１４報には統計解析上，重大な欠陥が認められる

が，それを補正してＬＳＳ１４データを再分析すれば，「１００mSv以下

の被ばくにより健康影響がある」とするいわゆるＬＮＴモデルが最良の

モデルであることが導かれ，かつＬＮＴモデルに使った統計的推測によ

り１００mSv 以下の被ばくと健康影響（固形がん死）の関連性があるこ

とが統計的に明らかにされた。 

 

４ 近年の疫学調査結果から導かれる結論 

(1) はじめに――なぜ，近年の疫学論文が重要なのか―― 

２０１１年の福島原発事故以後，世界各国で次から次へと，低線量被

ばくと健康影響の関係についての重要な疫学調査結果が論文として発表

されている。これが重要な所以は主に次の３つである。 

第１に，これらの疫学調査により，１００mSv以下の低線量被ばく（甲

Ｂ１２６号証の濱岡豊「長期低線量被曝研究からの知見・課題と再分析」

９９８頁によれば「平均被曝量も２０mSv程度」）によっても健康影響に

有意な差が出ることが明らかにされ，いわゆる１００mSv 問題は決着が

ついたこと。 

第２に，これらの疫学調査のうち被ばくと健康影響の関係について「線

量－応答関数」のモデルを検討した５つの研究ではいずれもＬＮＴモデ

ルが支持されたこと（甲Ｂ１２６号証・濱岡豊「長期低線量被曝研究か

らの知見・課題と再分析」１００３頁） 

第３に，にもかかわらず，これらの重要な科学的知見は，福島原発事

故以後に作成された日本のＷＧ報告書は言うに及ばず，連名意見書が「国

際的合意」の錦の御旗とする国連科学委員会（ＵＮＳＣＥＡＲ）の報告

書にも取り入れられておらず，本来であれば速やかに更新されるべき古

い知見に今なおとどまっていて，失当というほかないこと。 

      以下，これらの疫学調査結果の概要を述べる。 
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(2) 放影研報告書（ＬＳＳ第１４報） 

      上記３で述べたとおりである。 

 

(3) 核施設従事者研究（１） 

ア ２０１５年に公表された「国際コホート研究：放射線をモニターさ

れた労働者の白血病およびリンパ腫による死亡リスクと電離放射線）」

（甲Ｂ第７２号証の１，２） 

イ 国際共同研究である国際核従事者研究（ＩＮＷＯＲＫＳ）の一環と

して，１９９４年～２００５年の間（但し，国により異なる）のフラ

ンス・イギリス・米国の核・原子力関連事業施設に１年以上働き，線

量がモニターされている者合計３０万８２９７名を対象として，白血

病およびリンパ腫による死亡と赤色骨髄の累積被曝量との相関関係を

分析したコホート研究である。その際，白血病およびリンパ腫による

死亡数を過剰相対リスク（ＥＲＲ）に変換し，ポアソン回帰分析を使

って定量的に評価した。 

分析結果は，白血病（慢性リンパ性白血病を除く）による死亡のＥ

ＲＲは１Gy あたり2.96（９０％信頼区間1.17～5.21）であった。 

ウ この結果が意味することは，赤色骨髄への平均累積被曝量は

15.9mGy72，累積被曝量の中間値は2.1mGy73，年間平均被曝量は1.1mGy74

という対象者の累積被曝量が非常に低いものであっても，白血病死に

ついて有意なＥＲＲが得られたことである。本研究論文も「解釈」に

おいて，「本研究は長期間の低線量放射線被曝と白血病の間に正の相関

関係があることを示す強いエビデンスがあることを示している。」と述

べた。 

本研究を受けて，ＷＨＯのガン専門機関である国際ガン研究機関

 
72 甲Ｂ第７２号証の１ｐ２７８「Table１」のoverallの列のCumulative red bone marrow do

se (mGy)Mean (range)欄 
73 同Median (IQR)欄 
74 甲Ｂ第７２号証の１ｐ２７８の「Summary」欄の「Findings」欄の１行目。 
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（ＩＡＲＣ）は，次のプレスリリース75を行った。 

(ｱ) 国際ガン研究機関がコーディネートした研究は，長期低線量電離

放射線被曝が白血病の原因となりうることを示した。 

(ｲ) 現在入手可能な最強の証拠に基づき，国際共同研究である国際核

従事者研究（ＩＮＷＯＲＫＳ）は，仏・英・米の３０万人を超える

従事者の１９４３年～２００５年の間の被曝を評価した。 

(ｳ) 本研究の結果は，白血病による死亡と電離放射線被曝との正の関

連性を裏付ける強力な証拠を浮かび上がらせ，被曝によって白血病

のリスクは直線的に増加することを示した。 

      以上から，ＷＧ報告書の「放射線による発ガンのリスクは，１００mSv

以下の被ばく線量では，他の要因による発ガンの影響によって隠れてし

まう」の記述がいかに空疎なものかは明白であり，速やかに撤回される

べきである。 

 

(4) 核施設従事者研究（２） 

ア ２０１５年に公表された「職業上の電離放射線被曝によるガンリス

ク：仏英米従事者の後ろ向きコホート研究（ＩＮＷＯＲＫＳ）」（甲Ｂ

第７４号証の１，２） 

イ 本研究も，前記ＩＮＷＯＲＫＳの一環であり，英米仏３国の核関連

施設従事者合計３０万８２９７名を対象として，固定がんによる死亡

と結腸（大腸）の累積被曝量との相関関係を分析したコホート研究で

ある。その際，固定がんによる死亡数を過剰相対リスク（ＥＲＲ）に

変換し，ポアソン回帰分析を使って定量的に評価した。 

       分析結果は，すべてのがん死のＥＲＲは１Gyあたり0.51（９０％信

頼区間0.23～0.82），白血病を除くすべてのがん死のＥＲＲは0.48（９

 
75 甲Ｂ第７３号証の１，２「Even low doses of radiation increase risk of dying from leu

kaemia in nuclear workers， says IARC（たとえ低線量被曝であっても，核労働者における

白血病による死亡リスクは増加している，とＩＡＲＣは述べる）」 
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０％信頼区間0.20～0.79），固形がん死のＥＲＲは0.47（９０％信頼

区間0.18～0.79）であった。 

ウ この結果が意味することは，従事者の平均累積結腸被曝量は２０.９

mGy（中央値 4.1mGy）という対象者の累積被曝量が低いものであって

も，がん死について有意なＥＲＲが得られたことである。 

エ 本研究を受けて，前記ＩＡＲＣは次のブレスリリース76を行った。 

(ｱ) ＷＨＯのガン専門機関である国際ガン研究機関（ＩＡＲＣ）がコ

ーディネートした研究による新たな結果は，低線量電離放射線の長

期的被曝が固形ガンによる死亡を増加させることを示した。本日発

行されたブリティッシュメディカルジャーナル誌に掲載されたこ

の結果は，現在までの最も強力な研究に基づく長期的な低線量電離

放射線被曝後のガンリスクに関する直接的な証拠を提供している。 

(ｲ) 本研究は，固形ガンと低線量電離放射線被曝との間の因果関係に

関する証拠を強化する。 

以上の通り，本研究によっても，低線量被曝による健康影響に関 す

るＷＧ報告書の誤りはますます明らかとなった。 

 

(5) スイスの自然放射線による小児がんのリスク研究（２０１５年） 

ア ２０１５年に公表された「自然放射線と小児ガンのリスク：センサ

スに基づく全国的コホート研究」（甲Ｂ第７６号証の１，２） 

イ １９９０年～２０００年の間のスイス国勢調査における１６歳未満

の小児を対象として，２００８年まで追跡して，スイス小児がん登録

からガンの発症例を特定し，小児がんの罹患（発症）と自然放射線の

被ばくの相関関係を分析した研究である。その際，小児がんの発症に

ついて罹患率に変換し，被ばく量との関係を「毎時 100nSv（＝毎時

 
76 甲Ｂ第７５号証の１，２「Low doses of ionizing radiation increase risk of death from

 solid cancers（電離放射線低線量被曝は固形ガンによる死亡リスクを増やす）」 
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0.1μSv）未満の線量率」を基準にしてハザード比77を推定し，その９

５％信頼区間で区間推定したのが Table2（表２）78である。ハザード

比の場合，９５％信頼区間の下限が１より大きいとき，自然放射線の

被ばくに対し小児がんの発症が有意に増加したと認められるから，表

２によれば，線量レベルが毎時200nSv（＝毎時0.2μSv）以上の場合，

全がん，白血病及び急性リンパ性白血病（ALL）が有意に増加したと，

線量レベルが毎時１５０～２００nSv（＝毎時0.15～0.2μSv）の場合，

他の腫瘍の発症が有意に増加したと認められる。 

       これは１６歳未満の放射線感受性の強い年齢層では，わずか毎時０.

２μSv 以上の被ばくにより，全がん，白血病等の疾病の増加が認めら

れることを統計解析により明らかにした刮目すべき論文である。 

ウ 被告国の反論 

       上記論文に対し，被告国は第１２準備書面で反論したが，反論の論

拠は基本的に連名意見書（乙Ｂ６）に依拠するものであるので，以下，

連名意見書の問題点を指摘する。 

(ｱ) 表２の読み間違い 

        連名意見書は上記論文の表２を引用して，放射線レベルが毎時２

００nSv 以上の子どもについて，ハザード比が有意に増加したのは

全がんと白血病だと指摘するが79，不正確である。「ＡＬＬ＝急性リ

ンパ性白血病」のハザード比の信頼区間の下限は１.０９で，１より

大きいのにこれを見落としているからである。 

(ｲ) 交絡の読み間違い 

連名意見書は，上記論文の１１個の変量について，《著者らは，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

 
77 リスク比が一定期間における平均の発生率同士の比であるのに対し，ハザード比は，ある瞬間

におけるリスク（生存分析であれば極めて微小な時間で死亡する瞬間死亡率。疾病の罹患率で

あれば極めて微小な時間で罹患する確率）同士の比である。ハザード比が１の場合，２つのリ

スクに差はなく，１より大きければリスクが増大したと判定される。 
78 甲Ｂ第７６号証の１の６２５頁の「Table2」 
79 連名意見書１４頁下から９行目以下 
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いる》（１５頁１行目。下線は原告代理人）と述べるが，上記論文は

それとは正反対である。上記論文が述べているのは《考えられる交

絡因子の調整を行っても，結果は大きく変化しなかった》（甲Ｂ第７

６の２．６頁７行目。下線は原告代理人）である。通常，「交絡因子

の調整」とは，例えば年齢が交絡因子と考えられるとき，年齢層を

そろえた集団を対象として観測する，或いは３０代，４０代と年齢

層別にグループを分けて分析する（層別解析）というように，交絡

因子を取り除き，或いは制御して観測・分析することを意味し，「交

絡因子を含める」とは反対のことを意味する。 

従って，上記論文の《考えられる交絡因子の調整を行っても，結

果は大きく変化しなかった》を反対の意味に理解し，そこから，《交

絡因子の検討が十分でなかった可能性がある》（１５頁２行目）とい

う結論を引き出したのは我田引水というほかない。 

(ｳ) 線量推定の方法 

        連名意見書は，《実際の子どもの居住地ではなく地理的モデルで

線量推定がされており線量推定の精度に問題が見受けられる》（１

５頁４～５行目）と批判する。 

しかし，一昨年来，マスコミを賑わせた宮崎真氏と早野龍五氏の

論文「東京電力福島第一原子力発電所事故後５ヶ月から５１ヶ月ま

でに，伊達市の全市民を対象にした個人の外部被ばく線量測定：（そ

の１）個人線量と航空機で測定された周辺線量率の比較80」も，市民

の空間線量率を市民の居住地ではなく，地理的モデルで線量推定さ

れている。この論文は連名意見書の著者も委員を務める放射線審議

会で，空間線量率と実効線量の関係の参考文献として指定されたも

のであり，その意味で連名意見書の主張は首尾一貫しない。 

(ｴ) 線量率カテゴリーの対象者数について 

 
80 連名意見書の著者も委員を務める放射線審議会で，空間線量率と実効線量の関係の参考文献

として指定された。 
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        連名意見書は，《線量率２００ｎSv/ｈ以上の対象者数が２万２０

００人弱と他の線量率カテゴリーの対象者に比して，極端に少な

い》（１５頁６～７行目）と最大６０分の１近いちがいがある点を批

判する。しかし，連名意見書が推奨してやまないＬＳＳ１４報もま

た，線量率カテゴリーの対象者数の概要は以下の通りであり（実際

は２２カテゴリーでより細分化されている），この概要だけでも被

曝量2.0Gy以上の対象者数224人が0.005Gy以下の対象者数53,064

人に比して，最大２００分の１強も違いがあるのに，連名意見書が

ＬＳＳ１４報のこの点について何も指摘をしないのは全く首尾一

貫しない。 

     （甲Ｂ１２５濱岡豊「広島・長崎被曝者データの再分析」８７６頁） 

 

(ｵ) ＣＴ検査など医療被ばくの影響について， 

        連名意見書は，《ＣＴ検査など医療被ばくの影響が全く考慮され

ておらず》（１５頁５行目）と批判する。しかし，ＣＴ検査など医療

被ばくの影響が考慮されていないからといってそれが，自然放射線

の被ばくにより発ガンリスクが増加することを疫学的に証明する
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妨げになるものではない。なぜなら，発ガンリスクの増加に影響を

与える要因として，自然放射線の被ばくも医療被ばく共に考えられ

る以上，両方の要因を説明変数として重回帰分析を行えばより精度

の高い回帰分析ができるというだけのことである。他方，自然放射

線の被ばくだけを説明変数にした単回帰分析であっても，その精度

を決定係数により定量化することもでき，十分に意義のある回帰分

析ができるからである。連名意見書の批判は揚げ足取りのレベルで

ある。 

 

(6) イギリス・自然放射線被ばくと小児がんのリスク研究（２０１２年） 

ア ２０１２年に公表された「１９８０～２００６年の間のイギリスに

おける自然放射線と小児白血病および小児ガン発生率に関する記録に

基づく症例管理研究」（甲Ｂ第７７号証の１） 

イ １５歳未満で診断されたがんが登録される小児腫瘍の国家登録に基

づき，１９８０年～２００６年の間にイギリスで出生し小児がんと診

断された症例（２万７４４７例）とがんのない対照（３万６７９３例）

による症例対照研究である。 

自然放射線の被曝量は，国のデータベースによる小児出生時の母親

の住所，郡地区ごとの平均値によるγ線及び地質境界によってグルー

プ化された国内測定値によるラドンから推定されている。 

個人レベルで推定した被ばく線量を「層別に集計」せず，個人レベ

ルのデータとしてそのまま利用して，小児がんの過剰相対リスクと自

然放射線の被ばくの相関関係を分析し，母集団の過剰相対リスクを推

定し，その９５％信頼区間で区間推定した。過剰相対リスクの場合，

９５％信頼区間の下限が０より大きいとき，自然放射線の被ばくに対

し小児がんの発症が有意に増加したと認められるから，統計解析の結

果，赤色骨髄への累積γ線被曝１mSv 当たりの小児白血病過剰相対リ

スクは１２％（９５％信頼区間３～２２；両側検定ｐ＝０．０１）で
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あり，線量によって白血病の過剰相対リスクは漸進的に増加し，過剰

は常に正であり，４.１mGy以上で過剰が統計的に有意である，とされ

ている。 

これは１５歳未満の子どもの白血病リスクについて，わずか４．１

mGy の累積被曝線量ですら，統計的に有意な増加が示されたというこ

とである。 

ウ 被告国の反論 

       上記論文に対し，被告国は第１２準備書面で反論した。しかし，以

下の通り，それらはいずれも理由がない。 

(ｱ) 症例対照研究のやり方について 

        被告国は，上記研究が症例対照研究にもかかわらず，《個々の対象

者に質問調査をしなかったこと》（１４頁６行目）を最大の欠点であ

るかのように批判する。 

確かに，１９６１年，サリドマイド問題で症例対照研究を行った

西ドイツのレンツ博士の場合なら，サリドマイド服用の有無の事実

を調べるためには，個々の対象者にその質問調査することが不可欠

であった。しかし，本研究の個々の対象者の被ばく線量は，一方で，

個々の対象者にその質問をしたところで分かるはずもなく，他方で，

個々の対象者の出生登録により被ばく線量の情報を推定すること

が可能であった。この点で質問調査が不可欠のサリドマイド問題と

は状況が異なる。すなわち上記研究において，質問調査が症例対照

研究の精度を高めるために有益だったとしても，質問調査をしなか

ったからといって統計的推測が不適格になるものではない。 

(ｲ) 交絡因子の調整について  

        被告国は，《本研究では，社会経済状態の尺度以外の交絡因子とし

て考えられるものについての情報を持っていない》（１４頁２～３

行目）と批判する。 

しかし，交絡因子として考えられる「感染症」については検討し
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ており，その結果，いわゆる「多重共線性」の問題が起きないこと

を指摘しており（甲Ｂ第７７の２．１０～１１頁）， また，客観的

にも，上記研究より２年後のスイスの自然放射線と小児がんの疫学

研究（甲Ｂ第７６）の中で，詳細な交絡因子の調整をおこない，そ

れらの影響がなかったことが明らかになっており，この意味でも問

題がない。 

(ｳ) 化学物質の調査 

        被告国は，柴田証言を引用して，《白血病の原因としては，放射線

以外にも化学物質などがありますから，そういうものも調査できて

いないと》（被告国第１２準備書面１６頁１～２行目）と批判する。 

 しかし，化学物質の影響が考慮されていないからといってそれが，

自然放射線の被ばくにより発ガンリスクが増加することを疫学的

に証明する妨げになるものではない。なぜなら，発ガンリスクの増

加に影響を与える要因として，自然放射線の被ばく以外に化学物質

も考えられるとしたら，両方の要因を説明変数として重回帰分析を

行えばより精度の高い回帰分析ができるだけのことであって，自然

放射線の被ばくだけを説明変数にした単回帰分析であっても，その

精度を決定係数により定量化することもでき，十分に意義のある回

帰分析が可能である。前記２(3)オのスイスの疫学研究と同様，連名

意見書の批判は揚げ足取りのレベルである。 

(ｴ) 小児白血病とそれ以外の小児がんとで結果が異なったこと 

        被告国は，本研究の統計的推測が小児白血病とそれ以外の小児が

んとで結果が異なったことに対して，崎山氏がその理由について全

く説明していないとか，その理由を検討していないと批判するが，

上記研究自身がその理由について説明しており（甲Ｂ第７７の２。

８頁），既にそれでこと足りている。 

エ 特筆すべき事項(1) 

       前記疫学調査の特筆すべき点の１つは，それまで，線量などの観測



 

196 

 

データを層別集計してきたのに対し，ここでは層別集計せず，個人デ

ータとしてそのまま利用したことにある。というのは，もともと小児

がんのような発症率の低い疾病の場合，コホート研究では，観測した

コホートでの発症数も少なくなり，放射線との影響を検出しにくくな

る。そこで，前記疫学調査は症例対照研究を行い，線量データを層別

集計せず，個人データとして分析した。その結果，「大規模なサンプル

を確保」でき，検定力があがり，「平均４mSvという低線量での小児が

んのリスクを検出」することに成功した81。 

オ 特筆すべき事項(2) 

被告国は，第２準備書面第第２の３項で，「「自然被ばく線量が多い

ことによって生じ得る障害が多く発生するという科学的証拠は得られ

ていない。」と主張した。しかし，本研究及び上記(5)の研究等，自然

放射線と健康被害についての信頼するに足る疫学調査結果は既に公表

されている。これらを無視する被告国の対応は，極めて不誠実である。 

 

(7) イギリス・ＣＴ被ばくによる白血病のリスク研究（２０１２年） 

ア ２０１２年に公表された「小児期のＣＴスキャンによる放射線被曝

とその後の白血病および脳腫瘍リスク：後ろ向きコホート研究」（甲Ｂ

第７８号証の１） 

イ １９８５年～２００２年の間にイギリスの国民保健サービス（ＮＨ

Ｓ）センターにおいて初めてＣＴで検査された，当時２２歳未満であ

った患者のうち，以前にガンと診断されていない患者を対象とした後

ろ向きコホート研究である。１９８５年１月１日～２００８年１２月

３１日の間に１７万８６０４名の患者のうち７４名が白血病，１７万

６５８７名の患者中１３５名が脳腫瘍と診断され，ＣＴスキャン当た

りの脳および赤色骨髄の吸収線量をmGy単位で推定し，ポワソン相対

 
81 甲Ｂ１２６濱岡豊「長期低線量被曝研究からの知見・課題と再分析」９９６～９９７頁参照。 
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リスクモデルを用いて，白血病および脳腫瘍がんの過剰相対リスク（Ｅ

ＲＲ）とＣＴ被ばくの相関関係を分析し，母集団の過剰相対リスクを

推定し，その９５％信頼区間で区間推定した。過剰相対リスクの場合，

９５％信頼区間の下限が０より大きいとき，ＣＴスキャンによる被ば

くに対し白血病および脳腫瘍がんの発症が有意に増加したと認められ

るから，統計解析の結果， 

ＣＴスキャンによる被曝と白血病との間のmGy当たり過剰相対リス

クは0.036，９５％信頼区間0.005～0．120；ｐ＝0.0097 

ＣＴスキャンによる被曝と脳腫瘍との間のmGy当たり過剰相対リス

クは0.023，９５％信頼区間0.010～0.049；ｐ＝0.0001 

すなわち白血病および脳腫瘍がんのいずれもがＣＴスキャンによ

る被曝との間に正の関連性が認められた。 

また，相対リスクにつき，５mGy 未満の被曝をした患者と比較する

と，少なくとも３０mGy の累積被曝をした患者（平均被曝量５１．１

３mGy）の白血病の相対リスクは3.18（９５％信頼区間1.46～6.94）

であり，５０～７４mGy の累積被曝をした患者（平均被曝量６０．４

２mGy）の脳腫瘍がんの相対リスクは2.82（同1.33～6.03）であった。

そして，小児に対する，累積被曝約５０mGy のＣＴスキャン使用は白

血病リスクを約３倍に，累積被曝約６０mGy のＣＴスキャン使用は脳

腫瘍がんリスクを約３倍にしうると解釈されている。 

以上のとおり，本論文は累積被曝約５０mGy という低線量のＣＴス

キャン使用ですら白血病リスクは約３倍に，脳ガンリスクを約３倍に

しうることを明らかにした。 

ウ 被告国の反論 

被告国は，第１２準備書面で，前記研究の再分析をおこなった研究

自身に基づくのではなく，当該研究をを紹介した「最近のトピックス」

というレポート（乙Ｂ２１）に基づいて，本研究の統計的推測の結論

に対して，異議を述べている。 
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どうやら，連名意見書だけでは本研究の統計的推測の結論は否定で

きず，新たな証拠を探索しているものと思われる。しかし，そのよう

な間接的なレポートだけでは，果たして，ＣＴ開始前からがんが存在

していたこと，またはその存在が疑われていたことをどういう証拠か

らどのようにして認定したのか，これらの具体的な事実及び推論の詳

細が全く明らかにされておらず，これだけで本研究の統計的推測の結

論を軽々に否定することは到底不可能である。被告国は，もし本研究

の統計的推測の結論を否定するのであれば，本研究の再分析をおこな

った研究そのものを取り上げて，具体的に議論する必要がある。 

また仮に百歩譲って，上記レポート（乙Ｂ２１）の紹介が正しいと

して，本研究で，白血病とＭＤＳ（骨髄異型性症候群）の１Gyあたり

の過剰相対リスク（ＥＲＲ）は３６、９５％信頼区間は（５，１２０）

と下限が０より大きかったので，有意が認められたものが，９症例を

除いた新たな研究により，過剰相対リスク（ＥＲＲ）は１９，９５％

信頼区間は（－１２，７９）と０をまたいだため，有意が認められな

かったという。しかし，これは母集団の過剰相対リスクが９５％の確

率で０を超えるとは言えないと言うにとどまり，他方で，本研究の対

象となった１７万人強の標本の過剰相対リスクは１９というプラスの

値を示しており，上記標本において，被ばくにより白血病とＭＤＳの

発症が増加の傾向にあることは否定されない。そして，新たな研究に

よっても，脳腫瘍については，母集団の過剰相対リスクは引き続き，

有意が認められており，これと考え合わせれば，今後，標本のサンプ

ルサイズを拡大して同様の疫学研究をおこなえば，白血病とＭＤＳに

ついて，母集団の過剰相対リスクが０を超えることは十分可能である。 

 

(8) 近年の疫学調査結果から導かれる結論 

ア 疫学調査結果のまとめ 

以上のとおり，２０１２年以降に公表された近年の研究結果はいず
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れも世界的に権威ある専門誌に，いずれも世界的に権威ある大学の教

授等によってなされたものである。これらによれば次のことが明らか

にされた。 

(ｱ) 成人（核関連施設従事者）においては， 

① 平均年間１.１mGy，平均累積被曝量１５.９mGy 程度の極低線

量・極低線量率によって白血病リスクが増加すること82 

② 平均累積結腸被曝量２０.９mGy という極低線量によって全固

形ガンリスクが増加すること83 

(ｲ) 小児という放射線感受性の強い年齢層においては， 

① わずか毎時０.２μSv 以上の自然放射線による線量であっても，

毎時０.１μSv 未満の線量の場合に比して，小児（１６歳未満）

の全ガンおよび白血病・急性リンパ性白血病・中枢神経系腫瘍が

明らかに増加し，自然放射線と小児ガンとの間に因果関係がある

と判断されること84 

② 自然放射線レベルの被曝ですら小児（１５歳未満）白血病は増

加し，累積被曝量４.１mGy超で統計的に有意であること85 

③ ＣＴ検査当時２２歳未満の患者を対象とする研究では，累積被

曝約５０mGy という低線量のＣＴスキャン使用ですら白血病リス

クは約３倍になり，累積被曝約６０mGy という低線量のＣＴスキ

ャン使用ですら脳ガンリスクは約３倍になるのであり，ＣＴスキ

ャンによる赤色骨髄および頭部への推定放射線被曝量とその後

の白血病および脳腫瘍との間には有意な関連性があること86 

イ 上記各調査研究の性質 

上記各調査研究のうち，(2)ＬＳＳ１４報，(3)核施設従事者研究(1)

 
82 詳細は原告準備書面(１９)第１の２参照。 
83 詳細は原告準備書面(１９)第１の３参照。 
84 詳細は同上を参照。 
85 詳細は原告準備書面(１９)第１の４参照。 
86 詳細は原告準備書面第(１９)１の５参照 



 

200 

 

及び(4)核施設従事者研究(2)は，アメリカ疾病予防管理センター，日

本厚生労働省，フランス放射線防護・原子力安全研究所，アレバ，フ

ランス電力，アメリカ国立労働安全衛生研究所，アメリカエネルギー

省，アメリカ保健福祉省，ノースカロライナ大学，イングランド公衆

衛生サービス等が資金提供し，(5)スイスの自然放射線による小児がん

のリスク研究は，スイス連邦公衆衛生事務所等が支援し，(7)イギリス・

ＣＴ被ばくによる白血病のリスク研究は，アメリカ国立ガン研究所お

よびイギリス保健省の資金提供に基づくものであり，これらの資金・

支援提供者には，ことさらに低線量被曝のリスクを強調する動機・利

益は全くない。それにも関わらず，研究結果として，極低線量・極低

線量率でも白血病を含むガンリスクの増加が明らかになったことは，

特筆に値する。 

ウ 結論 

以上の通り，近年の上記疫学論文の成果を踏まえれば，現時点では，

１００mSv 以下の低線量被ばくにおいても白血病を含むガンに罹患す

るリスクが存在し，統計的にも有意であることは，もはや科学的に明

らかであって，争点たり得ない事実である。 

「放射線による発ガンのリスクは，１００mSv 以下の被ばく線量で

は，他の要因による発ガンの影響によって隠れてしまう」などという

ＷＧ報告書記載の事実は，国際的に到底通用しない唐人の寝言の類の

議論である。ＷＧ報告書の誤りは，当該報告書作成後に公表された上

記諸研究結果によって，更に明白となった87。 

以上の結論は原告準備書面(19)で主張したものであるが，改めて，

 
87 なお，低線量被ばくでも健康リスクがあることは，最近になって分かったことではない。早く

も，１９５８年には，イギリスオックスフォード大学の医師アリス・スチュワートが，妊娠中

に２～３回診断用Ｘ線の照射を受けた女性は，対照グループの女性に比べて１０歳未満の子

供を白血病で失った数が２倍もあったとの研究結果を公表し，１９７０年までには，０．５～

１mGy の被ばくで胎児の小児がんと白血病のリスクを倍加させることを明らかにしたのであ

る（甲Ｂ第７９号証）。このことが世界的に認められて，その後，妊婦に対するＸ線照射を可

能な限り控えることは，当然の社会的認識となったのである。 
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原告らは，御庁が，被曝リスクに関して，最新の国際的・科学的知見

に基づき，被告らの不見識を看破し，世界に誇りうる判断をされるこ

とを切に願うものである。 

 

５ 「ＷＧ報告書」批判 

  低線量被ばくについての被告県の主張は，基本的にＷＧ報告書（丙Ｂ第

６号証の１～３）に基づいている（被告福島県準備書面(6)７頁以下）。Ｗ

Ｇ報告書の内容については，既に各所で批判しているところであるが，そ

の批判を補充する。 

(1) 国際的な合意と１００mSv以下の被ばく線量 

 ＷＧ報告書は国際的な合意と１００mSv 以下の被ばく線量について次

の通り，記述する。 

《国際的な合意では，放射線による発がんのリスクは，１００mSv 以下

の被ばく線量では，他の要因による発がんの影響によって隠れてしまう

ほど小さいため，放射線による発がんリスクの明らかな増加を証明する

ことは難しいとされる。》（４頁） 

   しかし，第１に，「国際的な合意」とは何かが問題である。合意の具体

的な実態、すなわちどの組織のどの文献に拠るものなのかが全く示され

ていない。これでは凡そ実証的，科学的検討とは言えない。 

第２に，「発がんのリスクは‥‥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い」と述べるが，一般に，或る要因による発がん

の影響の検証は，常に他の要因による発がんとの競合の中に置かれてお

り，低線量被ばくの場合のみ「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い」かどうかを特別な方法で判定できるわけではな

い。このような場合，結局のところ，統計的解析の手法に従い，低線量

の被ばくと発がんとの相関関係を検証し，「相関関係の有意性の検定88」

 
88 甲Ｃ２２０片平淵彦「やさしい統計学」第１２章相関と回帰１２０頁以下。なお，有意性の検

定は「仮説検定」の別名である。仮説検定においては，標本が示す仮説からの「ずれ」が誤差
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を実施するしかないし，なおかつそれで十分である。 

にも関わらず，一方で、ＷＧ報告書は相関関係の有意性の検定に一言

も言及していなければ，上記有意性の検定を実施した文献に一言も言及

せず，他方で、「発がんのリスクは‥‥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い」といった情緒的，非科学的，非統計学な

表現でお茶を濁しており，失当というほかない。 

(2)，広島・長崎の原爆被爆者の疫学調査結果 

 ＷＧ報告書は，広島・長崎の原爆被爆者の疫学調査結果について次の

通り記述する。 

《広島・長崎の原爆被爆者の疫学調査の結果からは，被ばく線量が １０

０mSvを超えるあたりから，被ばく線量に依存して発がんのリスクが 増

加することが示されている[１]。》（４頁） 

   そして，広島・長崎の原爆被爆者の疫学調査として参考文献[１]とし

て，２００３年のＬＳＳ１３報を挙げている。 

しかし，ＬＳＳ１３報の要約７～行目に，１００mSv 以下の健康影響

について，次の通り述べていることをＷＧ報告書は無視または隠蔽して

いる。 

「固形がんの過剰リスクは，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。」89 

その理由は報告書の「被ばく線量が １００mSvを超えるあたりから被

ばく線量に依存して発がんのリスクが増加すること」の記述と矛盾して

しまうからである。 

(3) リスクの程度の比較 

ＷＧ報告書は放射線被ばくの人体への影響を理解するためとして，被

ばくによるリスクを，他のリスクと比較し，「例えば，喫煙は 1,000～

 
の範囲内か，それとも何かの意味のあるものかを問うので，有意性の検定とも言う（東京大学

教養学部統計学教室編「統計学入門」２３３頁参照）。 
89 甲Ｂ５１。 
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2,000 mSv，肥満は200～500 mSv，野菜不足や受動喫煙は100～200 mSv

のリスクと同等とされる。」「年間２０mSv 被ばくすると仮定した場合の

健康リスクは，例えば 他の発がん要因（喫煙，肥満，野菜不足等）によ

るリスクと比べても低いこと，放射線防護措置に伴うリスク（避難によ

るストレス，屋外活動を避ける ことによる運動不足等）と比べられる程

度であると考えられる。」と述べる（丙Ｂ第６号証の１の９～１０頁） 

  しかし，上記の「リスクの比較」には以下のような問題がある。 

ア ＷＧ報告書の論法 

他のリスクについて，出典が示されていない。なお，９頁注11～13

の記述内容が国立がん研究センター作成の「わかりやすい放射線とが

んのリスク」90（甲Ｂ２２１号証）と一致することから，さしあたり同

文書に基づいて「リスクの比較」についてＷＧ報告書の論法を説明す

ると次の通りである。 

(ｱ) 広島・長崎の原爆被ばく者の約４０年の追跡調査からのデータと

チェルノブイリ原発事故の被ばく者の１０～１５年後に行った甲

状腺がんスクリーニングからのデータから，１００－２００mSv，２

００－５００mSv など一定区間における放射線の健康へのリスクに

ついて相対リスク91を算定。 

(ｲ) 或る発がん要因（喫煙，肥満，野菜不足等）を保有するグループ

の絶対リスクを保有しないグループの絶対リスクで割り相対リス

クを算定。 

(ｳ) (ｱ)と(ｲ)の相対リスク同士を比べ，ほぼ同じ値のものを「リスク

が同等」と考える。例えば，(ｱ)の１０００～２０００mSvの相対リ

スクは１.８。(ｲ)のうち喫煙の相対リスクは１.６。従って，喫煙は

１０００～２０００mSvのリスクと同等と解される。 

 
90 https://www.ncc.go.jp/jp/other/shinsai/higashinihon/cancer_risk.pdf。ただし，現在，

ホームページ上に掲載されている文書はその後２０１４年７月に改訂されたものである。 
91 被ばく者の絶対リスク Aを非被ばく者の絶対リスクA0で割ったリスクのこと（＝A÷A0）。 



 

204 

 

イ 「リスクの比較」が陥る問題 

ところで，「リスクの比較」は使い方をひとつ間違えるとどのような

リスクでも正当化される危険を持つ。その極論が「死者の数を比較」

する方法で，年間３千人以上が死ぬ自動車事故と比較したら殆ど全て

のリスクはたいしたことがないとして許容される結果が導かれるだろ

う。２００１年の狂牛病（ＢＳＥ）発生に端を発した米国産牛肉輸入

解禁問題でも，当時の食品安全委員会の専門調査会で，汚染狂牛病肉

を食べて死ぬ人の数を最大０．９人と見積もられたが，そのリスクの

数値をフグ毒と比較する議論があった92。すなわち，フグ毒に当たって

死ぬ人は年間で３人以上93。それに比べれば狂牛病のリスクの値はは

るかに小さい，と。 

これに対し，当時，狂牛病のリスクとフグ毒のリスクを同列に扱う

のはおかしいと批判された。フグ毒は「フグは食いたし命は惜しし」

という言葉ができたように，長い時間の試練をくぐり抜けて，市民に

納得されたリスクであるのに対し，狂牛病は肉骨粉生産過程における

人為的な操作と不作為により蔓延した人災であり，市民には全く納得

できないリスクである，と94。 

これと同様のことが原発事故による放射線の健康へのリスクにつ

いて当てはまる。なぜなら， 

(ｱ) 他の発がん要因（喫煙，肥満，野菜不足等）は市民が各自，セル

フコントロールが可能なのに対し，原発事故の発生も，原発事故に

よる被ばくの回避も，一市民のごときレベルで到底コントロールで

きるものではないこと 

(ｲ) 他の発がん要因（喫煙，肥満，野菜不足等）は基本的に市民各自

 
92 甲B222号証 福岡伸一「もう牛を食べても安心か」（２００４年１２月２０日第１刷発行）２

３０頁 
93 平成元年～１６年の平均値（野田勉「フグ中毒」〔雑誌「生活衛生」Vol.49,No5,P315,２００

５年〕）。 
94 甲B第２２２号証 福岡伸一・同書２３０～２３１頁 
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の趣味，好みという個人レベルの問題であるのに対し，原発事故の

発生も原発事故による被ばくの問題も，個人の趣味，好みのレベル

の問題ではなく，命，健康を脅かす重大問題であり，社会的，公共

的問題であること 

(ｳ) 他の発がん要因（喫煙，肥満，野菜不足等）は基本的に当人の要

求，好みに基づくもので，当人のベネフィットであるから，それに

伴うリスクを当人が覚悟するのはリスク・ベネフィット論としても

理解できるが，原発事故による被ばくは，ベネフィットを求める原

発設置者の経営の中で発生した人災でありながら，それに伴う健康

被害というツケ（リスク）だけを市民が負わせられるというのはリ

スク・ベネフィット論としても極めて不公平ではあること。 

「リスクの比較」におけるこの問題点を指摘したのが，米国疾病管

理予防センター（CDC）が１９８７年に発表した「健康に関するリスク

コミュニケーションの原理と実践の入門書」（甲Ｂ２２３号証）である。

同書によれば，「リスクの比較」に当たって最も許容される第１ランク

から，通常許容できない‐格別な注意が必要とされる第５ランクまで

５段階の指針を掲げていて，通常許容できない第５ランクとして，「関

係のないリスクの比較（例えば，喫煙，車の運転，落雷）をあげてい

る。すわなち，上記３点のようなバックグラウンドの違いを有するリ

スク同士を比較するのは「関係のないリスクの比較」に該当し，それ

は「通常許容できない‐格別な注意が必要とされる」ものである。 

ウ 野菜不足について 

さらに，ＷＧ報告書が掲げる他の発がん要因のうち野菜不足につい

ては，次の問題がある。 

第１に，前記「わかりやすい放射線とがんのリスク」で野菜不足に

関して紹介された論文「American Journal of Epidemiology, Volume 

167, Issue 1, 1 January 2008, Pages 59–70,」によれば「野菜摂取

と全がんとの関連性はみられなかった」とＷＧ報告書と正反対の結論
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が述べられている。 

第２に，ＷＧ報告書９頁注12の記載「１日当たり４２０g摂取のグ

ループに対し，１日当たり１１０g摂取のグループのリスク（中央値）」

を分析した論文も見当たらない。 

この通り，ＷＧ報告書には，極めていい加減な記述がされているの

である。 

エ そもそも通常一般生活においては，がん等の病気に罹患する何らか

のリスク（「ＢＧＲ」という。）95を，子どもから大人に至るまで，誰で

も持っているのであり，完全にリスクが無い人間はいないと理解され

ている。そして，東京電力福島第1原子力発電所事故に基づく被ばく

線量は，その誰でも持っているリスクに上乗せされるのである。福島

において被ばくする住民は，元から有するＢＧＲにさらに放射線被ば

くによるリスクを上乗せされたリスクを負うことになる。被ばくする

住民の身体内では，BGR と放射線被ばくによるリスクが，相加的若し

くは相乗的に作用して，疾病を発病させることになるのである。 

がんは非特異性疾患といい，複数のリスクが複合的に作用して発症

する疾患の典型である。例えば，がんになるリスクとして一般に，上

記の様な，喫煙，肥満，野菜不足，受動喫煙，CTスキャン等が現に存

在するが，だからと言って誰でも発癌する訳ではなく，微妙なバラン

スを保って，発癌を抑制しているのが普通である。その場合に，いく

ら低線量だと言っても，そのバランスを崩すような放射線被ばくをす

れば，その被ばくがスイッチとなって発癌のメカニズムが動き出し，

発癌に至るのである。その発癌は数ヵ月後か，数年後か，数十年後か，

それは分からない。しかし，そのリスクは否定できないのである。Ｗ

Ｇ報告書によるリスクの比較論は，そのような考慮は全くなされてい

ない。 

 
95 bac／Kground riskという意味でここでは「BGR」ということにする。 
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オ 小括 

以上の通り，ＷＧ報告書で示された「リスクの比較」は，比較の方

法自体において，比較の対象（野菜不足）においても深刻な欠陥が認

められ，そもそも比較の思想自体が誤りであり，不当な主張である。 

 

第３ 内部被ばくについて 

１ 外部被ばくと内部被ばくの違い 

(1) 内部被ばくが，外部被ばくとは本質的に異なる被ばくであることは，

第４章第１で述べたとおりである。これに対し，被告国は，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」（被告第

１３準備書面９頁）と主張し，ＷＧ報告書（丙Ｂ第６号証の１）も内部

被ばくの人体への影響について次の通り，記述している。 

《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の修復過程で

の突然変異が，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。》（５頁） 

(2) 被告国の上記主張及びＷＧ報告書の上記記述は誤りである。以下，詳

述する。 



 

208 

 

ア 福島原発事故前に山下俊一氏が指摘した96ように，また，国会・事故

調査委員会の委員を務めた崎山比早子氏作成の以下の図97のように，

被ばくによってがんが発生するメカニズムは，放射線が二重らせん構

造で出来ているＤＮＡの鎖の両方とも切断し，切断された両方の鎖の

修復過程での異常再結合（再配列異常）が，がん発生の原因となると

いうものである。 

 

これをがん発生の側から言えば，がん発生の確率が高まるのはＤＮ

Ａの修復過程で異常再結合（再配列異常）の確率が高い時である。そ

してＤＮＡの修復過程で異常再結合の確率が高まるのは放射線がＤＮ

 
96  甲 C３４号証。山下俊一「放射線の光と影」（２００９年）「小児甲状腺がんのほとんどは，

染色体が二重鎖切断された後，異常な修復で起こる再配列がん遺伝子が原因だということが

わかりました」（５３８頁左下から６行目以下） 
97 甲Ｂ１７３崎山意見書１２頁図９ 
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Ａの鎖の両方とも切断する（二重鎖切断）確率が高い時である。では，

放射線によりＤＮＡの二重鎖切断の確率が高まるのはどういう場合か。

それは放射線がＤＮＡの鎖の一方だけではなく，両方の鎖を切断する

場合である。そして１本の放射線では通常，ＤＮＡの鎖の一方しか切

断しないから，それは放射線がＤＮＡに対して高密度で集中して発射

した時である。これに対し，放射線がＤＮＡに対してまばらに分散し

て発射した時にはＤＮＡの鎖の一方しか切断されず，二重鎖切断の確

率は低い。 

前者の典型がアルファ線やベータ線による内部被ばくの場合であ

り，後者の典型がγ線による外部被ばくの場合である。 

今，１mSv のセシウム１３７はベータ線とγ線をおのおの約３００

０億本発射する（原告ら準備書面(60)６頁参照）が，これが内部被ば

くだと，例えば心臓に付着したセシウム１３７から発射されるベータ

線は周囲約５mmに飛翔して，その間に１本のベータ線につき最大で２

万５０００個の電離（＝損傷）を行う98。従って，心臓に付着したセシ

ウム１３７は１mSvでは，ベータ線により周囲約５mmの狭い範囲で約

３０００億本×２万５０００個＝７兆５０００億個の電離（＝損傷）

を行うことを意味する。これが周囲約５mmに存在する心臓のＤＮＡに

対して高密度で集中して発射する場合であることは容易に理解できる。

これに対し，セシウム１３７が外部から人を被ばくする場合，身体を

貫くγ線１本につき最大で２万５０００個の電離（＝損傷）を行う99。

１mSv では，γ線によりベータ線と同じく，７兆５０００億個の電離

（＝損傷）を行う。しかし，電離の場所は人体の内と外の両方であり，

仮に電離がすべて人体の内で起きたと仮定しても細胞総数が６０兆個

だとすれば100，８個の細胞中に１個の電離が発生するにとどまる。こ

 
98 その計算式等の詳細は原告準備書面（６０）６～８頁参照。 
99 その計算式等の詳細は原告準備書面（６０）８～９頁参照。 
100 最近は，３７兆個という説が有力である。 
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れがＤＮＡに対してまばらに分散して発射する場合である。 

以上の通り，同じ１mSv のセシウム１３７の被ばくであっても，一

方のベータ線による内部被ばくは放射線がＤＮＡに対して高密度で集

中して発射する場合であって，二重鎖切断の確率が高いのに対し，他

方のγ線による外部被ばくは放射線がＤＮＡに対してまばらに分散し

て発射する場合であって，二重鎖切断の確率が低い。つまり両者にお

いて，がん発生の確率が全くちがってくる。 

イ ＷＧ報告書は，「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」と述べる。 

しかし，等価線量という概念は，内部被ばくにおいて「二重鎖切断

によりがん発生の原因となる異常再結合を引き起こす」という現象を

大きく歪曲するという点で誤った概念である。その理由は以下の通り

である。 

もともと線量概念の中に「等価線量」が導入されたのは，「放射線の

人体への健康影響」を量的に示すために，臓器の全体が受けた線量に

着目し，また放射線の種類により人体への影響に差異があることを考

慮して放射線の種類に応じて係数をかけて導いたとされる101。 

その結果，内部被ばくの現象に対し等価線量という線量概念を導入

すると，例えば，心臓という臓器のうちの周囲５mmの狭い範囲に高密

度で集中して発生する電離現象も，心臓という臓器全体に置き換えて

電離現象を再評価することになる。今，心臓102の体積を直径１２cmの

球と同様と考えると，幾何学的には，直径１０mmの球内部の現象を直

 
101 しかし，せっかく苦労して等価線量を定義してもいざ実際に測定となると，以下のウィキペ

ディアの解説の通り，実は測定できない。科学の本質は実証にあるのに測定できない観念的な

値が等価線量である。《等価線量は人体の臓器に対して定義されたものであるため，例えば，

甲状腺などの体の内部の臓器について直接測ることは原理的にできない。そのため，実務とし

て等価線量は，環境モニタリングまたは個人モニタリングの結果から観念的に実際受けたで

あろう量以上の線量当量を計算によって算出し，それを等価線量とみなすことで求められる。》 
102 人の心臓は平均長さ14cm，幅10cm（林正健二「解剖生理学 (ナーシング・グラフィカ―人体

の構造と機能(1))100頁） 
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径１２０mm の心臓全体の現象に置き換えることを意味するから，「電

離の密度」を１２の３乗つまり１７２６倍に薄めることを意味する。

上記の１mSv のセシウム１３７が出すベータ線で言うと，半径約５mm

の狭い範囲で発生した７兆５０００億個の電離の密度を１７２６倍に

薄めて，同じ範囲に約４３億個の電離が発生したことに置き換えるこ

とを意味する。一般に「電離の密度」が高まれば二重鎖切断の確率も

高まり，基本的に二重鎖切断の確率は「電離の密度」に比例関係にあ

ると考えられるから，これは二重鎖切断の確率を１７２６分の１に下

げるものである。 

これは，内部被ばくにおいて，二重鎖切断が発生する確率の高さを

大きく歪め，あたかも「狭い範囲において高密度の二重鎖切断など発

生しなかった」かのようにみなすものであり，その結果，がん発生の

原因となるＤＮＡの異常再結合（再配列異常）の確率の高さもまた大

きく歪められ，あたかも「狭い範囲においてＤＮＡの異常再結合など

発生しなかった」かのようにみなすものである。 

ウ 以上のとおり，「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。」との上記見解は内

部被ばくの特殊性を無視したものであり，内部被曝の被ばく線量を等

価線量で評価すること自体が間違いである。 

このように内部被ばくが放射性核種の飛程の及ぶ局所的部分にど

れくらいの影響を与えるかという考え方で吸収線量を測定するのは，

現在では珍しくない手法である。「長崎原爆被爆者のプルトニウム内部

被ばく」（甲Ｂ161）では，「そのアルファ粒子が当たった肝細胞の核で

は１.２９Gy，血管内皮細胞核では３.３５Gy と高線量を示しました。

このことは，内部被ばくにおける細胞局所への影響の重要性を示すも

のです(Fig. 2)。」とあるとおり，この論文では，細胞局所への影響の

重要性を重視して吸収線量を計算した結果，一部の細胞に高線量を示

したことが示されている。この論文は，内部被ばくについて従来の手
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法での吸収線量（すなわち等価線量）では内部被ばくの実態を正確に

現していないという観点から，内部被ばくの場合は局所的に吸収線量

を計算するべきであるという考え方に立っているのであり，等価線量

では，内部被ばくの影響の実態が正確に評価されないということが明

確にされている。 

 

エ 小括 

以上の通り，被告国やＷＧ報告書の主張は，等価線量という線量概

念により，内部被ばくにおいて発生する高線量，そして，「狭い範囲で

発生する高密度のＤＮＡの二重鎖切断」という現象を消去してしまい，

その結果，がん発生の原因となる「ＤＮＡの異常再結合」という現象

に敢えて目をそらすものである。 

 

２ 内部被ばくによる健康影響の見直し 

  従来軽視されてきた内部被ばくによる健康影響の見直しが，様々な分野

でなされている。ここでは，原爆被爆についての一つの研究を指摘する。

  

(1) はじめに 

外部被ばくと同様，「内部被ばくによる健康影響」の「健康影響」の態

様にも，被ばく直後に発症する急性症状と長い潜伏期間を経て発症する

晩発性症状の２つの類型がある。原爆被爆者の内部被ばくの実相を明ら

かにしたのが，広島大学原爆放射線医科科学研究所線量測定・評価研究

分野客員教授大瀧慈氏，同研究所計量生物研究分野研究員大谷敬子氏に

よる「広島原爆被爆者における健康障害の主要因は放射性微粒子被曝で

ある」と題する論文（甲Ｂ１５１号証，以下「大瀧ら論文」という。）で

ある。 

(2) 大瀧ら論文は，広島の原爆被爆者の健康被害の実態をつぶさに検討す

る中で，従来の分析手法である初期放射線＝「外部被ばくによる健康影
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響」という観点では解明できない矛盾の存在を明らかにし，この矛盾を

解くカギを放射線降下物の吸飲により体内にもたらされた「内部被ばく

による健康影響」に見い出し，その観点から「内部被ばくによる健康影

響」について急性症状と晩発性症状の両方の類型を統計的に解明した研

究である。以下，両者の類型を区別して論じる。 

(3) 急性症状――於保医師の実態調査－― 

      大瀧ら論文は，１９５７年に広島市で広島原爆被爆者の被爆直後にみ

られた急性症状発症と被爆状況について聞き取り調査をした於保医師の

データ（以下，於保データという。）に基づき，残留放射線被ばくと急性

症状発症の有無との関係についてロジスティック回帰分析による多変量

解析を行った103。それが次の回帰式の４つの回帰係数（β１，β２，β３，

β４）の統計的推測すなわちこれらの回帰係数を最尤法を使って点推定

し，なおかつ検定を行なった。 

  

 

 

以上の統計的推測により得られた結果が以下の表２である（８２２頁）。 

 

 
103 原爆被爆者が急性症状を発症する確率をｐとした時，急性症状を発症するオッズｐ／１－ｐ

の対数値を目的変数とし，被爆地点の爆心地からの距離，遮蔽状況，被爆直後の中心地への出

入りの３つを説明変数として，目的変数を３つの説明変数の一次式として表現してロジステ

ィック回帰分析を行った。その詳細は大瀧ら論文８２０～８２１頁参照。 

0 1 2 3 4log (dist - 2.0) outd ent (dist - 2.0)×ent.            (1)
1

p
p
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ここで注目すべきなのは「被爆距離と入市状況の交互作用」という説

明変数の母回帰係数β４の推定値が０．５０という正の値になったこと

である。それは「原爆炸裂直後に市内に入った」（つまり「入市状況」の

説明変数が１のとき）人については，「爆心地からの距離が大きい人ほど

急性症状を発症する確率が大きくなる」ことを意味する。しかしこれで

は「初期放射線による健康影響」は「爆心地からの距離が大きい人ほど，

急性症状を発症する確率は小さくなる」という従来の説明と正反対の結

果となり，「初期放射線による健康影響」では説明出来なくなる。この矛

盾は「残留放射線被曝による健康影響」によって説明できるのではない

かという仮説を示唆するものである。 

しかも，この統計的解析で得られた母回帰係数β４（β１，β２も）のｐ

値104は０.１％以下であり，統計的な有意さにおいて抜群の信頼性がある。 

その上，この統計的解析は標本の特質を明らかにする記述統計ではな

く，母集団の特質を推測する推測統計である。従って，その統計解析の

対象は単に於保データの４７００名弱にとどまらず，爆心から７kmにい

て，於保医師の調査時に生存していた全ての広島原爆被爆者（数十万人）

という人たち（母集団）に及び，この母集団が蒙った被害についての分

析である。 

(4) 晩発性（後障害）症状――広島大学の被爆者コホートデータに基づく

最近の研究結果 

ア 大瀧ら論文は，広島原爆被爆者のうち，６０歳未満のときに爆心地

から２km 以内で被爆し，１９７０年１月１日時点で広島県内に居住

(生存)していた１万８１８１人(男性 6823 人，女性 11358 人)におけ

る１９７０年～２０１０年の期間での固形がん死亡数と初期被爆線量，

 
104 母集団から抽出した標本データを計算して得られた統計量の値について，この値より大きな

値が出現する確率はいくらかを示したもの，統計量の確率分布でいうと，統計量の実現値以上

の確率変数が出現する確率の値を面積として示したもの。ｐ値が分かれば，前もって設定した

有意水準の値と大小を比較して有意か否かをただちに判定できる。例えば，大瀧ら論文のβ４

 のｐ値が０．１以下のとき，有意水準を５％は言うに及ばず，１％であっても有意であると

判定できる。 
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被爆距離等のデータを解析し，男女別，被爆時年齢階級別，被爆距離

階級別および被爆地点方向別に，全日本を基準集団とした期待死亡数，

観察対象者の死亡数、及び両者の比（標準化死亡率。ここではＳＭＲ

と略称）を算出した。それが大瀧ら論文表４（８２３～８２４頁）で

あり，それを視覚化したのが以下の図４（８２５頁）である。 

イ 考察 

一見すると，上記図４は観察対象者の初期被爆線量と被爆距離との
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関係を示した以下の図３とおおむね似ているすなわち初期被爆線量と

ＳＭＲの間に強い関連性があるように見えるかもしれない。 

 

しかし，大瀧ら論文は「詳細に観てみるといろいろ両者の距離依存

性には大きな違いが存在していることが判る」と，以下の「注目され

る違い」を指摘する。 

 第１に，図３から被爆距離が１.２km～１.４km での初期被爆線量

（約700mSv前後）は１.０km～１.２kmでの初期被爆線量（約1.5Sv）

の約５０%程度となだらかに減少しているが，これに対し，ＳＭＲの値

は図４から，男女ともほぼ全ての被爆時年齢層において，被爆距離１.

２ｋｍ付近まで急激に低下し，それ以降は２.０ｋｍ付近までほぼ同一

の水準で推移している。なぜこれが注目に値するかというと，放射線

被曝による発がんの過剰相対リスク（ＥＲＲ）は被曝線量と共に直線

的に増大するというＬＮＴモデルではこのような被曝距離依存性に対



 

217 

 

して図３の初期被爆線量では説明できないからである。 

第２に，ＳＭＲが爆心地を中心としてどのように地理分布をしてい

るかを見ると，被爆時年齢が１０歳代の男性の場合（図４の②），爆心

地近傍を含めて爆心地から西側ではＳＭＲの値は被爆距離が遠くなる

と共に増大し，２．０kmの円環付近に限ってみると，西側の方が東側

よりも高い傾向が認められる。これは，ＳＭＲの値がピカによる初期

線量（初期被爆線量）だけでは単純に説明できない特徴を有している

ことを物語る105。 

ウ 小括 

       以上から，広島の原爆被爆者で爆心地から２.０km 以内で被爆した

直接被爆者を対象にした被爆後の後障害である固形がん死亡の超過危

険度の被爆地点依存性の特徴は，外部被ばくを前提とした初期線量や

ＬＮＴモデルでは説明できないことが明らかとなった。 

 

(5) 広島原爆投下当日，広島市内に入市した兵士集団のアンケート調査

（2016年） 

ア 広島原爆では被爆距離が１.９km 以遠の遠距離被爆者や入市者の中

から高頻度で急性症状を発症した。しかし，彼らは全員，急性症状発

症の閾値とされている１Gyの線量に達しない，１００mGy未満の被爆

線量（初期線量＋残留放射線量）だった。では，なぜ彼らの多くが急

性症状を発症したのか。 

この疑問に答えるため，大瀧氏らは，「放射性微粒子の吸飲による内

 
105 その後，大瀧氏らは， 多段階発がん数理モデルの適用による解析を行い， 広島原爆被爆者

の固形がん死亡危険度に対しては図４が示した被爆距離に関する折れ線モデルの方が従来の

初期放射線に基づくモデルよりも高い適合度を持つことを明らかにし，初期放射線以外の遮

蔽の影響を受けにくい曝露要因が広島原爆被爆者の固形がん死亡の超過リスクに大きく影響

していることを見出した（大瀧 慈， 大谷敬子，冨田哲治，佐藤裕哉， 原 憲行，川上秀史，

瀧原義弘， 星 正治，佐藤健一: 広島原爆被爆者における固形がん死亡超過の主要因は初期被

爆線量ではない－性別・被爆時年齢階級別の初期線量・被爆距離の説明力の比較解析－， 広

島医学， 69， 369-373， 2016.。甲Ｂ１５２）。 
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部被曝がその要因ではないか」という仮説を立て，これを検証するた

め，２０１６年，原爆投下当日広島市外で招集され，当日広島市内に

入市した陸軍船舶特別幹部候補生１４２名を対象としたアンケート調

査を行った（有効回答者数は６４名）。 

イ 調査結果と解析 

主な質問項目は，入市した場所および時間，その時の市内の火事や

‘粉塵’の状況，作業した場所，作業内容およびその時の‘粉塵曝露

状況，その後の健康状態である。作業場所および作業中の粉塵曝露の

有無により，以下の表７の通り，A群，B群，C群，D群の４群に分け， 

急性症状の発症の有無およびがん罹患既往歴の有無について，A 群を

基準（対照）とする各群のオッズ比106を次のようにして算出した。 

(ｱ) ある集団である疾患が起こるリスクを P とするとその疾病に関

するその集団のオッズは次のように表される。 

オッズ＝Ｐ／(1－Ｐ) 

(ｲ) 症例の集団（群）と対照の集団（群）との間で，ある疾患への罹

 
106 生命科学等の分野で，ある疾患などへの罹りやすさを２つの群で比較して示す統計学的な尺

度である．オッズ比が１の場合，ある疾患への罹りやすさが両群で同じことを意味し，１より

大きい場合，疾患への罹りやすさが分母の群でより高いこと，１より小さい場合，分母の群で

より低いことを意味する。 
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りやすさを示す尺度であるオッズ比は，両群のオッズの値の比とし

て次のように表される。 

オッズ比＝症例群のオッズ／対照群のオッズ 

(ｳ) 急性症状発症について，例えばＡ群及びＤ群のデータが以下の通

りであるとき（ただし，不詳は対象外とした），Ａ群を基準としたＤ

群のオッズ比は次の計算で導かれる。 

 症状有 症状無 

Ａ群（2km以遠かつ曝露無） 3 11 

Ｄ群（2km以内かつ曝露有） 16 5 

Ａ群のオッズ＝3／11 

Ｄ群のオッズ＝16／5 

∴Ａ群を基準としたＤ群のオッズ比＝Ｄ群のオッズ／Ａ群のオッ

ズ＝16/5／3/11＝16×11／5×3＝11.7‥‥ 

 

結果は以下の図５および図６の通りである． 

 

爆心地から半径２.０km以内で作業し，‘粉塵’を浴びたD群におい

て，急性症状様の症状の発症危険度やがんの既往歴危険度が対照群で
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あるA群に比べてオッズ比（の推定値）として１０倍を超える高い上

昇が検出された。 

この結果について，大瀧ら論文は次のような結論を述べている。 

《この解析での標本数は総計で６４例とかなり少数ではあるが， A群

～D 群の何れの群も年齢，健康状況，原爆投下当日の行動などの背

景要因がほぼ均一な集団で構成されていることや爆心地近くに入

市していても粉塵に非被曝（被曝関連の記載が無い場合も含む）で

あったC群でのオッズ比が何れも３．０未満であることに留意すれ

ば，この結果は，放射化した微粒子を吸い込んだことによる内部被

曝による健康影響を如実に示唆しているのではなかろうか．》107 

(6) 小括 

以上の通り，広島原爆の被爆者の健康障害の原因を統計的に解析した

大瀧ら論文の結論は明快であり，そのエッセンスは同論文のラストに次

の通り述べられている。 

《これまでに報告されている研究によれば，原爆被爆者のうち遠距離被

爆者や入市者の場合に推定されている放射線量は高々数十mGyであると

いうことになっている。この程度の低線量放射線被曝が，ほんとうに急

性症状発症の頻発や２０％近い固形がん死亡超過危険度をもたらしたの

であろうか？この疑問に対して，我々は，曝露源が微粒子である場合の

放射線量が桁違いに過小評価されていることが問題の根源であり，それ

を適正化すれば，自然に解決できるものと考えている。特に, 放射線の

線種がα線やβ線の電荷を持った粒子線の場合には，透過力が弱いため

に内部被曝の状況では従来法による測定そのものが困難であったことを

付記しておく。》 

《広島原爆被爆者の急性症状発症状況や固形がん死亡の超過危険度は,

初期放射線だけでは説明できず，残留放射能を含む放射性微粒子の曝露

 
107 甲Ｂ１５１号証。８２７頁右段９行目以下。 
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が大きく関与しているものと思われる。》108 

 

３ セシウム含有不溶性放射性微粒子問題 

  内部被ばく，すなわち不均一被ばくの最たるものが，セシウム含有不溶

性放射性微粒子による内部被ばく問題である。以下，詳述する。 

(1) 福島原発事故前の認識 

ア 福島原発事故前，原発事故によって大気に放出される放射性セシウ

ムは，水溶性で，１μｍ（マイクロメートル，ミクロンと同義）より

も小さな硫酸エアロゾルによって運ばれると考えられていた（甲第Ｂ

１９２号証132頁，郷地証人調書（１回目）８頁）。また，体内に入っ

た放射性セシウムは，水溶性のイオン状態で存在すると考えられてい

た（甲第Ｂ１９３号証65頁）。 

イ セシウム１３７の生物学的半減期は，「１歳までが９日，９歳までが

３８日，３０歳までが７０日，５０歳までが９０日」とされている（甲

Ｂ第１９４号証）が，これもセシウム１３７が水溶性であり，血液や

体液に溶けて体内を巡り，体外に排出されることが前提となっている。 

(2) セシウム含有不溶性放射性微粒子の発見 

      ところが，福島原発事故後の調査の結果，放射性セシウム原子が他の

金属とともに不溶性の微粒子を形成していることが次のとおり，次々と

明らかになった。 

ア 足立光司氏らの研究（甲Ｂ第９６号証の１，２） 

気象庁気象研究所の足立光司氏らは，福島第一原発から１７０ｋｍ

南西の茨城県つくば市の同研究所において，２０１１年３月１４～１

５日に通過したプルーム内の大気中から，直径 2.6μｍのセシウム１

３４，137を含む球状の微粒子を採取した。これは，セシウムに加え，

酸素，ケイ素，鉄，亜鉛を主体とし，微量の塩素，マンガンなどを含

 
108 甲Ｂ１５１号証。８２８頁右段下から１２行目～８２９頁 
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み，放射性セシウムの質量パーセントは5.5％で，非水溶性であった。

このとき採取された微粒子には，アルファ粒子であるウランを含むも

のもあった。試料採取時の放射能濃度は，セシウム１３４が 3.31±

0.06Bq，セシウム１３７が 3.27±0.04Bq と計算された。放射能強度

は，大気１立法メートルあたり最大で40Bq程度であった。 

 

この微粒子を，以下，通称に従い「セシウムボール」という。セシ

ウムボールの写真は，上記のとおりである。 

イ 東京慈恵医科大学アイソトープ実験研究施設講師箕輪はるか氏らの

研究（甲Ｂ第１０４号証） 

       箕輪氏らのグループは，２０１１年４月～１１月に首都圏の約７０

か所から土壌試料を採取し，含まれる放射性物質を調べ，セシウム１

３４，同137が広範囲に拡散していることを確認したが，その試料中

に，特に放射性物質濃度の高い微粒子が確認された109。 

ウ 九州大学理学研究院化学部門宇都宮聡准教授の研究（甲Ｂ第１０５

号証，１２２号証） 

 
109 なお，箕輪氏らは，確認した微粒子を「ホットパーティクル」と表現している。「ホットパ

ーティクル」とは，一般には，プルトニウム 239等のアルファ粒子を中心とする不溶性の放

射性微粒子と理解されているが，論者によっては，放射性セシウムを中心とする放射性微粒

子についても「ホットパーティクル」と表現する場合がある。狭義の（すなわちアルファ粒

子を中心とする）ホットパーティクルが健康に与える影響については，１９７０年代から議

論されてきた。これに対し，ベータ粒子を中心とする放射性微粒子による健康影響は，福島

原発事故までほとんど議論されてこなかった。 
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       宇都宮准教授は，２０１６年６月に横浜で開催されたゴールドシュ

ミット会議（地球化学分野で最大の国際学術会議）で，「福島事故から

東京へ降下した放射性セシウムの主要化学形態～ガラス状微粒子への

濃集～」と題する報告をした。その内容の要旨は次のとおりである。 

(ｱ) 宇都宮准教授が率いる研究グループは，東工大，ナント大学，ス

タンフォード大学と共同で，東京都内から採取された大気エアロゾ

ルサンプルを分析した。その結果，セシウムの大部分は，メルトダ

ウン時に形成されたガラス状微粒子に取り込まれた状態で地表に

降り注いだことが明らかになった。 

(ｲ) これらの微粒子は，１μｍの大きさしかないが，高濃度のセシウ

ムが含まれており，放射線量は，１グラム当たり１０１１Bq であり，

福島の一般的な土壌１グラム当たりの放射線量の１０７～１０８倍

に達する。 

(ｳ) ２０１１年３月１５日に東京で採集したエアフィルターを分析

した結果，放射能の８０～８９パーセントは高濃度セシウム含有微

粒子によるものであり，これまで想定されていた水溶性セシウムよ

り大きな割合を占めることが分かった。 

エ 茨城大学フロンティア応用原子科学技術研究センター新村信雄氏ら

による研究（甲Ｂ第１０６号証の１，２） 

新村信雄氏らは，福島事故由来の放射性セシウムの物理的・化学的

特性を明らかにするために，様々な試薬の水溶液を使い，汚染土壌か

らの溶出実験と汚染したタケノコ，椎茸のオートラジオグラフィー110

による測定を行った。その結果，福島事故由来の放射性セシウムは，

粒子状（粒径１μｍ）で，不溶性であることが分かった。粒子状の放

射性セシウムは，イオン状態ではないので，土壌鉱物に閉じ込められ

ることがなく，土壌鉱物粒子の粗面に物理的に付着している。したが

 
110 放射線写真法やオートラジオグラムとも呼ばれ，分布している放射性物質から放出されるベ

ータ線粒子やγ線から画像（オートラジオグラフ）を作成する手法 
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って，風等によって，微細な土壌粒子に付着した状態で，あるいは，

土壌粒子から分離して粒子単体で容易に再浮遊することになる。 

 

(3) セシウム含有放射性微粒子についての社会的認識の広がり 

放射性セシウムがセシウム含有不溶性放射性微粒子の状態で存在して

いることは衝撃的な事実であった。専門的な内容ではあるものの，住民

の健康被害につながる問題であることから，報道機関もこれを取り上げ，

一般的にも知られるようになった。ここでは，３つの例を挙げる。 

ア ＮＨＫは，２０１４年１２月２１日午後１１時３０分からＥテレの

「サイエンスＺＥＲＯ」シリーズの第１３回で，「謎の放射性微粒子を

追え!」と題する番組を放映し，福島原発事故で大量に放出された放射

性セシウムの多くが不溶性の球形粒子として存在していること，従来

想定されていた水溶性粒子とは体内や環境中でのふるまいが異なるた

め，健康影響の推定などにも違う考え方が必要であること等を報道し

た（甲Ｂ第１９５号証）。 

イ ＮＨＫは，２０１７年６月６日の「クローズアップ現代」で，「原発

事故から６年 未知の放射性粒子に迫る」と題する番組を放映して，

セシウム含有不溶性放射性微粒子の研究結果を紹介し，問題点に迫っ

た（乙Ｂ第３４号証）。そのポイントは次のとおりである。 

(ｱ) これまで，セシウムは水に溶けて環境の中で次第に薄まっていく

と考えられてきたが，水に溶けない不溶性の状態でセシウムが見付

かっている。（2/30頁） 

(ｲ) セシウムボールが特定の場所に長期滞在した場合は，通常の内部

被ばくよりも局所性は当然高くなる。従来の被ばくと応答（影響）

は異なる可能性が否定できない。（日本原子力研究開発機構佐藤龍

彦氏の発言）（3/30頁） 

(ｳ) 水溶性の場合と比べ，同じ量のセシウムでも，肺の被ばく量は大

人でおよそ７０倍，影響を受けやすい幼児では，およそ１８０倍に
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なるとされている。（5/30頁） 

(ｴ) 粒子の場合，近い部分の線量が局所的に高くなり・・・放射性物

質の量が同じでも，健康影響は変わる可能性がある。（7/30頁） 

(ｵ) 地方自治体では，不溶性放射性微粒子について特段の対策はとっ

ていない。（11～12/30頁） 

(ｶ) がれき撤去作業などで巻き上げられた粒子が広い範囲にわたり

飛散することがある。（13/30頁） 

ウ 茨城新聞は，２０１８年１月１４日，「関東に放射性微粒子飛来」と

題する５段抜きの記事を掲載し，２０１１年３月に関東地方で直径約

１μｍのセシウムボールが検出されたこと，福島県双葉町の土壌から

は，平均２００μｍでいびつな形の放射性粒子がみつかったこと，東

京大学の森口祐一教授は，これらについて，「水に溶けないので内部被

ばくの想定が従来と異なる」と指摘していること，セシウムボールは

水に溶けないので，一部が肺などに長期間とどまる懸念があること等

を指摘した（甲Ｂ第１１５号証）。 

エ 雑誌「週刊女性」は，２０１９年７月，「謎に包まれた『セシウムボ

ール』の脅威，未知の放射性物質と汚染実態が明らかに」と題する記

事を登載した。（甲Ｂ第１９６号証） 

 

(4) 放射性セシウムの放出から現在の状況まで 

ア 福島第一原子力発電所事故によって放出された放射性セシウムは，

不溶性放射性微粒子の形態のものと，水溶性の化合物の形態のものと，

大きく２種類があったと考えられる。 

イ 九州大学大学院理学研究院の宇都宮聡准教授らのグループは，２０

１１年３月１５日に東京へ降下したセシウムのうち８０～８９％がセ

シウム含有不溶性放射性微粒子だったことを明らかにした（甲Ｂ第１

８０号証の９の１，２）。 

ウ 九州大学大学院理学府池原遼平氏らのグループは，福島県内の土壌
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に含まれる放射性セシウムを調査し，セシウム含有不溶性放射性微粒

子の個数と放射能寄与率【ＲＦ値：全セシウム（セシウム含有不溶性

放射性微粒子と水溶性セシウム）の放射能に対するセシウム含有不溶

性放射性微粒子の放射能の割合】を調査し，「福島第一原発から環境中

に放出された放射性セシウムを多く含む微粒子の存在量と分布」と題

する論文（甲Ｂ第１９７号証）にまとめた。これによって，２０１１

年３月１２日から同月２１日までに福島第一原発から放出された９つ

のプルームのうち，セシウム含有不溶性放射性微粒子は，３月１４日

午後遅くに始まり，南南西に流れ，３月１５日の午前１１時にかけて

関東地方に広がったプルーム（上記論文では「Ｐ２」と命名），３月１

５日の朝に始まり北西方向から中通り地方に流れたプルーム（雨によ

ってセシウムが大量に土壌に沈着した。上記論文では「Ｐ３」と命名）

に大量に含まれていたこと，したがって，３号機と２号機がセシウム

含有不溶性放射性微粒子の発生源であることを明らかにした（８枚目，

９枚目）。 

  この論文中には，セシウム含有不溶性放射性微粒子の個数と放射能

寄与率を示した放射能測定マップがある（１０枚目）ので，次に転記

する。 
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これによれば，放射性セシウムは，何度かのプルームに乗って県内

各地に拡散したが，プルーム毎に放射性セシウムの性状も変わってお

り，結果として，最もＲＦ値が高いのは，いわき市方面であって４０％

を超えており，福島市から中通り地方も３０％を超えていることが判

る。 
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エ 水溶性の化合物の状態で土壌に降下した放射性セシウムは，陽イオ

ンとして振舞い，マイナス電荷を持つ土壌粒子に引き付けられ，粘土

鉱物の隙間に入り込んで固定化され，不溶性になる（乙Ｂ第３１号証，

３２号証）。独立行政法人国立環境研究所の資源循環・廃棄物研究セン

ターが土壌の放射性セシウムの溶出実験をしたところ，溶出率は，１．

２％未満であった（乙Ｂ第３３の１，２） 

オ いまなお，被告らの帰還予定地も含め，福島の土壌には大量の放射

性セシウムが含まれている。そして，上記ア～エによれば，放射性セ

シウムの大部分は，もともと不溶性である放射性微粒子として存在す

るか，水溶性であった放射性セシウムが土壌粒子に取り込まれること

によって形成される不溶性粒子として存在していると考えられる。そ

こで，そのことを確認するための調査をされたのが，京都大学工学部

原子核工学教室の元技官である河野益近氏である。そこで，項を改め

て，河野氏の調査内容を詳述する（甲Ｂ第１４２号証）。 

カ 河野氏は，２０１８年５月２７日～３１日と同年７月２７日～３１

日の２回にわたり，当時の県内子ども原告らが通っていた１６の小中

学校の舗装道路脇に堆積した土壌の微細粒子を採取した。これは，風

等の要因で再浮遊しやすい土壌を検査対象にするためである。そして，

微細土壌に含まれる放射性セシウムを測定する（土壌測定）とともに，

その土壌中の放射性セシウムの溶出試験を行った。その結果は，次の

とおりであった。（甲Ｂ第１４２号証） 

(ｱ) 土壌測定結果 

ａ 106μｍ以下の微細土壌に含まれるセシウム１３４，セシウム

１３７の合計は，315±3.5Bq/ｋg～13500±42/／Kgであった。 

ｂ 25μｍ以下の微細土壌に含まれるセシウム１３４，セシウム１

３７の合計は，850±87Bq/ｋg～26000±260/／Kgであった。 

ｃ 25μｍ以下の微細土壌に含まれる放射性セシウム量の 106μｍ

以下の微細土壌に含まれる放射性セシウムの量に対する割合は，
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0.90～3.16％であり，ほとんどの土壌で，より微細な土壌中に多

量の放射性セシウムが含まれていることが分かった。 

(ｲ) 溶出試験結果 

106μｍ以下の微細土壌に含まれる放射性セシウムについて溶出

試験を実施したところ，溶出した放射性セシウムは，0.02％以下～

1.60％以下であり，すべての土壌において，放射性セシウムの９

８％以上が不溶性であることが分かった。 

 

(5) セシウム含有不溶性放射性微粒子の再浮遊の危険 

以上のとおり，現在，福島県内外の土壌に沈着している放射性セシウ

ムの大部分は，不溶性微粒子の性状で存在する。土壌中の不溶性微粒子

は，再浮遊の危険がある。この点について警告を発しているのは，帝京

大学大学院理工学研究科飽本一裕教授である。同教授の「粒子状放射性

物質の再浮遊と移流による２次汚染」と題する論文（甲Ｂ第１０８号証）

によると，次のことが分かる。 

ア 福島県原子力センターが計測した福島市内の同福島支局における放

射性降下物量と大気中放射能濃度，大熊町における放射性降下物量の

データによれば，放射性降下物は，概ね冬から春に増加し，夏から秋

に減少する年間サイクルを示している。このことから，降水量が湿度

と共に減少し，季節風が強まる冬から春にかけて土壌粒子を中心とす

る粒子状物質が風で再浮遊し，移流後に降下・沈着するが，降水量と

湿度が増加し，内陸部で風速が弱まる夏から秋にかけては，特に内陸

部での再浮遊が抑制されていることが分かる。（同号証17～18頁） 

イ 地表面に位置する土壌粒子の運搬機構には，①転動，②跳躍，③浮

遊がある。運搬機構は主として粒径に依存し，１㎜以上なら転動，１

㎜～５０μｍが跳躍，５０μｍ以上なら浮遊する傾向が強い。浮遊粒

子は，低質量のため移行距離が極めて長くなる。（同号証19頁） 

ウ 風起源の２次汚染の事例として，福島市で２０１２年１月２日午前
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９時から１月３日午前９時までの２４時間に，それまで１日当たり１

００MＢｑ/㎢以下で推移していた放射性降下物量が，４３２MＢｑ/㎢

に激増した事件があった。（同号証24頁） 

エ 再浮遊の原因としては，風だけでなく，除染工事，山火事，自動車

運転，建設工事，農作業等も考えられる。（同号証24～25頁） 

 

(6) セシウム含有放射性微粒子が健康に与える影響 

ア セシウム含有放射性微粒子の危険性－サイズ 

(ｱ) セシウム含有放射性微粒子の危険性は，そのサイズにある。セシ

ウム含有放射性微粒子の大きさは様々であるが，上記第３の３(2)

のアないしエの研究結果等に照らすと，１μｍ前後が多いと考えら

れる。 

(ｲ) 原子力委員会は，昭和４４年にプルトニウムに関するめやす線量

について報告書を公表した（甲Ｂ第８３号証）。これには，プルトニ

ウムによる身体の各部に対する影響が分析されており，呼吸器系に

ついては，プルトニウム粒子の粒径と呼吸器系の各部への沈着割合

が検討されている。これによると，肺胞への沈着割合は粒径が小さ

いほど高く，１０μｍ程度では１０％程度であるが，１μｍ程度で

は３０～４０％になり，０．１μｍ程度まで小さくなれば５０％程

度に上昇すること，気管や気管支への沈着率も同様の傾向であるこ

とが指摘されている（3/8頁）。また，終末気管支及び肺胞に沈着し

た不溶性の粒子は，その部位では絨毛による粒子の移動がないため，

長い期間そこに留まることが指摘されている（2/8頁）。 

(ｳ) プルトニウム粒子も，セシウム含有不溶性放射性微粒子も，気管

支や肺胞への沈着のメカニズムは同一である。そうすると，呼吸に

よってセシウム含有放射性微粒子を呼吸器系に取り込んだ場合，０．

１μｍ～５μｍ程度の大きさであれば，かなりの確率で気管支や肺

胞に沈着する可能性があると考えなければならない。 
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(ｴ) また，それより小さいナノレベルの微粒子は，容易に血中に移行

し（溶けるのではない。），全身の臓器に移行して，移行先の周囲の

細胞を放射線で攻撃することになる。（郷地証人調書（１回目）２５

頁，甲Ｂ第１１８号証１８頁） 

 

イ セシウム含有不溶性放射性微粒子の危険性－局所性 

(ｱ) 足立光司氏らが発見したセシウムボール１個には，セシウム１３

４，同１３７についてそれぞれ約３Bqの放射能濃度があった（上記

第３の３の(2)ア）。仮に，このセシウムボール１個が肺胞に沈着し

た場合，毎秒，セシウム１３４が３個，同１３７が３個，合計６個

のセシウム原子が壊変を起こし，毎秒ベータ線６本（１日で５１万

８４００本）が周辺組織に向かって発射されることになる。現在は，

福島原発事故から９年が経過しているため，半減期の短いセシウム

１３４を無視するとしても，毎秒３本のベータ線（１日で２５万９

２００本）が発射される。更に，セシウム１３７がベータ崩壊して

できたバリウム 137ｍは，半減期２．５５分でγ崩壊するので，ベ

ータ線に加えてほぼ同数のγ線も発射される。これが，長期間にわ

たって沈着した場所から移動せず，周辺細胞を局所的に攻撃し続け

るのであるから，周辺細胞の受けるダメージは深刻である。 

(ｲ) 内部被ばくは「不均一被ばく」である。この健康リスクは，ＩＣ

ＲＰの考え方では正当に評価できないことは既に詳細に主張した。

セシウム含有不溶性放射性微粒子による内部被ばくにおいては，

「不均一被ばく」の特徴が顕著に現れる。国立保健医療科学院作成

の「保健福祉職員向け原子力災害後の放射線学習サイト」（甲Ｂ第１

８２号証の３）の12/15頁では，そのことが分かり易く図示されて

いるので，転記する。 
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  この図は，粒径２㎛で１０Ｂｑのセシウム１３７粒子（上記３(2)

アで足立光司氏が発見したセシウムボールと大きさはほぼ同じ，Bq

数が若干高い。）が１時間付着した場合の放射線の飛跡図（半径１㎜

の球）であり，国立保健医療科学院は，これに基づいて，ベータ線

及びγ線が周辺の組織に与える線量を推計した。その推計結果のう

ちベータ線による線量を見ると，微粒子から外側２０㎛までの範囲

は毎時１．２㏉，その外側１００～２００㎛の範囲は毎時７mGy，そ

の外側２００㎛～１㎜の範囲は毎時０．１ｍGy であることが判る。 

        このように，セシウム含有不溶性放射性微粒子が組織に沈着した

場合，その直近の細胞は，とてつもない量の被ばくをするのである。 

(ｳ) 周辺細胞が受けるダメージは，ＤＮＡ切断だけではない。ベータ

線とγ線がセシウム含有不溶性放射性微粒子の周辺で，局所的に大

量のフリーラジカルを産み出す。このことによって様々な健康被害

が生じることが想定される。  
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ウ セシウム含有放射性微粒子の危険性－生物学的半減期 

(ｱ) セシウム含有不溶性放射性微粒子は，血液や体液に溶けない。し

たがって，水溶性であることを前提としているＩＣＲＰの生物学半

減期の考え方（上記第３の(1)イに記載したように，セシウム１３７

について９日～９０日）は全く当てはまらない。この点につき，前

記宇都宮聡准教授は，「肺胞領域に沈着した CsMP（引用者注 セシ

ウム含有放射性微粒子を同准教授は，このように表記している。）は，

マクロファージによって完全に貪食されずにリンパ節にゆっくり

と移動し，その場合の生物学的半減期は数十年になると推定され

る。」と述べておられる（甲Ｂ第１２１号証３枚目左段落）。要する

に，セシウムの内部被ばくについての従来の考え方は，全く通用し

ないのである。 

        なお，九州大学の末武瑞樹氏らのグループは，福島の土壌から分

離したセシウム含有不溶性放射性微粒子を用いて系統的溶解実験

を行った結果，２Bqまでのセシウム含有不溶性放射性微粒子は，完

全に溶解するまで３５年以上かかり，セシウム含有不溶性放射性微

粒子は，数十年間環境に残留する可能性があると結論付けた（甲Ｂ

第１８０号証の８の１，２） 

(ｲ) 上記第３の(3)イで言及したＮＨＫの「クローズアップ現代＋」

（甲Ｂ第１９６号証）では，「水溶性の場合と比べ，同じ量のセシウ

ムでも，肺の被ばく量は大人でおよそ７０倍，影響を受けやすい幼

児では，およそ１８０倍になる」としていた（3/19頁）が，この程

度で収まると断定する根拠もない。 

(ｳ) 広島大学名誉教授鎌田七男氏の発表によれば，被爆後５３年が経

過した生存者の肺がん組織からウラニウム２３５が検出されたと

のことである（郷地証人調書（１回目）１１頁，甲Ｂ第１２０号証

の１９）。ウラニウム２３５とセシウム１３７は核種こそ異なるが，

後者が不溶性微粒子の形態で存在している以上，ウラニウム２３５
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と同様の動態を示す可能性，すなわち長期にわたって体内に居座り

続ける可能性がある。 

 

エ 学者らの対応 

セシウム含有不溶性放射性微粒子の問題は，この分野の学者らにも

衝撃を与えている。セシウム含有不溶性放射性微粒子による内部被ば

くの問題は，従前検討されておらず，その健康リスクが未知数である

ことを認めざるを得ないのである。具体的にいくつか指摘する。 

(ｱ) 日本原子力研究開発機構佐藤達彦氏 

「従来の被ばくと応答（影響）は異なる可能性が否定できない。」（上

記第３の３(3)イ） 

(ｲ) 日本保健物理学会会長・大分県立看護科学大学教授甲斐倫明氏 

「こういう不溶性の粒子が発見されたことによって，内部被ばくの

影響は見直していく必要はございます。」（甲第１９６号証7/19頁） 

(ｳ) フランス・ナントSUBATECH研究所長・日本原子力研究開発機構

先端センター界面反応場化学研究グループ長バーナード・グラムボ

ウ教授 

       「このような観測は・・・人間に吸入されるセシウム微粒子の吸入

線量を評価する方法にも変化をもたらす可能性があります。実際の

ところ，不溶性のセシウム粒子の生物学的半減期は水溶性のものに

比べてより長いと思われます。」（甲Ｂ第１０５号証） 

(ｴ) 日本原子力研究開発機構真辺健太郎氏，国立放射線科学研究所松

本政雄氏 

「このような粒子が体内に取り込まれると，粒子に含まれる放射性

セシウムは，血液や体液に溶けることによって全身に分布するとい

うことはなく，一つのまとまった物質としてふるまう。臓器や組織

内での崩壊数を推定するために一般的に使用される方法は，無数の

放射性核種の平均的な挙動（すなわち体内での分布）を基にデザイ
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ンされている。したがって，これまでの方法では，数の少ないセシ

ウムボールの体内摂取には適用できない。」（甲Ｂ第１１２号証の１，

２） 

(ｵ) なお，ＵＮＳＣＥＡＲの２００８年報告書「放射線の線源と影響」

の付録Ａ「国連科学委員会２０００年報告書【Ｕ３】の要約」にお

いて，チェルノブイリ原発事故の経験から，「ホットパーティクルの

肺領域への沈着には長期の滞留時間があり，相当な局所的線量にな

る可能性がある」ことを指摘しつつ，「アルファ線を放出するホット

パーティクルは，肺全体に均一に分布したアルファ線の放射能と同

程度の放射性毒性であることが１９７０年代に実証されたが，ベー

タ線を放出するホットパーティクルで同様の結論になるかどうか

は明確でない。」と述べていた（甲Ｂ第１１７号証の７）。すなわち，

福島第一原子力発電所事故前から，ベータ線を放出するホットパー

ティクル，すなわち微粒子についての健康影響は分かっていなかっ

たのであり，その状態で福島第一原子力発電所事故を迎えたのであ

った。 

(7) 被告の主張に対する反論 

ア 被告国は，第１３準備書面で，セシウム含有不溶性放射性微粒子に

ついての原告らの主張に対する反論をしているが，これに対する原告

らの再反論は，準備書面(73)の第２章第２の２（32～41頁）で記載し

たとおりである。被告国が主張の根拠とするＵＮＳＣＥＡＲ２０１７

年白書，ＩＣＲＰ国内メンバーの見解，甲斐倫明教授の見解，石川徹

夫教授の見解は，原告らの主張を否定する根拠にはなり得ない。 

イ 念のために主張を補充する。 

(ｱ) 被告国が低線量被ばく問題に関する主張の根拠とする「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」は（丙Ｂ第

６号証の１～３）は，セシウム含有不溶性放射性微粒子の問題が明

らかになる前の平成２３年１２月２２日に作成されたものである
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から，原告らの主張を否定する根拠になり得ない。 

(ｲ) 証人山下俊一は，原告ら代理人の質問に対し，「ホールボディー

カウンターで図った方々のエネルギースペクトルがほとんど検出

されませんので，その（引用者注 セシウム含有不溶性放射性微粒

子が体内に残っている）可能性は極めて低いというふうに思いま

す。」と証言した（証人調書２９０項）。しかし，福島県民が受けた

ホールボディーカウンターは，検出限界が３００Bqである。上記の

ように，セシウム含有不溶性放射性微粒子の放射能は，代表的な足

立ボール（上記(2)のアの足立光司氏が発見したセシウムボール）で

約６Bq（セシウム１３４及び同１３７が約３Bqずつ）であり，半減

期２年のセシウム１３４は急速に減少していく。仮に１個のセシウ

ム含有不溶性放射性微粒子の放射能が５Bqで，体内の放射性セシウ

ムの半分がセシウム含有不溶性放射性微粒子だったとした場合，体

内にセシウム含有不溶性放射性微粒子が３０個以上なければ検出

できないことになる【計算式 300Ｂｑ×1/2÷5Ｂｑ＝60個】。セシ

ウム含有不溶性放射性微粒子は，一個でも肺組織に到達すれば，長

期にわたって沈着し，周辺組織をβ線で攻撃し続け，発がんの原因

となる。ホールボディーカウンターによって放射性セシウムが検出

されないことは，セシウム含有不溶性放射性微粒子の内部被ばくの

リスクを軽減するものではない。 

(8) 小括 

以上のように，原発事故によって環境中に放出される放射性セシウム

が不溶性微粒子の形態をとることは，福島原発事故前は想定されていな

かった。なお，水溶性の放射性セシウムが土壌粒子に取り込まれて不溶

性になることは知られていたが，土壌粒子の再浮遊及び吸入による内部

被ばくの危険性については着目されていなかったようである。しかし，

福島原発事故では，環境に放出された放射性セシウムの相当割合が不溶

性放射性微粒子の形態であったことが分かり，その多くが気管支から肺
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胞に入り込む大きさであること，従前健康に与える影響が判然としなか

ったベータ線を発射するパーティクルであることから，専門家の間では，

呼吸によって吸入したセシウム含有不溶性放射性微粒子が与える健康影

響が俄かに注目されている。しかし，現段階で分かっているのは，ＩＣ

ＲＰによる放射性セシウムの内部被ばくのリスクモデルは通用しないと

いうことだけであり，それに代わるリスクモデルの構築は，これからと

いう段階である。健康被害の調査は全くなされていない。物理学の分野

からセシウム含有不溶性放射性微粒子の研究に熱心に取り組んできた九

州大学の宇都宮聡准教授らのグループが，セシウム含有不溶性放射性微

粒子について，「サイズが小さく，セシウム比放射能111が高いため，人間

の呼吸器系に深く浸透して何十年も留まる可能性があり，局所的な放射

線量は高くなる可能性がある。それにもかかわらず，これらの粒子によ

って引き起こされる健康に関する疫学的な研究はまだ存在していない。」

（甲Ｂ第１９７号証３枚目１１行目～１４行目）と嘆息しているとおり

である。 

しかし，この危険性は，上記第３の３(3)のア～エ以外にはほとんど報

道がなく，福島県内外の住民にほとんど知られていない。子ども達は，

２０１１年３月１４日から１５日，セシウム含有不溶性放射性微粒子を

大量に含んだ大気を吸入することを余儀なくされ，その後も土壌から再

浮遊したセシウム含有不溶性放射性微粒子や不溶性の土壌粒子を吸入す

ることを余儀なくされているのに，何の警告も与えられていないのであ

る。 

放射性物質も新型コロナウィルスも目に見えない。どちらも体内に入

れないことくらいしか対策の取りようがない。いずれに対しても，人々

は未知の危険に怯えた。新型コロナウィルスに対しては，マスクをしな

いと「自粛警察」と呼ばれる市民から攻撃される。ところが，放射性物

 
111 単位質量当たりの放射能の強さ 
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質の時は，マスクをすることが「風評被害を招く」として攻撃されたの

である。この違いがどこから来るのか，原因は国や地方自治体の政策の

違いではないのか。そのことも考えてみるべきである。 

 

４ 放射線感受性についての個人差について 

(1) はじめに 

放射線に対する感受性には個人差がある。同じ量の被ばくをして何の

健康影響も生じない人もいれば，被ばくが原因で健康被害を生じる人も

いる。被ばくは，１００人中の９９人にとって何でもなくても，残りの

１人には病の原因になり得る。それ故，被ばくはなるべく避けなければ

ならない。無用な被ばくをしてしまった人が不安を感じるのは科学的根

拠がある。 

個人差について，原告らは，本行忠司教授の論文と福永久典医師の文

章を証拠提出した。その要旨を改めて記載する。 

(2) 本行忠司教授の論文 

大阪大学大学院医学系研究科教授の本行忠司教授は，「放射線の人体影

響－低線量被ばくは大丈夫か」と題する論文（甲Ｂ第１３１号証）で，

次のとおり述べている。 

ア 若い人ほど感受性が高い。これは，若いほど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（同じ被ば

く範囲なら，身体が小さいほど被ばくをする割合が大きい）し，骨髄

中の赤色（活性）骨髄の占める割合が高いからであるし，被ばく後の

生存期間が長いからであるし，皮膚が薄いからでもある。（68頁） 

イ ＡＴＭ遺伝子やＮＢＳ１遺伝子の変異をヘテロで持っている人は，

世界に数％の割合で存在するが，放射線に対する感受性が高く，乳が

んを発症しやすい。ＢＲＣＡ1/2 遺伝子に変異があると，女性は乳が

んや卵巣がんになりやすく，男性は，前立腺がんになりやすい。（68頁） 

ウ 生物学的半減期は個人差が大きい。例えば，セシウム１３７の生物
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学的半減期は，第３の３(1)イのとおり定められているが，これは平均

値であって，現実には大きなバラツキがある。そのバラツキの幅は，

４歳男性では，1.7日～20.1日，３７歳男性では，1.5日～129.5日，

１４歳女性では，1.5日～54.9日，３９歳女性では，0.5日～80.2日

であって，同じ性別，年齢でも１０倍から１００倍に近い差が存在す

る。（乙第５７号証69頁） 

(3) 福永久典医師の文章 

クイーン大学ベルファストがん細胞生物学研究センター福永久典氏が

一般向けに作成した「一般の方々へ」と題する文書（甲Ｂ１３２号証）

で，次のとおり述べている。 

ア ＩＣＲＰによる「実効線量」という考え方は，遺伝的影響による放射

線感受性の高低を考慮していない。 

イ 近年の研究の進展により放射線感受性個人差は当初の予想よりも大

きいことが徐々に分かってきている。 

 

(4) 小括 

各種のアレルギー物質に対する感受性も，化学物質に対する感受性も

人によって大きな個人差がある。感受性の高い人が少数であっても，現

代社会は，少数の人の健康被害を防止するために配慮している。例えば，

食物アレルギーを持つ児童に対する給食などを見れば，よくわかる。文

科省は，食物アレルギー事故防止のため，学校給食における食物アレル

ギー対応指針を策定し，各学校に対し，対応マニュアルを整備すること

を求め，アレルギー事故防止のために万全を期している。 

一般に子どもは放射線に対する感受性が高い上，特に感受性の高い子

どもが存在する。上記のように，ＡＴＭ遺伝子やＮＢＳ１遺伝子の変異

をヘテロで持っている人が数％存在するのだから，遺伝子が原因で放射

性感受性が高い子どもは，平均すれば，１つのクラスに１～２人は存在

することになる。しかも，高い放射線感受性をもたらす原因は，遺伝子
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だけではないのである。 

食物アレルギーは，食材を選ぶことで対処できる。放射線に対する高

い感受性は，被ばくを避けることしか対処の方法がない。もし，自分や

家族の放射線感受性が高いのであれば，周囲の人々の健康に影響がなく

ても安心はできない。被ばくによる健康影響を決定づけるのは累積線量

であり，人々は，日々被ばく線量を累積させているから，今日まで健康

被害が出ていない人でも，将来，被ばくを原因とする健康影響が出る可

能性は否定できない。 

 

５ 子どもの放射線感受性について 

     子どもの放射性感受性が大人よりも高いことは争うものは存在しない。

原告らは，準備書面(2)で説明したところであるが，この点は，被告国が提

出した環境省の資料（乙Ｂ第４号証９４頁，９９頁でも明記されている。

河野益近証人の証言でも説明がなされたところである（第２１回口頭弁論

調書中の証人調書１９番～２６番）。子どもに対する被ばく防護対策は，大

人以上に厳しくなされなければならず，同じ量の被ばくをしても，子ども

についての健康リスクは，大人以上に慎重に判断されなければならない。 

 

第４ 原告らの不安の裏付けとなる事象 

    被告国や被告県は，福島原発事故では住民の健康被害は出ないものと決め

つけ，福島県県民健康調査としてなされている小児甲状腺検査を除き，健康

検査を実施していない。しかし，小児甲状腺検査の結果は，被ばく由来の小

児甲状腺がんが多発しているのではないかとの不安を抱かざるを得ない状

況であり，それ以外にも，福島県内外で健康被害が発生しているのではない

かと疑うべき情報がある。このことは，原告らが抱いている不安に事実的根

拠があることを基礎づけている。 

   以下，１で福島県県民健康調査について述べ，２でそれ以外の健康被害に

ついて述べる。 
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１ 福島県県民健康調査  

(1) 甲状腺検査 

ア 小児甲状腺がんは，チェルノブイリ原発事故後，放射性ヨウ素の内

部被ばくによる晩発的な疾病として国際的に承認され，「１グレイ，２

グレイという線量の被ばくを子どもが受けると，明らかに線量依存性

になり，甲状腺がんの頻度が増えるということが疫学的に証明された

（甲Ｃ３４・山下俊一氏の「放射線の光と影」の５３５～５３７頁）。

そこで，被告福島県は，２０１１年６月から福島県立医大に委託し，

県民の甲状腺等の状態を把握し，健康状態を長期に見守ること等を目

的とした「県民健康管理調査」（後に「県民健康調査」に改称）を開始

した。 

同調査は同大学内に設置された「放射線医学県民健康管理センター」

が当たり，調査方法やその管理，結果の分析，評価機関として県民健

康調査検討委員会が設けられ，山下俊一氏が座長に就いた。また，同

委員会には，甲状腺検査について病理，臨床，疫学等の観点から専門

的知見を背景とした評価を行う「甲状腺検査評価部会」も設置された。 

イ 甲状腺検査は，同年１０月から開始されたが，検査の計画，準備，

実施において中心的な役割を果たしたのが鈴木眞一医師（福島県立医

大）である。検査結果は，逐次（4回/年）公表されてきた。 

ウ ところが，この検査は，当初から，原発事故により放出された放射

性ヨウ素の小児甲状腺に対する影響の有無を調査するというよりも，

福島第一原発事故による被ばく量はチェルノブイリ事故より少ないと

いう前提のもと，県民の放射線被ばくに対する「不安を解消」するた

め，長期間の検査によっても，子どもたちの「甲状腺がんの増加がな

いことを確認」する礎とすることを目的としていた（丙Ｂ４６号証の

左段２１行目以下，乙Ｂ７号証の１０～１１頁の（１４）に対する回

答及び末尾添付文書）。 

この点は，座長に就任した山下氏も，本件事故においては，被ばく
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の影響による健康被害は発生しないという前提のもと，それ以外の付

随する事情により発生する健康被害を見守ることに意義を求めていた

ことを法廷で証言している(同人の尋問調書２９４)。 

エ そして，２０１１年１２月には，内閣府の放射性物質汚染対策顧問

会議の下に，低線量被ばくの影響を軽視する発言をしていた専門家で

構成された「低線量被ばくのリスク管理に関するワ－キンググループ」

が，１００mSv 以下の被ばく線量の影響は，他の要因による発がんの

影響によって隠れるほどに小さいため，発がんリスクの増加の証明は

難しいとの，疫学研究の現状を無視した報告書を公表したことから(丙

Ｂ６の１～３，甲Ｃ１３６)，後記のとおり，委員会の会議の運営方法

や，検査結果の集計や分析方法については，本件事故との因果関係を

否定する方向へのバイアスが強くかかったものとなり，さらには会議

議事録の改ざん，秘密会の存在等が次々と明らかにされて県民の強い

批判を受け（甲Ｃ10 の１０５頁），２０１２年１１月には県の担当部

長４名が訓告処分を受け，同年１２月には福島県弁護士会が県からの

委員派遣要請を拒否して委員会の抜本的な体質改善を求め，２０１３

年５月には山下医師が座長を辞任する事態にまで及んだ（甲Ｃ１０の

１５２頁）。 

 (2) 検査方法等（甲Ｃ１０３，乙Ｂ７の３頁以下） 

ア 本件検査の対象は，本件事故当時，おおむね福島県内に居住してい

た１８歳以下の子ども（胎児を含む，約３７万人）である。チェルノ

ブイリでの小児甲状腺がんは事故から４～５年後に増加したとの認識

を前提に，まず，事故に近接した時点で子どもたちの甲状腺の状況を

超音波検査で把握し（先行検査），その後２年ごとに同様な検査（本格

検査）を繰り返すというものである（２０歳を超えた以降は５年ごと

の節目検査）。 

イ 各回の検査における超音波検査（１次検査）で２０．１mm以上の嚢

胞や５.１mm 以上の結節等が判定されたもの（Ｂ．Ｃ判定，それ以外
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はＡ判定として分類）は，２次検査として，より詳細な超音波検査，

尿検査（食物からのヨウ素摂取量の調査），血液検査（甲状腺ホルモン

量の調査）が行われ，そこで悪性の腫瘍が疑われるものについては，

甲状腺超音波診断ガイドブックに準拠した穿刺吸引細胞診（ＦＮＡＣ）

が行われる。 

ウ ２次検査後の振り分け 

ＦＮＡＣで甲状腺に悪性ないし悪性疑いの腫瘍があると判定され，

手術相当と判断定された場合，被験者の意向を尊重した上で手術の可

否が決定される。他方，２次検査でＦＮＡＣまでは実施しなかったも

の，実施したが悪性（疑い）とまでは判定されなかったもの，悪性と

判定されても手術を選択しなかったもの等は「経過観察」に付され，

その後は保険診療で治療を受けることとなる。しかし，経過観察に付

された被験者のその後の症例把握が杜撰で，県民の甲状腺がんの実態

把握は正確になされていない(この点は，別途，詳述する)。 

 

(3) 先行検査の予想外の結果 

ア 小児甲状腺がんの発症率は，都道府県の地域がん登録の資料等から，

年間1～2人/100万人とされていた（甲Ｃ37の５３５～５３６頁）。チ

ェルノブイリ原発事故（１９８６年），ウクライナやベラルーシ等の近

隣諸国では，小児甲状腺ガンが事故後３年して急増し始め，約１０年

後にピークを迎え，その後，減少するという経過を辿った（甲Ｂ１３

１の６９～７０頁，甲Ｃ３７の５３６頁））。 

イ ところが，県民健康調査では，２０１２年３月末の時点で，受診者

３万８１１４名に対しB判定者が１８６名にも達した。この結果つい

て，鈴木医師と山下医師は，高精度の超音波検査によるスクリーニン

グ効果を強調するとともに，B 判定者の２次検査では「がんを疑う所

見はない」，「結節の悪性度は高くない」との意見を公表していた（甲

Ｃ１２４）。 
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ウ しかし，２０１４年６月３０日の時点になると，先行検査の受診者

２９万６０２６名のうちB・C判定が２２３６名，２次検査受診者１９

５１名，うちFNAC実施者４８５名，悪性（疑い）判定者１０４名，甲

状腺手術の実施者も５８名（うち良性１名）という結果が公表された。 

この結果に対し，鈴木医師は，「高い精度で高い受診率での大規模超

音波検診をしたことによって高い発見率の甲状腺がんを認めた」，「原

発事故との因果関係は認めがたい」，「手術は過剰治療ではなく必要か

つ適切なもの」との意見を述べていた（甲Ｃ１２５）。  

(4) 甲状腺検査結果の集計スキーム（甲Ｃ126，127）） 

ア 甲状腺検査の結果は，検討委員会や甲状腺評価部会で分析，検討さ

れる。しかし，そこで集計され，検討の俎上に乗る小児甲状腺がんの

手術件数は，検査で悪性もしくは悪性疑いの腫瘍ありと判定され，腫

瘍の摘出手術を受けたもの（２次検査でＦＮＡＣを受け，その検査実

施病院か福島県立医大で摘出手術を受けたもの）だけとなる仕組みと

なっていた。すなわち，甲状腺検査を受けずに異変を感じて腫瘍の摘

出手術を受けたもの，甲状腺検査を受けても１次検査を受けただけで，

その後異変を感じて県立医大等で手術を受けたもの，２次検査を受け

ても経過観察となり，経過観察中に県立医大等で手術を受けたもの等

は集計外とされ，検討委員会や甲状腺評価部会での検討の外れる扱い

となっていた（丙Ｂ７号証の８頁以下，鈴木証人の尋問調書１８～２

０頁，３９～４０頁）。 

イ このような集計方法は一般には公開されていなかった。しかし，２

０１７年３月３０日，事故当時４歳だった男児が経過観察中に甲状腺

がんの手術を受けているにもかかわらず，検討委員会が公表した手術

件数中には４歳児の手術例の記載がないことが民間団体の調査で明ら

かとなり，集計方法についての疑念が広がった。そのため，検討委員

会らは上記集計スキームを公表したが，集計外の手術症例が何件ある

かは明らかにされないまま推移した。 
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そうしたところ，２０１８年７月７日，共同通信社が「福島の甲状

腺がん集計漏れ１１件」というスクープを配信した。すると，甲状腺

検査評価部会は，翌日（７月８日），「２次検査でのFNACから福島県立

医大での腫瘍摘出」というルート以外での「福島県立医大の手術例」

が，２０１７年６月３０日時点で１２件（１件は手術後の病理診断で

良性腫瘍と判定）存在することを明らかにした（他の施設での手術例

は未公表）。１１名の甲状腺がん患者の性別は男４・女７，事故当時年

齢は０～４歳が１名，５歳～９歳が１名，１０～１４歳が４名，１５

歳～１９歳＝５名，居住区域は，避難１３市町村区域が４名，中通り

が４名，浜通りが３名，会津地方は０名とされた。 

 

(5) これまでの甲状腺検査の結果 

検討委員会が，２０２０年２月１３日時点（第３７回検討委員会報告）

において公表している検査結果の概要と，鈴木眞一医師が公表している

２０１８年１２月末時点での集計外の福島県立医大での小児甲状腺がん

手術件数は，以下のとおりである（丙Ｂ７号証の８頁）。 
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検  査 

（開始日） 

（対象年齢） 

既受診者数 

受診率 

B・C 判定者 

(2 次検査実施) 

FNAC 実施率 

悪性（疑い） 

男女比 

前回 A 判定 手術者数 

先行検査 

(2011/10∼) 

1992.4.2～2011.4.1 

約 30 万人 

約 81.7％ 

2293 人 

（2130 人） 

約 26.2％ 

１１６人 

男 39 女 77 

 102 人 

良性 1 

本格検査 1 回目 

(2014/4∼) 

1992.4.2～2012.4.1 

約 27 万人 

約 71．0％ 

2227 人 

（1874 人） 

約 11.3％ 

７１人 

男 32 女 39 

65 人 52 人 

本格検査２回目 

(2016/4∼) 

同上 

約 21.7 万人 

約 64.7％ 

1501 人 

（1081 人） 

約 6.9％ 

 ３０人 

男 12 女 18 

 20 人 24 人 

本格検査３回目 

(2018/4∼) 

同上 

約 14 万人 

約 46.5％ 

829 人 

（484 人） 

約 6.7％ 

１６人 

男 8 女８ 

 13 人 8 人 

節目検査 

（2107/4∼) 

約 4200 人 

約 8.9％ 

198 人 

（145 人） 

  ４人 

男２ 女２ 

   1 人 

                    合 計  

２３７人 

男 93 女 144 

 187 人 

悪性 186 

良性 1 

 

鈴木医師が公表した２０１８年１２月末時点での「集計外」の「福島県立医大」

での手術件数 

35 人 

悪性 19 

良性 16 

手術（悪性）の合計 205 人 
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なお，検討委員会の2016年 2月 15日（第22回検討委員会）に公表し

た検査結果においては，先行検査の既受診者は約30万人，悪性疑い者数

は１１６人，手術者数は１０２人，本格検査第１回の既受診者は約23.6

万人，悪性疑い者数は５１人，手術者数は１６人とされていた。 

 

(6) 集計漏れしている多数の甲状腺がん手術 

ア 従来，小児甲状腺がんの発症率は年間 1～2 名/100 万人と言われて

きたことから，上記結果（悪性腫瘍の発見数，甲状腺手術数）が，①

本件事故による放射線被ばくの影響による甲状腺がん有病率，発症率

の上昇なのか，それとも，②通常は発見されない潜在がん（生涯にわ

たって手術の必要もない）の発見率の上昇（スクリーニング効果）で，

過剰治療（不必要な手術）が行われているにすぎないものか，③過剰

な治療でないとすれば，福島県以外でも，同様の手術適用の小児甲状

腺がん罹患者が存在するのかといった事柄が，検査継続の必要性も含

め，大きな論争を招いている。 

イ しかし，そもそも，上記集計（公表）数字は福島県民の小児甲状腺

がん発症の実態を示していない。上記のとおり，この調査は，本件事

故後の小児甲状腺がんの発症数や手術の相当数が統計資料から漏れる

欠陥を内包し，放射線被ばくと小児甲状腺がんとの関係についての正

しい情報を覆い隠す結果となっている。発症した小児甲状腺がんの集

計に制約を加え，適切な統計分析，症例判断を回避することで，県民

の不安を除去しようとしている。 

ウ 本件検査モデルの策定に中心的に関与し，この検査を主導したのは

鈴木眞一医師，山下俊一医師らである（丙Ｂ７号証の３頁，乙Ｂ４６

号証７１頁）。山下医師は当初の２年間検討委員会の座長を勤めていた

（同人の尋問調書５８頁）。鈴木医師は２０１５年までは検査の統括責

任者で，現在も福島県民の小児甲状腺がん手術の大半に関与し，集計

漏れが発生するこのスキームの問題を十分に認識しながら，放置して
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いる（甲Ｃ１０８号証，同人の尋問調書２８頁）。 

エ 鈴木医師は，２０１９年の日本内分泌学会等において，福島県立医

大での手術例が２０１８年１２月末時点で３５件（悪性は１９件）集

計漏れしている事実を公表し（２０１８年７月の報道で明らかとなっ

た１２件から２３件の増加），本法廷においても，この集計漏れの事実

を認めている（同人の証言調１８～２０頁，３９～４０頁）。しかし，

同様に集計漏れとなっている筈の県立医大以外での手術については，

自己が関与した件数さえ明らかにしようとしない。 

オ 他方で，被告国や県は，本件事故後，大手広告代理店を使い，数百

億円の広告費用を投じて，「福島復興」（安心・安全を取り戻す。住民

を取り戻す。誇りを取り戻す。）という名のもとに，放射線被ばくを軽

視する教育・宣伝，広告活動（その論法は，「低線量被ばくのリスク管

理に関するワ－キンググールプ」が示した放射線被ばくリスクは他の

リスクに隠れてしまうほどに低い，例えば，１００～２００mSv の被

ばくは野菜不足や塩分の取りすぎと同じくらいのものといたリスク比

較の合理性を無視した俗悪なもの）に邁進している（甲Ｃ１３７）。 

 

(7) 検査結果の分析・解釈をめぐる関係者の意見の相違 

ア ２０１６年３月，検討委員会は「県民健康調査における中間取りま

とめ」において，先行検査の結果について，「先行検査（一巡目の検査）

を終えて，わが国の地域がん登録で把握されている甲状腺がんの罹患

統計などから推定される有病数に比べて数十倍のオーダーで多い甲状

腺がんが発見されている」としつつ，この多数の甲状腺がんが発見さ

れている原因については「放射線の影響とは考えにくい」との見解を

示した。しかし，放射線以外の原因については言及していない（甲Ｃ

13４）。 

イ これに対し，一部の委員は，発見する必要のない甲状腺がん（ラテ

ントがん）を発見し，生涯にわたって必要のない手術（過剰診療）を
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行っているにすぎない（したがって，発見されている甲状腺がんは放

射線との因果関係もないから中止すべき）と主張している（甲Ｃ１１

３号証等）。 

ウ 一方，鈴木医師は，これら手術は本邦における甲状腺がんの手術適

用基準（日本甲状腺外科学会と日本内分泌外科学会が策定した「甲状

腺腫瘍診断ガイドライン」）に則り，抑制的に選択された必要かつ適切

な措置である（不要な手術ではない）と断言し，２００件を超える手

術件数は一斉検査によるスクリーニング効果，ハーベスト効果として

予測範囲のものであったし，他県でも同様な検査を行えば，同様な結

果となる可能性があると証言している（証人調書３７～５０，１２７

～１２９，乙Ｂ４６，丙Ｂ７）。 

エ 山下医師は，鈴木医師の手術に不適切な点はないとし，小児甲状腺

がんのがん登録件数が１００万人に１人か２人であったことや，チェ

ルノブイリでの発症数との対比から２００件までの手術件数は想定し

ていなかったが，これはスクリーニング効果だと証言している（証人

調書３２６～３３１）。ただし，山下氏は，小児甲状腺がんについて，

スクリーニング効果以外に，川内村の異なる水源の飲用水中の硝酸・

亜硝酸動態との関係を疑い，科学研究費の助成を受け，調査している

（甲Ｃ１１２。調査結果は「有意な関係性は認められなかった」とさ

れている）。 

オ もっとも，山下氏は，原告ら代理人からの，他県でも同様な甲状腺

検査を行い，鈴木医師の採用した手術基準に従えば，福島県と同程度

（同割合）の手術件数が出てくる可能性があるのかという質問に対し

ては，手術基準が異なれば手術件数も異なってくるといった無意味な

証言を繰り返すことで証言を回避している（証人調書３３４～３３７）。

また，発見されている甲状腺がんは「多発ではい」とすることについ

て，「多発ではないことが科学的に確認された」という趣旨か，それと

も「それとも多発かどうか不明」との趣旨か明らかにするよう求めら
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れても，「世界の甲状腺癌の自然経過を知る上で，極めて有用な知見だ

というふうに思っています」といった無関係な答弁で問題の核心部分

についての認識を明らかにしない。 

カ 鈴木証人の小児甲状腺がん手術症例を見る限り，各手術は，甲状腺

がんに関する知見や手術適応基準等に照らして手術措置が必要と理解

するのが合理的であり，生涯にわたり手術の必要のない「潜在がん」

と切り捨てることができない重症例が多い。その内容は，チェルノブ

イリ事故後に激増した小児甲状腺がんの状況について，山下氏が２０

０９年に行った講演した内容（甲Ｃ３７）と重なるものである。そう

であれば，現在が公表されている手術件数が福島県特有の問題なのか，

一般化される事象なのか，放射線被ばくとの関係（とくに，事故初期

における情報の非開示，安定ヨウ素剤の不配布との関係）について，

放射線被ばくによる健康障害は発生しないとの前提を排した慎重な検

討が求められ，これなくして，県民の不安は解消されない。 

 

(8)  多発に対する小児甲状腺がんと原発事故との関係 

ア  鈴木医師は，福島県民に小児甲状腺がんは多発していないとし，

原発事故により放出された放射性ヨウ素も，発見されている小児甲状

腺がんに影響を与えているとは考え難いとして，以下の理由をあげて

いる（乙Ｂ４６，同人の尋問調書）。 

① 福島県民の被ばく線量はチェルノブイリと比較して圧倒的に低い。 

② 県民の発症に，（被ばく量に対応した）明らかな地域差がない。 

③ 被手術者の事故当時の平均年齢１５歳で，最も被ばくを受けやす

い若 年者（０～５歳）には認められない。 

④ 震災後で発見率の急激な増加はなく，地域差もない。 

⑤ チェルノブイリと異なり，充実型亜型乳頭がんは極めて少ない。 

⑥ 遺伝子変異も，チェルノブイリのものとは大きく異なっている。 

イ しかし，上記理由については，医学や疫学の専門家等から多くの疑
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問が寄せられている（甲Ｂ131，甲Ｃ127～129）。 

(ｱ) ①について 

ａ ①は，検討委員会においては所与の事実となっているが，東京電

力（株）は，本件事故後の２０１１年３月１２日～同月３１日ま

での大気中に放出された放射性ヨウ素（Ｉ－１３１）の総量は４

７３ＰＢｑ(ペタBq，１０１５)で，，３月１５日には１１０ＰＢｑが

放出されたと推計しているところ（甲Ｃ130），福島県内でＩ－１

３１の濃度を継続測定した記録は存在せず，県内のモニタリング

ポストによるγ線計測の結果によれば，３月１５日～２１日にか

け，放射性核種を含んだ「雲」（プルーム）の通過により県内各地

の多くで空間線量が猛烈に上昇し（丙C1～4），これにつれてＩ－

１３１も高濃度で滞留・沈下したことが推測されている。しかし，

その後に測定された放射性セシウムと放射性ヨウ素の土壌沈着

濃度の結果をみれば，セシウムは福島第一原発から北西の範囲で

高濃度の沈着がみられるのに対し，ヨウ素は南の方向にも広く高

濃度に拡散していることや，放射雲の通過時間は長くても数時間，

短い場合は数分から数秒程度であることから，呼吸による内部被

ばくが重視される甲状腺がんにおいては，Ｉ－１３１の大気中濃

度の継続的に測定結果が重要な資料となるが，福島県内では測定

されていない。 

ｂ 福島県の最も近隣でヨウ素１３１の大気中濃度を継続的に測

定していたのは，福島第一原発から直線で約１１５㎞の距離にあ

る茨城県東海村の日本原子力研究開発機構である。この測定結果

から，２０１１年３月１５日～１６日と２０～２１日の２日間の

数十分から数時間の放射能雲の通過が初期吸入被ばくの８割を

占めていたと推測され，この地域でのＩ－１３１の１歳児甲状腺

等価被ばく線量は１４mSv になると推計されている。また，福島

市内では，ヨウ素１３１の大気中濃度が８０００Ｂｑ/㎥になっ
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た可能性があるとの見解も出されている（甲Ｃ42 の８～１１Ｐ，

甲Ｃ130の 887頁）。 

ｃ 他方，原子力安全委員会は，ヨウ素１３１の内部被ばく量の直

接検査を現地対策本部に依頼し，２０１１年３月２６日～３０日

にかけ飯舘村，川俣町，いわき市の児童１０８０名を対象にした

検査（１歳児の甲状腺等価線量１００mSvに相当する０．２μSv/

時をスクリーニングレベルとし，この指示値からバックグランウ

ドを除いた正味値をサーベメータで測定）が行われている。しか

し，ヨウ素１３１の半減期（８日）と，３月１５日～１６日にか

けての内部被ばく量を重視すれば，この時期のヨウ素１３１の内

部被ばくの計測にあたっては，検査日までの減衰を考慮した値

（０．０６６～０．１０μSv）を指示値とするのが妥当であり，

０．２μSv/時を指示値とする計測では甲状腺等価線量が１００

mSv 以上であった児童を見逃す可能性があったし，この換算係数

を用いた線量推計では，真の被ばく量を１/２～１/３に過少評価

してしまうことにもなる。 

さらに，バックグラウンド値も，現場判断で肩口などの着衣表

面の測定値に変更され，過大となったおそれが強い。避難地域か

ら避難してきた県民に対しては３月１３日から本格的な体表面

スクリーニング検査（大口径ＧＭ管サーベイメータを使用して着

衣や皮膚表面，毛髪等全身からのβ線を計測）が開始されたが，

スクリーニング基準値を本来の１３，０００cpm(呼吸による１歳

児甲状腺等価線量１００mSvに相当)から１０万cpmに引き上げざ

るを得なかった程，避難民の着衣等には汚染が進行していた事実

があるからである。 

ｄ そのため，この調査を依頼した原子力安全委員会は，被験者に

は甲状腺等価線量１００mSv を超えるものはいなかったと判断し

たものの，この調査は「スクリーニングレベルを超えるものがい
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るかどうかを調べることを目的とした簡易モニタリングであり，

測定値から被ばく線量に換算したり，健康影響やリスク等を評価

したりすることは適切でない」旨を注記している（甲Ｃ１１１）。 

ｅ 以上のとおり，福島県民のヨウ素１３１の内部被ばく量につい

ては，これを推計する資料が極めて限られており，チェルノブイ

リとの対比から，甲状腺がんを発症の恐れがないとの前提で検査，

結果分析をすることは，あまりに問題が多い。 

         また，前記（第２部第２章第２の３(4)イ）のとおり，ウクライ

ナ医学アカデミー内分泌代謝研究所所長トロンコ教授の論文に

よれば，甲状腺等価線量が１００mSv よりもはるかに低い子ども

達からも多くの甲状腺がんが発生していることが報告されてい

るのに，これが全く考慮されていないことも問題である。 

(ｲ) ②について 

ａ 検討委員会も，地域差について，先行検査と本格検査１回目の

いずれについても有意差は認められないとしている。しかし，こ

の結論に至るまでの経緯，とくに本格検査１回目に関する結論の

信頼性は皆無である。 

ｂ 先行検査については，空間線量が比較的高い地域（避難地域１

３市町村），中程度地域（浜通り，中通り），低い地域（会津地方，

県北部）の各小児甲状腺がん有病率を比較し，地域差なしとの結

論を出している（甲Ｃ125の６５頁～６６頁，甲Ｃ129の９１０～

９１１頁）。しかし，原発事故との関係で有病者数を比較対照する

のであれば，検査までに要する時間が長くなるのに比例して，発

生する数も増加すると考えられるから，その修正を加える必要が

あるにもかかわらず，単純比較している（甲Ｃ135）。 

先行検査は２０１１年１０月～２０１４年３月までの期間     

にわたって実施され，２０１１年度は汚染度の高い地域，２０     

１２年度は中程度の地域，２０１３年度は低い地域の県民に     
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ついて検査した。この時間較差を考慮したうえで有意差を市     

町村ごとに対照すれば，明確な違いが表れてくる（甲Ｃ127，1     

29） 

ｃ 次に，本格検査１回目であるが，その分析にあたっては，当初，

「悪性ないし悪性疑い」と判定された被験者の居住地域を，避難

地域１３市町村，中通り，浜通り，会津地方の４区画に分類し，

その発見率を割り出した「甲状腺検査【本格検査（検査 2 回目）】

結果概要＜確定版＞資料 表 11 に対する検査間隔による発見率

の調整例」という資料が提出された（甲Ｃ135）。その結果は，各

地域の人口１０万人あたりの甲状腺がんの発見率は以下のとお

りとされ，放射線がんの発症には地域差があり，放射線量に相関

することを強く示唆していた。 

        ・１３市町村地域＝５３.１人 ・中通り＝２７.７人 

        ・浜通り ＝２１.５人 ・会津地方＝１４.４人 

d ところが，それから約１年半が経過した２０１９年２月２２日に

開催された第１２回甲状腺評価部会に，福島県立医大疫学講座の

大平哲也氏を代表とするグループから，国連科学委員会（ＵＮＳ

ＣＥＡＲ）が作成した推計甲状腺吸収線量を比較対象の資料とし

た報告資料が提出された。その結論は「地域差なし」というもの

である。しかし，この報告書が資料としたＵＮＳＣＥＡＲ資料は

既にその不合理性が指摘されていたもので，しかも，その解析方

法にも初歩的ミスが散見されるという杜撰なものであった。とこ

ろが，第１３回甲状腺評価部会で，修正された報告書が再提出さ

れ，地域差はないとの結論について十分な議論がないまま，これ

が採用されてしまった（甲Ｃ127，131，132）。まさに結論ありき

の会議である。 

e なお，地域差をめぐっては，近時，先行検査，本格検査１回目を

総合した疫学解析を試みる論文が３本出ているが（大平グループ，
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加藤聡子氏，山本英彦氏），後２者は，有意な地域差を認めるもの

である。これに対し，大平グループは，それまでとは異なり，Ｕ

ＮＳＣＥＡＲの資料を使用しない方式の分析で，有意な地域差な

しの結論を出している（甲Ｃ133）。 

ｆ 以上のとおり，地域差がないことを理由に放射線被ばくとの因

果関係を否定することも，現状では，極めて根拠が乏しい。 

(ｳ) ③について 

ａ この点については，既に，判明しているものだけでも２名の手

術症例が存在する。また，チェルノブイリとの発症年齢層の相違

は，チェルノブイリとは異相の放射線被ばくによる甲状腺がん発

症の疑いを抱かせるに足るもので，因果関係を否定する根拠とは

なりえない。 

b そもそも，チェルノブイリ事故においても，事故直後から小児甲

状腺がん多発の現象が現れ，超音波検査が導入された 1990 年か

ら急増となったものである（甲Ｂ131，甲Ｃ129 の 910 頁）。そし

て，チェルノブイリ事故においても，事故から３年間は，事故当

時6歳以上の小児に甲状腺がんが発症していたもので，福島県民

の被害年齢分布と相似している（甲Ｃ１２５の67頁の図2，甲Ｃ

129の 912頁の図２）。上記のとおり，福島県民の小児甲状腺がん

の発症年齢については，その全貌が明らかになっていないが，チ

ェルノブイリとの違いを強調するだけでは，因果関係の有無に決

着をつけることはできない。なによりも，全罹患者数，手術件数

の公開が必要である。 

(ｴ) ④について 

ａ ④については，本各検査1回目においても，７１名もの「悪性・

悪性疑い」が発見されていること，しかも，そのうちの６５名が

先行検査ではＡ判定であった事実を重視せざるをない。鈴木証人

は，先行検査は，精密な機器を用いた一斉検査であり，スクリー
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ニング効果としてのハーベスト効果により，多数の甲状腺がんを

発見したと証言している。 

b そうであれば，精密に甲状腺がん患者がハーベストされた後，約

２年の間隔で行われた本格検査1回目において，受診率が低下し

ているにもかかわらず，７１名もの「悪性・悪性疑い」が新たに

発見されたということは，本来，緩徐に進行するとされる小児甲

状腺がんが何らかの原因で急速に発症，進行したとの疑いを抱か

せるものである。仮に，先行検査において半数近くの見落としが

あったとしても，2年間の間に30人以上の小児甲状腺がんが発症

したという事実は，無視できない。 

c そして，本格検査２回目，３回目と検査が進むごとに受診率が低

下している（２回目６４．７％，３回目４６．５％）にもかかわ

らず(その一因として，上記した国や県による被ばくリスク軽視

の宣伝・教育活動がある)，２回目は３０人（前 回Ａ判定は２０

人），３回目も１６人（前回Ａ判定は１３人）の「悪性・悪性疑い」

が既に確認されている。しかも，上記のとおり，集計漏れの福島

県立医大で手術した患者（悪性）数が１９名存在することが確認

されているし，この他にも集計漏れの手術患者が存在することが

明らかになっている。先行検査でのハーベスト効果があるにもか

かわらず，毎回，これだけの甲状腺がん患者が発生する原因が放

射線被ばくと関係ないのであれば，甲状腺評価部会はそれ以外の

原因を明らかにする必要がある。 

(ｵ) ⑤，⑥について 

福島県で発生している小児甲状腺がんの性質がチェルノブイリ

のものと相違することが放射線ひばく影響を否定するものではな

いことは上記のとおりある。遺伝子変異についても同様である。し

かも，チェルノブイリでみられた遺伝子変異が，放射線の影響がな

くても惹起される事実が，既に証明されている(乙Ｂ７の１３頁)。 
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(9) 経過観察問題 

      この項では，上記(4)で触れた経過観察問題について，まとめて述べる。 

ア 経過観察問題 

いわゆる経過観察問題とは，県民健康調査の甲状腺検査の二次検査

で「経過観察」とされた最大で４,９５７人（２０２０年３月現在）の

子どもの中から、その後「悪性ないし悪性疑い」が発見されても被告

県がその症例数を公表しないという情報隠蔽問題のことを言う112。 

イ 経過観察問題と請求原因事実との関連性 

国賠訴訟の原告らは，子どもたちに安定ヨウ素剤を服用させる機会

を与えられることもなく，被告国や被告県の無為無策によって無用な

被ばくをさせられてしまったことに心を痛めている。無用な被ばくに

よる健康影響は決して小児甲状腺がんに限られるものではないが，小

児甲状腺がんがチェルノブイリ事故で被ばくによる住民の健康被害と

して認められた病気であることを踏まえれば，福島県において「被ば

くを原因とする小児甲状腺がんが発症しているか否か」は，その精神

的苦痛に客観的根拠があるか否かを判断する上で極めて重要なメルク

マールである。被ばくを原因とする小児甲状腺がんの発症が否定でき

るのであれば，原告らの精神的苦痛はひとまず杞憂であったと考える

ことができるかもしれないが，これが否定できないのであれば，自分

の子どもが小児甲状腺がんその他被ばくを原因とする様々な疾患にり

患するかもしれないという精神的苦痛を抱いていることについて，具

 
112 二次検査で「経過観察」とされるグループは次の２つ、第１は穿刺細胞診をしなかったが

「A1・A2相当」と判定された者以外のグループ、第２は穿刺細胞診をした結果「悪性疑い」

と判定された者以外のグループである。この合計が「経過観察」とされた数であり、第３１

回及び第３８回検討委員会並びに第１５回評価部会で公表された資料によればその合計は４

３１９＋６３８＝４,９５７名となる。なお、「A1・A2相当」以外の者には「他の甲状腺疾

患」の者も含まれるとされるが、被告県がその数を公表しないため、「A1・A2相当」以外の

者の数を第１の「経過観察」とされた数の最大値とした。以上の詳細は OurPlanetTVの 2020

年６月 12日配信の記事「甲状腺がん疑い計２４０人〜福島県３巡目の３１人解析へ」中の甲

状腺がんの人数の表参照。 
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体的な根拠があることになる。したがって，本件症例数は，本件国賠

訴訟において，極めて重要な事実である。 

ところが，経過観察中に発症した症例数が国民の前に公表されない

ため，本件症例数の正確な数が未公表のままであり，この点が「被ば

くを原因とする小児甲状腺がんが発症しているか否か」の判断に重大

な影響を及ぼしている。 

 

ウ 問題の所在 

経過観察問題について，被告県は「経過観察中に発症した症例数は

把握していない」の一点張りである。だが，それは「コロナ災害の感

染者数を把握していない」と言うにひとしい暴言である。被告県はい

ったい何を根拠に「経過観察中に発症した症例数」を把握する義務が

ないというのか，原告が詳細に，「被告県には経過観察中に発症した症

例数を把握する義務がある」ことを主張立証113したにもかかわらず，

被告県は「その根拠を示す必要はない」114として，本訴訟の最後まで，

自身に義務がないことの根拠を黙したまま明らかにしなかった。 

 しかし，この不誠実・不可解な沈黙は，むしろ被告県に「経過観察

中に発症した症例数はどんなことがあっても明らかに出来ない」とい

うやむにやまれぬ事情が存在することを強力に推認させるものである。 

 もし福島原発事故による被ばくと小児甲状腺がんの関連性について

真に確信があれば，被告県は，堂々と「経過観察中に発症した症例数」

も含めた真実の本件症例数を公表し，それに基づいて疫学をはじめと

する解析を行えばよい。しかし，現実にはそれをせず，わざわざ「経

過観察中に発症した症例数」を抜いた不正確な公表症例数に基づいて

これらの解析を行っている115。このような不正確であることが明々

 
113 原告準備書面(43)・同(52) 
114 被告県準備書面(13) ５頁下から３行目～６頁。 
115 鈴木論文「検診発見での甲状腺がんの取り扱い 手術の適応」（乙Ｂ４６号証）７５頁。２

０１９年７月，福島県の検討委員会の「被曝と甲状腺がんの関係性はない」との報告書。 
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白々の症例数に基づいて行われる様々な解析は真っ当な検討に値しな

い空理空論であり，その結論を引き出すために行った作為的な操作と

疑われても仕方ない116。問題は，このような場合，被告県にはいかな

る義務が発生するのか。そして，被告県が当該義務を履行しない場合，

この義務違反に対しいかなる訴訟法上の効果を付与すべきかである。

以下，順次，検討する。 

エ 被告県には「経過観察中に発症した症例数」を把握する義務がある 

２０１７年８月８日，原告から「被告県は『経過観察中に発症した

症例数』を把握する義務があると考えているのか」という問いに対し，

被告県は「被告県に当該症例数を把握する義務はない」と回答した117。

しかし，被告県に「経過観察中に発症した症例数」を把握する義務と

公開する義務があることは，実体法上も訴訟法上からも明らかである

ことは原告準備書面(52)で詳述したとおりであるが，今，その要点を

再掲すると以下のとおりである。 

新型コロナ感染症の流行により一躍有名になった感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律118〔以下，感染症法と略称〕

は，国民の健康に重大な影響を及ぼす疾病である感染症について，行

政機関（国と地方公共団体）に検査の実施と一定の情報の作成（収集

及び分析）と公開を義務付けている（感染症法１４条の２。同１６条

１項）。これに対し，福島原発事故まで，法はチェルノブイリ級の原発

事故を想定しておらず，原発事故の被ばくによる健康被害について検

査や対策を定めた立法，つまり感染症法に匹敵する法を制定していな

かった。 

しかし，想定外とはいえ，ひとたび福島原発事故が発生した以上，

チェルノブイリ原発事故後に放射線による健康被害として認められた

 
116 これと同様の指摘したのが検討委員会の３人の委員である（後述のオ参照）。 
117 被告県準備書面(13) 
118 本年１月 28日付厚労省施行通知「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等

の政令等の施行について」 
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疾病である小児甲状腺がんについて，感染症法が行政機関（国と地方

公共団体）に義務付けている検査の実施や情報の収集，分析及び公開

と同等の義務を行政機関に負わせると解するのが信義誠実の原則に照

らし当然かつ相当である。 

       従って，その後に被告県が排他的，独占的に甲状腺検査の実施主体

と決定された以上，行政機関として被告県が甲状腺検査結果について

情報の収集，分析及び公開の義務を負うのは当然である。 

ましてや，小児甲状腺がんはウクライナ，ベラルーシの政府報告書

119で報告されたチェルノブイリ原発事故の被ばくによる様々な健康被

害の指標ともいうべき，汚染地の住民の健康問題に重大な影響を及ぼ

す疾病である。この点，福島原発事故を経験した福島県民にとっても

他人事ではなく，それゆえ福島県民が注視せずにはおれない甲状腺検

査結果について，県民の命，健康を守ることがその重大な存在理由と

される被告県にとって，甲状腺検査結果の情報の収集，分析及び公開

は最も根本的かつ重大な責務である。 

そこから，次のことが導かれる。 

 第１に，甲状腺検査の対象である子どもたちのうち何名甲状腺がん

が発症したかは甲状腺検査結果の最も基本的で「被ばくの影響」の有

無を判断する上で最重要の情報である。従って，排他的，独占的に甲

状腺検査の実施主体となった被告県が本症例数を収集する義務を追

うのは当然である。従って，本症例数を収集するために「経過観察中

に発症した症例数」を把握することもまた当然の義務である。 

第２に，「福島県内で発生した小児甲状腺癌の DATA 集積を行い，そ

の分子生物学的特性を明らかにすることは，低線量被ばくの健康への

影響の有無を知る上で，きわめて重要な知見となる」という立場から

県立医科大学鈴木眞一教授（以下，鈴木氏という。）らが行った「症例

 
119 甲Ｂ２２号証ウクライナ政府報告書。 
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データベース及び組織バンクを一元的に管理し，小児甲状腺がんの分

子生物学的特性を解明する」研究は，本来，甲状腺検査結果の分析の

最も重要な１つとして被告県に課せられた義務にほかならず，研究者

らの個人的，任意の研究に委ねられるべきものではないことは言うま

でもない。鈴木氏らの上記研究はすべからく，被告県が果すべき上記

義務の一環として，被告県の管理下に置かれるべきものである。 

オ 被告県が「経過観察中に発症した症例数を把握しない」のは上記の

収集義務に違反する 

ところが，被告県は２０１７年３月，市民団体からの指摘を受けて

これまで公表した症例数には「経過観察中に発症した症例数」は含ま

れていないことを初めて認めた。のみならず「経過観察中に発症した

症例数は把握していない」と開き直った。 

しかし，(4)で前述したとおり，県民の命，健康を守ることにその存

在理由を有する被告県は，根本的かつ重大な責務として甲状腺検査結

果の情報の収集の義務を負い，正確な本件発症数の把握のために「経

過観察中に発症した症例数」を把握する義務を負う。 

しかも経過観察問題が発覚して３ヵ月後の２０１７年６月の第２

７回検討委員会の席上，「追跡が困難である」という被告県の説明に対

し，委員からも次の通り，厳しい批判が相ついだ。 

「清水一雄委員 

‥‥これからもっと増えると思いますね。転出する人はたくさんい

るわけで，その中で検査しているうち，がんが見つかったという患

者さんを把握できなかった場合に，発症した患者さんのがんの数を

ここで議論していても，ちゃんとした根拠のもとに議論ができなく

なってしまうと。対応もどういうふうにしていいかということがわ

からなくなってしまって，いろいろなことが，問題が生じます。 

‥‥もっともっとこれからわからないことが増えていくのではな

いかと思うんですね。せっかく福島県のために，不安の解消を目的
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とした「県民健康調査」検討委員会であるにもかかわらず，事実を

知らないと何のためにやっているかわからないと僕は思うわけで

す。」（甲Ｃ１５１。４３頁２行目以下） 

「津金昌一郎委員 

‥‥おそらく福島県立医大の先生たちはこの症例（原告代理人注：

経過観察中に甲状腺がんが発見された症例）を除外して論文は書かな

いと思うんですね。とても国際的，科学的な論文として受理されると

は，そこを抜かしてそんな論文は書けないと思うので，当然そこは把

握するんだと思います。それは当然，我々とも共有していただきたい

というふうには思います。」（同上４３頁下から９行目以下） 

「梅田珠実委員 

私も津金先生がおっしゃっていることと同意見です。この保険診療

の方に行ってしまうと，何かあたかも別ルートのようで，がんを発症

しても全く把握されないというような，何か漏れがあるかのように思

われるというのは，県民健康調査に携わっている先生方，とても一生

懸命やっておられると思うので，そういうふうに思われるというのは，

それに対してきちんと説明をしていないとすればゆゆしき事態じゃな

いかと。つまり，この県民健康調査の信頼性というか，県民の健康を

見守っていくという目的からしても，信頼を得て，また受診率を，き

ちんと受診していただくということもありますし，また手術症例のデ

ータがフィードバックされて，この県民健康調査のより質の向上とい

うことにも役立っていくかと思いますので，機会を捉えて手術症例を

統計として求めて報告していただくというのが重要だと思います‥‥」

（同上４４頁３行目以下） 

従って，被告県の「経過観察中に発症した症例数は把握していない」

とは，己に課せられた甲状腺検査結果について情報の収集及び公開と

いう前記義務に違反し，福島原発事故後の小児甲状腺がん発症を憂慮

する県民の不安の声に耳を背ける背信的行為というほかない。 
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カ 本訴訟の審理で判明した事実 

ところで，本訴訟の証拠調べの結果，被告県は実際には「経過観察

中に発症した症例数」を把握していることが明らかとなった。把握し

ていながら，これを把握する義務はないという主張を盾にして，この

情報を隠蔽し公開してこなかったのである。その理由は以下に述べる

通りである。 

第１に，２０１３年１２月にスタートした鈴木氏を研究責任者とし

た研究プロジェクト120（以下，本研究プロジェクトという。）の中で，

１８歳以下の甲状腺癌患者の手術・治療情報である「腫瘍径，年齢，

リンパ節転移の有無，病理組織学的所見などの情報を一元的に管理す

る症例データベース（以下，本症例データベースという。）を構築する

ことが研究計画書121に記載され，研究報告書122に実際に構築されたこ

とが報告されており，被告県も鈴木氏もこの事実を否定しなかった。

そして，本研究プロジェクトの目的を《我々が福島県内で発生した小

児甲状腺癌の DATA 集積を行い，その分子生物学的特性を明らかにす

ること》123と掲げ，この目的を達成する手段・方法として《手術サン

プルから，得られる genomicＤＮＡ および cＤＮＡ 等を一元的に保

管・管理するシステムを構築し，情報を発信することは我々の社会的

な使命と考えている》124と宣言する以上，この甲状腺癌患者の手術・

治療情報を一元的に管理する本症例データベースの中に「経過観察中

に発症した症例数」を含むのは言うまでもない。 

従って，本研究プロジェクトで判明した「経過観察中に発症した症

 
120 （福島県内の１８歳以下の小児甲状腺がん患者の症例データベースを構築し，同がん患者

の手術サンプル及び同サンプルから抽出したゲノム DNA，cDNAを長期にわたって保管・管理

する「組織バンク」を整備する研究プロジェクト。 
121 甲 C７３号証５頁１１研究方法。 
122 甲 C７５号証４枚目左段９～１５行。 
123 甲 C７３号証５頁「７ 研究の背景及び目的」 
124 甲 C７３号証同頁同上 
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例数」を含む症例数が鈴木氏らから本研究プロジェクトを承認した福

島県立医大に報告されることは言うまでもなく，そして，被告県から

甲状腺検査を委託された福島県立医大が被告県にこの基本的かつ最重

要の情報を報告することも言うまでもないからである。 

第２に，２０１５年２月２日開催の第５回「甲状腺検査評価部会」

において，経過観察中に悪性の結果が出た場合，どのように扱われる

のか，という委員からの質問に対し，鈴木氏は《そういう症例があれ

ば別枠で報告になると思います。経過観察中に発見された悪性腫瘍と

いうことになると思います。》125と回答しているからである。 

ちなみに，鈴木氏は本訴訟の証人尋問で，２０１８年の自身の論文

「検診発見での甲状腺がんの取り扱い 手術の適応」で手術症例１２６

例の特徴を詳しい紹介126をするにあたって，自身は症例データベース

を使わずに，「ワークシートを作って自分たちで検討しております」と

証言した127。１０年以上前ならともかく，数年前の時点でなお症例デ

ータベースを使用していないとはにわかに信じ難いが，仮にそうだと

しても，上記ワークシートの作成目的及び記載される情報の本質も基

本的に症例データベースと変わらない，すなわちその作成目的は甲状

腺癌患者の手術・治療情報を一元的に管理するためであり，従って，

上記ワークシートにおいても「経過観察中に発症した症例」情報が記

載されるのは当然であり，従って，鈴木氏自身も上記ワークシートか

ら「「経過観察中に発症した症例数」を把握していたことが推認される

のである。 

キ 被告県の義務違反に対する訴訟法上の効果 

       前記エで述べた通り，被告県には経過観察中に発症した症例数を把

握及び公開する義務があり，前記カで述べた通り，被告県は実際に「経

 
125 甲Ｃ号証１０８。９頁 
126 乙Ｂ４６号証７３頁右の４～７４頁 
127 証人調書１３６。 



 

265 

 

過観察中に発症した症例数」を把握していながら，上記義務を履行せ

ず，上記症例数を原告らに開示しなかった。その結果，原告らは本件

症例数の正確な数に基づいて「福島原発事故による被ばくと小児甲状

腺がんの関連性」について統計的に分析することが不可能となり，そ

の分析結果に基づき，被ばくを原因とする小児甲状腺がんの発症の有

無について立証することも不可能になった。そこで，問題は，上記の

被告県の義務違反により原告らの立証が妨げられた場合，いかなる訴

訟法上の効果が付与されるべきかである。 

この点，民訴法は協力義務のある証拠調べに対し，取調べを妨害す

る当事者に対し，裁判所は相手方の主張を真実と認めることができる

旨を定める128。これを，民訴法学者の新堂幸司は「当事者間の公平を

はかることを目的としたもので，裁判所の自由心証に対する一つの制

約を成すと考えられる」と「信義則による自由心証の制約」と解する。

従って，「裁判所は，すでに他の証拠や弁論の全趣旨から得られた自由

心証の結果に対して，信義則の適用例として，その裁量で，妨害の態

様，帰責の程度，妨害された証拠の重要度等から妨害に対するサンク

ションを勘案して，証明ありとみるかどうかを定めるべきである」と

する。その上で，「この種の当事者間の信義則による自由心証の制約は

とくに法定された場合に限らず，証拠方法全般について考慮されるべ

きである」という129。 

この「信義則による自由心証の制約」という立場に従えば，本件に

おいて，被告県は排他的，独占的に甲状腺検査を実施する機関であり，

従って，甲状腺検査結果について情報の収集，分析及び公開の義務を

負う立場にありながら，個人情報を含まない「経過観察中に発症した

症例」情報の収集は困難ではないにも関わらずこの義務を果たさなか

った。なおかつ「上記症例数を把握する義務がないことの根拠を明ら

 
128 例えば民訴法２２４条・２３９条２～4項・２３２条１項，２０８条。 
129 新堂幸司「新民事訴訟法」（弘文堂・１９９９年４月１５日初版発行）５２４頁。 
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かにされたい」という原告らの求めにも「その根拠を示す必要はない」

と最後まで説明を拒んだ。他方，原告らにとって，「被ばくを原因とす

る小児甲状腺がんの発症の有無」の事実は本件国賠訴訟において極め

て重要な事実であるにも関わらず，「経過観察中に発症した症例」情報

が開示されないため，本件症例数に基づく統計的分析が不可能となり，

上記事実の立証が不可能となった。 

被告県のこの徹底した非開示の態度は「経過観察中に発症した症例

数の開示は被告県にとって不利益な情報だろう」という経験則が適用

されることを強く推認させるものである。そして，以上の事情を総合

考慮したとき，当事者間の公平という民訴法の基本原理に照らし，信

義則上，「被ばくを原因とする小児甲状腺がんの発症が認められる」と

事実認定するのが相当である。  

 

(10) 県民健康調査検討委員会及び評価部会の問題について 

ア 問題の所在 

(ｱ) SARS，MERSのウイルス災害の教訓 

新型コロナウイルス感染症の世界的流行の中，日本経済新聞が韓

国及び台湾政府の模範的な対策を紹介し，日本政府に警鐘を鳴らし

た（4月２０日付日本経済新聞）。なぜ韓国及び台湾政府が模範的な

のか。それは彼らが過去のSARS，MERSのウイルス災害の経験から真

摯に学び，必要な対策をすばやく立て，感染拡大防止に成功したか

らである。この態度は福島原発事故でも同様である。日本政府もま

た，福島原発事故と唯一比肩し得るチェルノブイリ原発事故の経験

から真摯に学び，教訓を引き出し必要な対策を立て被害拡大防止を

成し遂げたかが問われる。その最大の問題がチェルノブイリ事故で

被ばくによる住民の健康被害として認められた小児甲状腺がんに

対し，被告国及び県が必要な対策を取り，被害拡大防止を成し遂げ

たかである。 



 

267 

 

(ｲ) チェルノブイリ原発事故の教訓 

ａ ポーランドの教訓 

例えば事故直後の安定ヨウ素剤の服用についてどうだったか。

福島原発事故前，山下氏はこう述べた。《ポーランドにも，同じよ

うに放射性降下物が降り注ぎましたが，環境モニタリングの成果

を生かし，安定ヨウ素剤，すなわち，あらかじめ甲状腺を放射性

ヨウ素からブロックするヨウ素をすばやく飲ませたために，その

後，小児甲状腺がんの発症はゼロです》130《最後に，チェルノブ

イリの教訓を過去のものとすることなく，「転ばぬ先の杖」として

の守りの科学の重要性を普段から認識する必要がある。》131。事故

前のこの山下発言のように，チェルノブイリ原発事故におけるポ

ーランドの教訓から真摯に学び，日本でも事故直後に子どもたち

にすばやく安定ヨウ素剤を服用させていれば，《小児甲状腺がん

の発症はゼロ》になった可能性がある。 

ｂ チェルノブイリ原発事故による小児甲状腺がん 

事故後の対応も然りである。通常，年間百万人に１～２人と言

われる132小児甲状腺がんは，６年間の累計で約３８万人で少なく

とも２７２人133（年間１００万人あたりで１１９人）に達した。

これは争う余地のない「多発」つまり多数の発症である。そこで

問題はこの「多数の発症」の原因であるが，チェルノブイリ原発

事故の経験から真摯に学ぶのであれば，チェルノブイリ事故当時，

小児甲状腺がんの「多数の発症」の原因について「スクリーニン

グの効果」「潜伏期間が短すぎる」「対照群があいまい」など異論

が出されたものの，最終的にチェルノブイリ原発事故の「被ばく

の影響」と認められたという経緯があることから，福島原発事故

 
130 甲Ｃ34「放射線の光と影」５３７頁左段１行目。 
131 甲Ｃ33「被爆体験を踏まえた我が国の役割」ラスト 
132 山下俊一「放射線の光と影」 
133 原告準備書面（６９）――経過観察問題（続き４）・サポート事業問題について―― 
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もこれを教訓にして，「多数の発症」の原因の最有力の仮説として

「原発事故の被ばくの影響」を考え，対策を立てるべきである。 

ところが，被告県の県民健康調査・検討委員会は，甲状腺がん

に関するチェルノブイリ原発事故の経験から真摯に学び，教訓を

引き出すのではなく，ゼロからチェルノブイリ原発事故と同じ議

論を蒸し返し，「多数の発症」の原因について「スクリーニングの

効果」「潜伏期間が短すぎる」或いはチェルノブイリ原発事故との

相違点のみを強調して，「被ばくの影響とは考えにくい」134と否定

的見解に固執してきた。 

しかし，この態度はあたかも「福島原発事故は世界最初の原発

過酷事故である」という前提に立つものであり，先行したチェル

ノブイリ原発事故という教訓を無視する非歴史的，非科学的，非

論理的な態度である。先行のチェルノブイリ原発事故という歴史

的教訓と向き合うのであれば，チェルノブイリで認められた「小

児甲状腺がんは被ばくの影響によるものである」をここ福島でも

最有力の仮説として前提にして当面必要な対策（事故直後であれ

ば，安定ヨウ素剤の服用及びそれ以外の無用な被ばくを避けるた

めに可能なあらゆる措置）を講じるべきであった。 

以下，被告国及び県が，小児甲状腺がんについて，福島原発事

故前の《チェルノブイリの教訓を過去のものとすることなく，「転

ばぬ先の杖」としての守りの科学の重要性を普段から認識する必

要がある。》という山下発言に従い「チェルノブイリ原発事故の経

験から真摯に学び，教訓を引き出し必要な対策を立て被害拡大防

止を成し遂げた」とは，いかに正反対の態度を取っていたかを具

体的に明らかにする。 

 

 
134 県民健康調査検討委員会 
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イ 「スクリーニング効果論」「過剰診断論」による「被ばくの影響」否

定論 

(ｱ) ２つの「被ばくの影響」否定論 

先行したチェルノブイリ原発事故の歴史的教訓の１つが「小児甲

状腺がんは被ばくの影響によるものである」と認めたことであった

のに対し，福島原発事故において，またしても蒸し返された異論が

小児甲状腺がんの「多数の発症」は精度のあがった検査の効果であ

るという「スクリーニング効果論」及び手術の必要のない無害なが

んを誤って有害ながんと診断・手術したものであるという「過剰診

断論」だった。 

(ｲ) 新型コロナ問題との対比 

        しかし，そもそもここには根本的な思い違いがあり，その思い違

いは昨今の新型コロナ問題によって鮮明にされた。なぜなら，PCR検

査で新型コロナ感染者が多数発見されたからといって，誰も新型コ

ロナ発症の「原因」が PCR 検査だとは思わない。PCR 検査はコロナ

発症の「発見手段」にすぎず，「原因」ではないことを了解している

からである。 

(ｳ) スクリーニング効果論 

ところで，(ｲ)で示した本質は甲状腺検査でも変わらない。精度が

向上した甲状腺検査で小児甲状腺がんが多数発見されたからとい

って，小児甲状腺がん発症の「原因」は甲状腺検査にないことは明

らかである。甲状腺検査はがん発症の「発見手段」にすぎず，がん

発症の「原因」ではないことは少し考えれば誰もが了解可能だから

である。 

そして，今ここで問われているのは，多数の小児甲状腺がんが「発

症」した「原因」（原因物質や発症のメカニズム）であって，がん発

症の「発見手段」のことではない。従って，この問いに対し，「スク

リーニング効果論」で発症の「発見手段」を論じたところで空しい
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ばかりである。 

さらに，「スクリーニング効果論」とは，以前なら大人になってか

ら発見される甲状腺がんが検査機器の精度の向上により検査によ

って発見されただけというものである。そうだとしたら，１巡目の

検査でほぼ全ての甲状腺がんが発見されるはずである。ところが，

現実には２巡目，３巡目，４巡目の検査でも引き続き多数の甲状腺

がんが発見されている。この事態はもはやスクリーニング効果論で

は説明がつかない。 

(ｴ) 過剰診断論 

他方，「過剰診断論」とは，精度のあがった甲状腺検査の結果，発

見された多数のがんに対して，手術の必要のない無害ながんを誤っ

て有害ながんと診断・手術したとするもので，甲状腺検査の延長線

上の問題である。従って，「過剰診断論」は小児甲状腺がん手術が多

数実施された「理由」を明らかにするものであっても，がんが「発

症」した「原因」（原因物質や発症のメカニズム）を明らかにするも

のではない。 

従って，今ここで問われているがんが「発症」した「原因」に対

し，「過剰診断論」でがん手術が多数実施された「理由」を論じたと

ころで空虚である。 

次のウで「過剰診断」の事実自体が否定されることを指摘するが，

これを示すまでもなく，そもそもそのロジック自体が的外れなので

ある。 

(ｵ) 小括 

以上のようなトリックのごとき的外れの議論のせいで，多数の小

児甲状腺がんの発症の「原因」として（暫定的であれ）「被ばくの影

響」であることが特定されず，その結果，小児甲状腺がんで苦しむ

子どもたちの救済が先送りされていることはこの上ないほど耐え

難い不正義である。 
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ウ 「過剰診断」を否定した鈴木氏の正当性とその限界 

 他方，検査の結果，発見された小児甲状腺がんについて，手術の必

要のない無害ながんを誤って有害ながんと診断・手術したという「過

剰診断論」からの批判に対し，鈴木氏は本訴訟において「手術の必要

がある（手術適応）と認められたものに手術した」とその理由を詳述

して反論した135。この鈴木氏の反論に対して山下氏は本訴訟でこれを

支持し136，また，鈴木氏の反論に対する再反論は本訴訟において提出

されていない。 

本訴訟に提出された証拠による限り，鈴木氏の前記主張には十分な

根拠があり，正当と認められる。従って，甲状腺検査の結果，発見さ

れた多数のがんに対して，様々な理由から手術の必要があると判断し

て，手術を実施したものとされる。そこでようやく我々は，ここで問

われている問題のより厳密な問いに辿り着いた――それは，甲状腺検

査で発見された多くの小児甲状腺がんが無害ではなく，手術適応と認

められた，すると，手術適応の小児甲状腺がんが福島で多数「発症」

した「原因」はどこにあるか，である。 

この点について，鈴木氏は一方で，ハーベスト効果論，スクリーニ

ング効果論を原因として挙げ137，他方で，チェルノブイリ事故との相

違点のみを取り上げて，「被ばくの影響」という原因を否定した138。前

者が的外れな議論であることを２で前述した通りである。後者も，チ

ェルノブイリ事故との比較をするのであれば「男女比」「リンパ節転移

や肺転移の割合」などチェルノブイリ事故との重要な共通点も同時に

取り上げるべきであるのに，これを無視するもので，恣意的な比較の

 
135 鈴木論文「検診発見での甲状腺がんの取り扱い 手術の適応」（乙Ｂ４６号証）７１～７３

頁。鈴木上申書（丙Ｂ７号証）１２頁(16)ア。 
136 山下証人調書３３１ 
137 鈴木上申書（丙Ｂ７号証）１１頁（１５）ウ 
138 鈴木論文「検診発見での甲状腺がんの取り扱い 手術の適応」（乙Ｂ４６）７５頁５。 
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そしりを免れない。 

そして，何よりも特徴的なことは，「原因」がもし「被ばくの影響」

でないとするならば，甲状腺の専門医である鈴木氏自身がこの「原因」

について，積極的に仮説を提示する社会的な責任があるにもかかわら

ず，自ら一言も発言しないことである。 

この点，小児甲状腺がん「発症」の「原因」解明に積極的だったの

が山下氏である。彼は，小児甲状腺がんが多数「発症」した「原因」

（原因物質）は農薬（硝酸性窒素など）にあるのではないかという仮

説を立て，実証的な疫学調査を実施した。その結果，これを裏付ける

統計的な成果は検出できなかった139。しかし不成功に終わったとはい

えこれは或る意味で，チェルノブイリ原発事故と同様に「被ばくの影

響」と解するのが合理的であるという推論が，この検出不成功という

結果を通じ，一層裏付けられたと評価することができる。 

エ 甲状腺検査の当初の見通しが明らかにしたこと 

被告県はチェルノブイリ原発事故の教訓から，１８歳以下の県民へ

の甲状腺検査の実施自体は決定したものの，その内実はチェルノブイ

リ原発事故の教訓からは程遠いものであった。被告県から医大に委託

された甲状腺検査の責任者であった鈴木氏は，検査開始（２０１１年

１０月）直後から甲状腺検査の見通しを次のように述べていた。 

(ｱ) ２０１１年８月，鈴木氏を主任研究者とする甲状腺検査に関する

研究計画書の中で，「超音波検査で数％の甲状腺結節を認めること

が予想されます。しかし，小児甲状腺がんは年間100万人あたり1，

2人程度と極めて少なく，結節の大半は良性のものです」140と記載し

ていた。 

(ｲ) 「甲状腺のガン化はゆっくり進行するので，のう胞や結節の判定

でも２年後の次回検査で十分すぎるくらい時間的余裕があり，ご安

 
139 甲Ｃ１１２号証。 
140 甲Ｃ１０１号証．４頁「７，研究背景及び目的」。 
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心ください141」（２０１２年３月末），「甲状腺の腫瘍はゆっくり進行

するので，今後も慎重に診ていく必要があるが，しこりは良性と思

われ，安心している142」（２０１２年１月） 

 しかし，甲状腺検査が進む中，ほどなく以下の事態が進行し，上

記の見通しが間違っていたことが判明した。 

(ｳ) 甲状腺のがん化の速度が速い。１巡目の先行検査でＡ判定の子が

次回２巡目の本格検査でがんと判定143。 

(ｴ) 甲状腺がんの子にリンパ節転移や肺転移の割合が多く，再手術が

必要144。 

問題は，この見通しの間違いが何を意味するかである。それは第１

に，鈴木氏の見通しが「被ばくの影響がない甲状腺がん」という仮説

を念頭においたものであったことを意味する。第２に，この仮説がそ

の後の検査結果の現実によって棄却され，その結果，その反対命題の

「被ばくの影響による甲状腺がん」が正しいことが証明されたことを

意味する。 

 しかし，チェルノブイリ原発事故の現実から学ぼうとしなかった鈴

木氏をはじめ検討委員会及び被告県は，今度は福島原発事故後の甲状

腺検査の現実からも学ぼうとせず，２つの原発事故の現実が意味する

結果と向き合うこともできず，「被ばくの影響とは考えにくい」という

己の仮説に固執し続けてきた。 

オ 多数の小児甲状腺がんが「発症」した「原因」について 

(ｱ) チェルノブイリ事故との共通点 

福島原発事故後の甲状腺検査の結果について，がんの「男女比」「リ

ンパ節転移や肺転移の割合」など重要な点でチェルノブイリ事故と

 
141 甲Ｃ１１０号証．伊達市の広報誌。 
142 ２０１２年１月２６日 読売新聞。 
143 ２０１６年１２月２７日の第２５回県民健康調査・検討委員会の発表によれば，２巡目で

発見された６８人のうち，１巡目でＡ１判定は３１人，Ａ２判定が３１人で計６２人。 
144 ２０１４年６月１０日の検討委員会の第３回甲状腺検査評価部会で，鈴木氏が過剰診断を

否定，リンパ節転移が多数あり，放置できるものではないと深刻な事態を報告。 



 

274 

 

共通する。 

ａ 男女比 

福島原発事故前，日本では２０歳以下の甲状腺がんの男女比は

１：４.８という報告145があるが，原発事故後の福島県の甲状腺検

査の先行検査では１：１.８，本格検査では１:１.２である（いず

れも検討委員会資料146）。他方，チェルノブイリ原発事故前，ベラ

ルーシでは１８歳以下の小児甲状腺がんの男女比は１：３.７だ

ったが，原発事故後は１：１.８に低下した147。 

ｂ リンパ節転移と肺転移 

 一般に，甲状腺がんは進行が遅く，転移が少ないと考えられて

いるが，チェルノブイリ原発事故後，ベラルーシでは１９８６～

１９９７年の１０年間に，小児甲状腺がんを発症した１５歳未満

の患者５７０人のうち半数以上の３８５人にリンパ節転移が，１

６．５％にあたる９４人に肺転移が見られた148。 

 これに対し，福島原発事故後の甲状腺検査では，検討委員会の

中の第３回甲状腺検査評価部会において，委員から「スクリーニ

ング効果による過剰診断が行われている可能性がある」という指

摘に対して，鈴木氏は「とらなくても良いものはとっていない。

手術しているケースは過剰治療ではない」と反論，手術している

ケースは「臨床的に明らかに声がかすれる人，リンパ節転移など」

で，放置できるものではないと説明した。これに対し，「リンパ節

転移は何件あるのか」という委員の問いに対し，鈴木氏は「ここ

 
145 菅間博「小児甲状腺癌」病理と臨床 31,25-30(2013) 
146 先行調査は第 23 回検討委員会資料 2-2 表４。本格検査は第 31 回検討委員会 資料 3-2 表

６に拠る。 
147 Demidchik ら “Papillary Thyroid Cancer in Childhood and Adolescence with 

Specific Consideration of Patients After Radiation Exposure” in “Updates in the 

Understanding and Management of Thyroid Cancer”, Edited by Dr. Thomas J. Fahey 

(2012) 
148 菅谷昭「原発事故と甲状腺」（２０１３年５月３０日第一刷）１１９～１２０頁。出展：ベ

ラルーシ国立甲状腺がんセンター。 
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で，リンパ節転移の数は公表しない」と答えた149。しかし，言う

までもなくリンパ節転移の症例数は個人情報ではなく，従って医

師の守秘義務の対象に該当しない。それどころか，リンパ節転移

の症例数は，福島原発事故後の福島県の小児甲状腺がんの原因解

明にとって極めて重要な情報であり，第１，「経過観察」で前述し

た通り，甲状腺検査結果について情報の収集，分析及び公開の義

務を負う被告県が県民に説明を果すべき重要情報の１つにほか

ならない。しかるに，被告県と鈴木氏は，本訴訟においても非公

開及び証言拒絶という態度に固執し続けている。そのため，リン

パ節転移の正確な症例数は秘匿されたままだが，少なくとも手術

しているケースは「臨床的に明らかに声がかすれる人，リンパ節

転移などがほとんど」であることから，リンパ節転移の症例は手

術症例数の相当の割合にのぼると推測される。また，肺転移の症

例数についても，鈴木氏は「守秘義務」を理由に明らかにしない

150が，これもリンパ節転移と同様，明らかな証言拒絶であり，説

明責任の違反である。もし一般と同じ割合であればそう言えば済

むだけのことなのに言わないこと，なおかつリンパ節転移の症例

数が相当の割合にのぼると推測されることから，肺転移の症例の

割合も一般より多いことが推測される。 

(ｲ) 福島原発事故前からの甲状腺外科学会等の認識 

鈴木氏が作成者（作成委員会の委員）を務めた「甲状腺腫瘍診療

ガイドライン」の冒頭151に，甲状腺がんの危険因子とりわけ小児の

危険因子として，放射線被ばくを第１に記載していること。 

(ｳ) 小括 

        以上の通り，チェルノブイリ事故とがんの「男女比」「リンパ節転

 
149「リンパ節転移が多数～福島県の甲状腺がん」（Ourplanet-TV 2014.6.10） 
150 丙Ｂ７号証８頁（１０）ア 
151 甲Ｃ９９号証の２ 
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移や肺転移の割合」など重要な点でチェルノブイリ事故と共通す

ること，福島原発事故前から甲状腺外科学会等では，甲状腺がん

とりわけ小児甲状腺がんの危険因子として，放射線被ばくを第１

に掲げていることを考えれば，福島原発事故後に多数の小児甲状

腺がんが「発症」した「原因」は福島原発事故による被ばくであ

ると推測するのが現時点で最も合理的である。 

 

カ ２０１９年６月，被告県の検討委員会・評価部会の「被曝と甲状腺

がんの関係性はない」との報告書の問題点 

(ｱ) 問題の所在 

２０１９年６月，検討委員会内に設置された甲状腺検査評価部会

（以下，評価部会という。）は，この間行ってきた，本格調査（検査

２回目）で発見された甲状腺がんの症例数と放射線被ばくとの関連

性の統計的解析について，「甲状腺検査本格検査（検査２回目）に発

見された甲状腺がんと放射線被ばくの間の関連は認められない」と

いう結論を出した（以下，この結論を「部会まとめ（案）」という。）。

翌７月，検討委員会は部会まとめ（案）を多数決により了承した152。 

上記統計的解析とは，被ばく線量と甲状腺がんの発見率という２

つの量の関係を，一方で，甲状腺被ばく線量を県内５９市町村ごと

に推計して４つのグループに区分し，他方で，市町村ごとに甲状腺

がんと診断された発見率を出し，この発見率が被ばく線量が最も低

いグループ（20mGy 以下）と，被ばく線量がより高いグループと比

べてどれだけ違うかをオッズ比153を使って比較した。そして，この

 
152 甲Ｃ１５２検討委員会・甲状腺検査評価部会「甲状腺検査本格検査（検査 2回目）結果に

対する部会まとめ（案）」 
153 病気にかかる危険の度合をリスクと呼ぶ。病気の原因とみられる要因（例えば喫煙）にさ

らされたグループ（暴露群）とさらされないグループ（非暴露群）の２つのグループ間の疾

病（例えば肺がん）発症のリスクを比較するやり方の１つ。喫煙者のグループの病気発症の

確率をｐとして，発症しない確率（１－ｐ）との比ｐ／（１－ｐ）をオッズという。同じく

非喫煙者のグループのオッズを求め，両者のオッズの比を出したのがオッズ比。オッズ比が
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オッズ比について被ばく線量が低い高いによって有意な差がある

かどうかを分析疫学（統計学の統計的推測に対応）の見地から調べ

るために，ロジステッィク回帰分析を行い，区間推定である９５％

信頼区間を導き，有意性検定を行ったところ，「有意な差」は見出せ

なかったというものである。 

しかし，前記統計的解析には，以下に述べる通り，その分析結果

において統計解析の基本原則から逸脱したものであるばかりか，そ

の分析過程においても，本来，排他的，独占的に甲状腺検査を実施

する被告県が国民に対し負う甲状腺検査結果について情報の収集，

分析及び公開の義務（具体的には評価部会の分析及び公開の義務）

から大きく逸脱したもので，「甲状腺がんと放射線被ばくの間の関

連性」を分析する上で極めて深刻な問題であると言わざるを得ない。 

その結果，上記報告書には，前記１の経過観察問題と本質的に同

一の問題がある。すなわち，評価部会において適切な統計解析が実

施されていれば得られたであろう「福島原発事故による被ばくと小

児甲状腺がんの関連性」についての知見が得られず，その分析結果

に基づき，被ばくを原因とする小児甲状腺がんの発症の有無につい

て立証することも不可能になったのである。 

 

 
１ということは暴露群と非暴露群における疾病発生のリスクが同一であること，つまりその

要因はその疾病との間に関連性がなかったことを意味する。 
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(ｲ) 有意性検定で「有意な差」が見出せなかった場合の意味（検定の

非対称性）分析結果の問題の第１は，評価部会は有意性検定で「有

意な差」が見出せなかった場合の統計学上の意味を正確に理解して

いないことにある。なぜなら，そもそも有意性検定とは以下のこと

を意味する。 

（東京大学教養学部統計学教室編「統計学入門」２３７頁） 

 

これによれば，上記の有意性検定において，被ばく線量が最も低

いグループとそれ以外の被ばく線量がより高いグループとの間で，

甲状腺がんと診断された発見率について「差がなかった，つまりオ

ッズ比は１」と仮説を立て，オッズ比の検定をおこなったところ，

オッズ比の区間推定に１が含まれてしまった，そのため「オッズ比

は１，つまり差がなかった」は通常起こり得ない（５％以下の確率

でしか起きない）結果だとしてこの仮説を棄却することができなく

なった。しかし，そこから言えることは，「差はなかった」という仮

説を棄却して「差がある」という対立仮説が正しいことが証明され

なかっただけで，だからといって，「差はなかった」という仮説が正

しいと積極的に支持されったわけではない。なぜなら，「差はなかっ

た」ことについて，評価部会は積極的な吟味を何ひとつやっていな

いのだから。 
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 以上から，評価部会のオッズ比の検定によって導かれた結論は

「小児甲状腺がんと被ばくの間の関連は認められる」の証明に成功

しなかっただけで，両者の関連は依然，不明のままにとどまる。そ

こで，評価部会は，評価部会が説明責任を負う国民に対しに誤解を

生む余地がないように，この結論を科学的に正確に表現する責任が

ある。 

にもかかわらず，評価部会は，「 現時点において，‥‥甲状腺が

んと被ばくとの関連は認められない」と表記した。これを読む一般

国民は文字通り，「小児甲状腺がんと被ばくの間の関連は認められ

ない」ことが判明したかのように受け取るはずであり，いったい一

般国民の誰がこの文を，「『小児甲状腺がんと被ばくの間の関連は認

められる』証明に成功しなかっただけで，両者の関連は依然，不明

のままだ」と理解するだろうか。評価部会の表現は明らかに，報告

書が引き出した科学的知見の結論「依然，被ばくと甲状腺がんの関

係は不明である」を「被ばくと甲状腺がんは関係がない」と安全を

振りまく表現に意図的に歪曲したものと言わざるを得ない。 

(ｳ) ＬＳＳ１４報と同様の統計解析上の重大な欠陥 

        分析結果の問題の第２は，評価部会の統計解析には，第１，１０

０mSv 問題をめぐるＬＳＳ１４報の統計解析上の重大な欠陥とその

補正で指摘したのと同様の次の問題があることである。 

ａ 「層別集計」による情報損失，検出力低下という問題 

(a) もともと小児甲状腺がんのような発症率の低い疾病の場合，

観測したコホートでの発症数も少なくなり，放射線との影響を

検出しにくい。その上，対象者を被ばく時６～１４歳と１５歳

以上の２つに区分して分析したため，区分しないときと比べサ

インプルサイズの減少により検定力が一層低下する。区分せず

に全員で分析すべきである。 
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(b) また，対象者の被ばく量を４つのカテゴリー154に区分したた

め，区分しないときと比べ情報の損失が生じ，検定力が一層低

下する。線量を区分せずそのまま利用して分析すべきである。 

ｂ 「モデル選択」の不明 

本格検査の分析では，線量と４つの説明変数を組み合わせ，そ

の結果，4 種類のモデルを仮説として候補にあがっている。分析

結果としてこの４つのモデルについて，オッズ比と信頼区間が図

示されているが，肝心の，このうちどのモデルが最もあてはまり

のよいかという「モデル選択」が示されていない。しかも，ＬＳ

Ｓ１４報と異なり，モデル選択に着手したのかも不明である。複

数のモデルを仮説として設定することは自由であるが，その場合

には，どのモデルが観測データに最も当てはまりかを検証し，仮

説の妥当性を検証する必要がある。この点で「モデル選択」をし

なかった評価部会の分析は失当というほかない。 

 

(ｴ) 分析結果の公表に必要な情報の非開示 

        分析過程の問題の第１は，評価部会は分析結果を公表するにあた

って，推定結果のグラフが示されるだけで，点推定の値も区間推定

の９５％信頼区間の値も示されないことである。そればかりか，そ

もそも４つの各線量区分に対象者が何人おり，そのうち何人に甲状

腺がんが見つかったのかといった基本的な情報すら与えられてい

ない。 

本来，評価部会は私的な任意の組織ではなく，原発事故後の甲状

腺検査を排他的，独占的に実施し，その独占的地位ゆえに国民に対

し，甲状腺検査結果について情報の収集，分析及び公開の義務を負

う被告県が，甲状腺検査結果について分析及び分析結果を公開する

 
154 ４つの区分はさらに対象者の年齢別で異なり，６～１４歳では（～20，～25，～30，30

～），１５歳以上では（～10，～15，～20，20～）（単位は mGy） 
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義務を遂行するために，被告県の組織として発足させたものである

155。従って，もともと評価部会は国民に対し，甲状腺検査結果につ

いて実施した統計的解析を丁寧に説明する責任があり，とりわけ評

価部会の分析の検証を欲する国民に対しては，それを可能ならしめ

るために必要な情報を，個人情報を匿名化した上で提供する責任が

ある。この点における評価部会の情報非開示の異様さは群を抜いて

いる。 

(ｵ) 分析過程における透明性の原則からの逸脱 

 (ｴ)で前述した通り，もともと評価部会は甲状腺検査結果につい

て分析及び分析結果を国民に公開する義務を遂行するために発足

した被告県の組織である。従って，その分析に当たっては，分析の

基本項目である，どのような分析方法を取るのが妥当か及び誰に分

析を担当してもらうのが妥当かをめぐって，事前に公開の場で議論

されるのが，この問題の重要性及び行政の透明性の原則に照らし当

然である。 

しかし，評価部会では事前に，どんな分析方法を取るのか，分析

を誰に担当してもらうのか何一つ議論せず決定しないまま，２０１

９年２月２２日，第１２回評価部会の席上，部会長より部会員に，

のちに部会まとめ（案）の骨格となる資料１－２（甲Ｃ１５３）が，

その作成の経緯及び作成者の説明は一言もないまま，いきなり提供

された156。 

その後，４月の検討委員会の最後に，ジャ－ナリストから資料１

 
155 この義務について，１，経過観察問題(2)を参照。 
156 資料１－２は以下のように部会員に提示された（当日の議事録１０頁）。 

鈴木元部会長  

‥‥では，続いて，資料１－２の方に移りたいと思います。 事務局の方から説明をお願い

いたします。  

大平哲也健康調査支援部門長  

福島医大の疫学室の大平と申します。私の方から説明させてもらいます。資料１－２の方を

御覧ください。 市町村別ＵＮＳＣＥＡＲ(アンスケア)推計甲状腺吸収線量と悪性あるいは

悪性疑い発見率との関係性を示したグラフになります。‥‥ 
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－２の「信頼区間の計算ミスの可能性」について質問を受けた際，

部会長は「次の部会の時に，またきっちりこの辺は見直したデータ

を出させていただきます」と説明責任を果たすかのような答弁をし

たが，実際には６月３日第１３回評価部会で，統計ソフトの入力ミ

スを理由にしたグラフ修正に関する資料１－３（甲Ｃ１５４）を提

出したにとどまり，この修正資料を読んだところで，国民は依然，

修正結果を自ら検証することはできない状態のままで根本的には

何一つ変わっていない。 

国民が評価部会に求めていることはただ単に科学的な分析であ

るが，科学的な分析とは，万人に対してその分析方法や条件が公開

されており，実験であれば追試により実験の再現が可能であること，

統計的推測であれば提示された分析方法や条件によってその推測

の再現が可能であることを言う。この意味で，評価部会の「部会ま

とめ（案）」の作成は科学的な分析とはおよそ無縁であり，選ばれた

小数の者にのみ授けられる秘教に堕しており，透明性の原則から根

本的に逸脱している。 

(ｶ)小括 

        以上，前記(ｴ)で述べた通り，評価部会を発足させた被告県は国民

に対し，甲状腺検査結果について情報の分析及びその公開の義務を

負いながら，前記イ～オで縷々述べた通り，現実に評価部会は，甲

状腺検査結果について適切な分析を実施せず，なおかつその分析結

果を国民に説明責任を果して報告することもしなかった。その結果，

原告らは，適切な統計解析による分析結果を踏まえて，被ばくを原

因とする小児甲状腺がんの発症の有無について立証することも不

可能になった。 

 評価部会の上記統計解析における徹底した情報非開示の態度は

「検査２回目に発見された甲状腺がんと放射線被ばくの間の関連

性を統計的に解析した結果の開示は被告県にとって不利益な情報



 

283 

 

だろう」という経験則が適用されることを強く推認させる。 

 

(11) 小括 

      以上のとおり，既に２００例を超えた小児甲状腺がん手術は，生涯に

おいて手術不要の潜在がんとは言い難いもので，スクリーニング効果や

ハーベスト効果だけでは説明がつきにくい発症数，発症経過となってい

る。しかも，発症と放射線被ばく量に相関関係（地域差）も認められて

いる(少なくとも，明確には否定できない状況にある)。さらに，発症者

の男女比についても，一般の甲状腺がんでは，１：６と言われていたも

のが，福島県の小児甲状腺がんは１：２以下という特異性を示している

(乙Ｂ７の１２頁)。 

      放射線の影響を否定する事情として上げられている事由は，チェルノ

ブイリと比べて被ばく量が少ないという臆断，チェルノブイリとは異な

り０歳～５歳の発症が少ないという不確かな情報，甲状腺がんの性状が

チェルノブイリとは異なるということだけで，確たる根拠は何も存在し

ない。したがって，甲Ｃ３７の山下氏も講演録が指摘するとおり，原告

らにおいては，２０１１年３月１５日以降の無用な放射線被ばくにより，

将来において，甲状腺がん等の疾病を発症する不安は全く除去されてい

ない。 

 

２ その他の健康被害の兆候について 

     福島県県民健康調査の結果以外に，福島県内外で健康被害が生じている

のではないかと疑うに足りるデータとして，次のものがある。 

(1) 福島県及び関東地方で被ばくした子ども達に潜在的甲状腺機能低下

症の発症数が通常よりも多く，とりわけ福島原発事故時６歳未満の子供

の発症率が高いこと，子どもの抗甲状腺抗体の陽性者数が高率であるこ

と，抗Ｐ５３抗体の異常値を示す子どもが多いことは，原告ら準備書面

(74)で記載した。 
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(2) 南相馬市立総合病院が公表した医事会計情報（甲Ｂ第１３９の１～３）

の数字は，年度ごとの患者数を示すものではないことが分かった（甲Ｂ

第１４３号証）が，これから想定される新規患者数は，白血病や甲状腺

がんにおいて増加傾向が否定できない。このことは，原告ら準備書面

(61)(65)で記載した。 

(3) 名古屋市立大学大学院システム自然科学研究科准教授村瀬香氏らの

研究によれば，福島原発事故後，２０１４年まで，日本全国において，

複雑心奇形の手術件数が約14.2％増加したことが分かった（甲Ｂ第２０

０号証）。 

(4) 林敬次医師，Hagen Heinrich Scherb氏らの研究によって，原発事故

と汚染があった地域で周産期死亡が増加していることがわかった（甲Ｂ

第１９９号証の１，２）。 

 

第５章 被告らの主張に対する反論 

被告国は，原告らの国賠請求が消滅時効にかかっているとして時効の援用を

したが，これに対する原告らの反論は，原告ら準備書面(75)に記載したとおり

である。 

 

第３部 結語 

  原告らの主張は，以上のとおりであるが，最後に，原告らの本裁判における根

源的な問いかけ，よって立つものを簡潔に記しておきたい。 

１ 行政訴訟（子どもたちが安全に教育を受ける権利） 

この求めは，放射能被ばくの生命・健康に及ぼす将来的リスクを学校教育と

の関係においてどのように評価し，具体的な政策措置として，現役世代の我々

が，将来世代の子どもたちの安全をどこまで保障すべきかを問うものである。 

憲法２６条は，子どもたちが，その能力に応じてひとしく教育を受ける権利

の重要性を宣言している。安全な教育環境は，学習という限りない自己啓発の

原点であり，これなくして子どもの未来はない。それぞれの家庭環境における



 

285 

 

身の丈などに制約されることなく，子どもたちの一人ひとりが，均しく「安全

な環境」で教育を受けることを国や地方自治体が保障することが，現在及び将

来の国民全体にとっての最大福祉となる。 

現在の教育制度は，放射線以外の危険物に対し極めて厳格な規制（安全側に

重心を据えたリスク評価）を課して，子どもたちの安全に教育を受ける権利を

保障している。にもかかわらず，放射線被ばくについては，福島第一原発事故

後も，他の危険物規制とは比較にならない緩慢なルールのもとで教育が続けら

れている。安全な場所での教育を受ける手立ての乏しい子どもたちは，司法お

ける緊急避難的な救済，政策形成的な判断を求めざるをえない状況に陥ってい

る。 

リスクの管理方法は，本来，一部の専門家の叡智に依存することなく，さま

ざまな観点からの情報提供と利害を異にする関係当事者の十分なコミュニケ

ーションにより決定されるのが理想である。それにより，決定の前提事実の正

確性と決定内容の透明性がより広く担保されるからである。 

放射線被ばくのリスク評価管理方法の決定も，さまざまな観点からの正確な

情報交換，対等な意見交換が必要とされる。しかも，放射線の人体に及ぼす影

響は未知の部分が多く残され，既知とされる部分についても，よって立つ観点

から影響を受けたと思わざるえない見解が多い。しかし，本件で求められてい

るリスク評価は，子どもたちが均しく安全な教育を受ける権利との関係のもの

である。裁判所においては，この権利に基軸をおいた観点からのリスク評価の

もとで，憲法や教育基本法等の諸法令が定める子どもの学習権の保障の具体的

方策の在るべき姿を示していただきたい。 

 

２ 国家賠償請求訴訟（無用な被ばくを受けることのない権利の侵害に対する慰

謝料請求） 

この求めは，本件原発事故後の被告国や福島県の被害住民への危険情報の提

供のあり方，すなわち，危急時における為政者と為政者に自らの身の安全を託

している市民とのリスクコミュケーションのあり方を問うものである。 
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既述のとおり，民主主義を標榜する我が国にあっては，重大な原発事故が発

生し，内閣総理大臣によって緊急事態が発せられたときは，国や関係自治体に

おいて被害住民の身体の安全確保に万全を尽くすことが防災関連法規により

義務付けられている。回避可能な被ばくは回避できるよう十分な情報を住民に

提供し，これを受けた住民は，提供された情報に基づき，可能な回避措置を主

体的に取ることで，無用な被ばくを回避するという関係にある。被害住民はそ

のすべてを為政者に依存しているわけではないし，為政者は都合の良い情報だ

けを提供して被害住民をコントロールするという関係にあるわけでもない。 

しかし，本件事故において，被告国や福島県は，公言してきた原発安全性に

対する執着（責任回避）と学術的に否定されている被害住民のパニック行動の

過大視（甲ℂ１２２号証の１０４０頁）から，県民への正確なリスク情報の提供

を怠り，意図的に安心情報をばらまき，原告らにおいて無用な被ばくを回避さ

せる機会を失わせた。この秘密体質は，事故直後の被害者の内部被ばく検査へ

の消極的な姿勢や適切な検査方法の回避（甲Ｃ１０，４２号証），放射線被ばく

を無視した強引な学校運営，設立した県民健康調査委員会の不透明な運営，原

発推進政策に賛同する識者や低線量被ばくのリスクに否定的な専門家の偏重，

発生している小児甲状腺がんの件数や症状の隠蔽，不合理な解析等，現在も隠

微に継続している。 

本件原告らは，被害住民として，単に被害の賠償を求めるものではない。上

記のとおり，民主国家における危急時の被害者と為政者の関係，被害時におい

て適正な情報を提供されることによる主体性をもった被害者としての被害回

避の権利の確立，さらには，被害者としての尊厳の確認を裁判所に求めている

のである。そのことは，毎回の弁論期日において意見陳述をした原告が，涙を

こらえつつ一様に訴えていたことである。 

低線量の放射線被ばくの影響は未知の部分が多く，放射性プルームの吸引等

の被害には偶然性が伴い，被害発生は晩発的で，被害者本人もどの程度に被ば

くしているか不明なことが多い。それだけに，回避できた無用な被ばくを受け

た可能性に対する不安は大きく，保護者の子どもに対する自責の念は強い。裁
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判所においては，この点に十分配意された被告国や福島県の過失判断，原告ら

の損害認定判断をされることを切に期待する。 

以 上 

 

【なお、第２部第３章第２の１(1)に記載の別表を添付した。】 


