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平成26年（行ウ）第8号、平成27年（行ウ）第1号、平成28年（行ウ）第2号 

原告  原告１－１ほか 

被告  国ほか 

 

準備書面(39) 

――被告国第６準備書面対する認否・反論―― 

２０１７年７月２８日 

 

福島地方裁判所民事部 御中         

 

原告ら訴訟代理人   井  戸  謙  一 

ほか１８名  

 

第１ 被告国第６準備書面第２に対する認否 

１ ２項について 

（１） 認否 

 丙Ｂ６号証、連名意見書の記載が存在することは認め、その余は争う。 

 但し、連名意見書の記載のうち、「この見解はＵＮＳＣＥＡＲ（２０１０）が

示した見解と一致する。」との部分は、「この見解はＵＮＳＣＥＡＲ（２０００）

が示した見解と一致する。」の引用誤りである。 

（２） ＬＮＴについて 

 低線量被ばくの健康影響については、１９５６年に公表されたアリス・スチ

ュワートによる小児白血病とレントゲン撮影との関係を示した論文以降、よく

知られた事実である。 

 ＩＣＲＰがＬＮＴを採用する理由として、低線量被ばくの健康影響はよく分

からないから影響があると考えておいた方が安全側だと説明されることがよく
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あるが、これは現代では通用しない説明である。 

 最近、特に２０１０年代以降は大量のデータ分析に支えられた研究によって

低線量被ばくの健康影響が明確に観察されるようになっている。 

 ＩＣＲＰは、その勧告の前提となる科学的知見をＵＮＳＣＥＡＲ等の報告に

依拠している。ところが、ＵＮＳＣＥＡＲは、２０１０年代に入ってからは低

線量被ばくの健康影響について大規模な疫学論文調査を行っていない。 

被告国が指摘するＵＮＳＣＥＡＲ２０１６年レポートには、原告らの指摘す

る疫学論文は引用されておらず、検討の対象外である。 

したがって、ＵＮＳＣＥＡＲレポートは、いまだ旧い知見にのみ依拠してお

り、現在では、その依って立つ学術的な知見水準は低い。 

このことは、ＩＣＲＰの勧告の前提となる科学的知見が時代遅れになってい

ることを意味している。ＬＮＴモデルを採用すること自体に誤りはないが、そ

の意味合いは、当初、ＩＣＲＰがＬＮＴを採用した当時とは全く異なり、現在

では科学的知見に合致する正当な考え方というべきである。 

（３）発がんリスクについて 

連名意見書には１００ｍＳｖ被ばくの発がんリスクは運動不足、野菜不足の

リスクよりも低く、受動喫煙と同じレベルと記載されているが、そもそも、そ

の根拠となる論文も、そのリスクの程度も示されていない。 

また、高い低いの基準が何によって示されるべきか不明であり、単なる印象

を述べているに過ぎない。 

この点、原子力安全委員会の設置した安全目標専門部会は、平成１５年１２

月、「安全目標に関する調査審議状況の中間とりまとめ」を策定している（甲Ｂ

１０１）。 

 これによると、「原子力施設の事故に起因する放射線被ばくによって生じ得る

がんによる、施設からある範囲の距離にある公衆の個人の平均死亡リスクは、

年あたり百万分の１程度を超えないように抑制されるべきである。」とされてい

た（甲Ｂ１０１ ７ページ）。 
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 悪性新生物（がん）による年あたりの個人死亡率は、２．４×１０－３である。 

これに対して、安全目標は１０－６とされており、がんによる個人死亡率がわ

ずか１０００分の１、つまり０．１パーセント増加することも安全目標からは

許容されないリスクとなる（甲Ｂ１０１ ９ページ）。 

 もし住民が事故による被ばくで１００ｍＳｖ被ばくした場合、ＬＳＳ１４は、

ＥＲＲを１Ｇｙあたり０．４２としていることから、約４．２パーセントもの

ガン死リスクが増えることを意味する。 

たとえ被ばく量が１０ｍＳｖでも増加するガン死リスクは、０．４２パーセ

ントであり、こうしたリスクは、安全目標が超えないように抑制されることを

求めていた程度をはるかに超えることが明らかである。 

 

第２ 被告国第６準備書面第３に対する認否 

１ １項（２）について 

（１） 認否 

 小笹氏がＬＮＴモデルが調査結果にあっているとの解釈が誤りであると述べ

たとされる事実については、否認する。 

 そのような指摘を小笹氏がした事実はない。 

 また、Ｐｒｅｓｔｏｎ、Ｆｕｒｕｋａｗａらの論文の存在は認め、その余は

争う。 

 Ｐｒｅｓｔｏｎ、Ｆｕｒｕｋａｗａらの論文は、広島、長崎の被ばく者につ

いて１９５８年から１９９８年まで追跡したデータをもとにしている。しかし、

ＬＳＳ１４は、２００３年まで延長された追跡期間のデータに基づいており、

より多くの情報が蓄積された結果に基づくものである。 

 ２００３年までのデータがあるのに、わざわざ１９９８年までのより貧弱な

データに基づく研究結果をもって論じることには全く意味がない。 

（２） ＬＳＳについて 

 ＬＳＳ（寿命調査）は、放射線影響研究所（放影研）が実施している疫学
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調査である。 

 疫学（集団および症例対照）調査に基づいて生涯にわたる健康影響を調査

する研究プログラムで、原爆放射線が死因やがん発生に与える長期的影響の

調査を主な目的としている。１９５０年の国勢調査で広島・長崎に住んでい

たことが確認された人の中から選ばれた約９４，０００人の被爆者と、約２

７，０００人の非被爆者から成る約１２万人の対象者を、その時点から追跡

調査しており、これまで１４回報告がなされている。 

 新しい調査ほど、死亡に関する報告例が増えるので、より被ばくによる健

康影響への調査が判明することになる。したがって、ＬＳＳ１４が公表され

ている現時点でＬＳＳ１３のデータに基づく主張をすることは、学術的興味

以外には何ら意味がない。 

 なお、２０１７年に入ってＬＳＳとは異なるが、同じコホートを対象にし

た「原爆被爆者の寿命調査における固形がん罹患：１９５８－２００９年」

と題する論文が放影研から公表されている。 

 同論文の著者であるグラント氏らは、２００９年までのデータをもとに全

固形がん罹患に関する調査を行った。 

 同論文（原文は英語）のアブストラクトには、「統計学的に有意な用量反応

を示す最も低い用量範囲は、０から１００ｍＧｙ（Ｐ＝０．０３８）であっ

た」と報告されている。 

 死亡ではなく、罹患率についての調査報告であるが、１００ｍＧｙまでの

低線量でもがん罹患リスクが確認されたことの意義は大きい（甲Ｂ１０２の

１，２）。 

２ ２項（２）について 

（１）認否 

 連名意見書の記載及び放射線影響協会の公表が存在することは認め、その余

は争う。 

（２）甲Ｂ７２号証の１，２について 
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 連名意見書は、９０パーセント信頼区間が１を含んでいることから有意差が

ないことを指摘する。しかし、統計学的有意差だけで因果関係を判断するのは

誤りである。 

 同論文は、「線量を３００ｍＧｙ未満に限定しても、また１００ｍＧｙに限定

しても、ＣＬＬを除いた白血病のＥＲＲ（過剰相対リスク）は少なくならなか

った（図）；しかし、線量範囲を限定したデータをもとに解析すると９０％ＣＩ

（信頼区間）がはるかに広くなった」ことを報告している（ＣＬＬとは、慢性

リンパ球性白血病。遺伝的要因によって発症すると言われており、放射線との

因果関係は認められていない。）。 

 確かに１００ｍＧｙ未満の累積線量の場合、相対リスクの９０％信頼区間の

下限が１．０を下回る（有意差が認められないことを意味する）。しかし、３０

０ｍＧｙ未満に範囲を広げると相対リスクの９０％信頼区間の下限が１．０を

上回り（有意差がある）、全範囲で見ても、相対リスクが１．０を超えることが、

有意差をもって観察されている。また９０％信頼区間の上限と下限を比べれば、

相対的に上限値の方が高いことがみてとれる。 

 これは、有意差がないとはいうものの、真の値がどちらかといえば、１．０

を超えている可能性が高いことを示しているのである。 

 連名意見書が「有意差がない」と言って切り捨てるのは、統計学的検定の考

え方に基づいているからであり、これは、０－１ないし○×の評価である。 

 しかし、疫学論文が依拠する統計結果の評価には、統計学的推定の考え方が

有益である。統計的有意差、検定、推定等の持つ意味については、後述する。 

 次に連名意見書は、累積線量だけで解析していることを批判するが、累積線

量でリスクを予測するのは当然であり、放射線影響協会が日本国内で行ってい

る原発労働者の追跡調査も累積線量で調べられている。 

 また、低線量率の定義は、ＵＮＳＣＥＡＲ２０００年報告では０．１ｍＧｙ

／分以下、すなわち１４４ｍＧｙ／日以下である。 

 したがって、年平均１２ｍＧｙで１０年間従事した作業員も１年間だけ５０
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ｍＧｙ被ばくし、その他の３５年間は年間２ｍＧｙの被ばくであった作業員も

低線量率被ばくであることに変わりはない。 

また、動物実験で線量率を下げるとリスクが小さくなるとの指摘があるが、

ここで問題になっているのは人間におけるリスクであって、かかる指摘が持つ

意味合いは限られている。 

（３）甲Ｂ７４号証の１，２について 

 甲Ｂ７４号証の１，２の著者であるＲｉｃｈａｒｄｓｏｎは、喫煙が影響す

ると思われる肺がんを除いて解析しているが、肺がんを除いても線量あたりの

リスクは変化しなかったことを報告している。 

 また中性子については、コホートの８７％は中性子を浴びたという記録がな

い。そして、中性子被ばくの記録のあるグループを除いて解析するとリスクは

０．５５／Ｇｙとなり、全体では０．５１／Ｇｙなので中性子の影響はないと

考えられる。 

３ ３項（２）について 

（１）認否 

 連名意見書の記載が存在することは認め、その余は争う。 

（２）甲Ｂ７６号証１，２の論文について 

 連名意見書は、「これらの交絡変数を含めても結果に大きな変化はなかったと

述べているが、これらの交絡変数だけでは説明できなかった、とは述べていな

い。」と指摘するが、これは全く意味のない指摘である。Ｓｐｙｃｈｅｒが交絡

因子について十分な検討をしたことは、論文にも記載されているとおりである。 

 なお、交絡因子については、後述する。 

 また、線量測定の精度に起因する誤差はその発生確率が同じであって非差異

誤分類である。この場合、リスクの過大評価ではなく、過小評価をする結果と

なることが数学的に証明されている。つまり、非差異誤分類にも関わらず、リ

スクがあると評価されれば、その評価結果は、過大評価ではなく、過小評価と

なるのであるから、リスクがあるとの結論を左右するものではない。 
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 この点は、甲Ｂ７６号証１，２の論文に批判的なレターを寄せたＳｃｏｔｔ

に対するＳｐｙｃｈｅｒのコメントにおいて明確に指摘されている（甲Ｂ１０

３の１，２）。 

 非差異誤分類については後に詳述する。 

（３）甲Ｂ７７号証の１，２について 

 連名意見書は、線量測定の不確実さがあることと社会経済状態について貧困

指数の五分位数を用いていることを批判する。 

 これらは、甲Ｂ７７号証の１，２に情報の誤りがあることを指摘するもので

ある。しかし、その誤りの発生確率は同じであって、非差異誤分類である。そ

の意味は、前述したとおりであって、リスクの過小評価にしかならない。 

 また、交絡因子の調整について十分でないとの指摘がなされているが、具体

的に何が問題になっているのかも不明であり、およそ批判と言えない 

（４）非差異誤分類と連名意見書の問題点 

連名意見書は、疫学論文について情報の誤りを指摘するが、他方、それによ

ってリスク評価が過小評価されることは指摘しない。そのことから２つの可能

性がいえる。 

一つの可能性は、連名意見書の当該箇所の執筆者は、非差異誤分類の意味を

理解していないというものである。 

この場合、同意見書には信用性が著しく欠ける。なぜなら、非差異誤分類に

ついては、疫学の初歩的テキストにすら、明確に説明がなされているからであ

り、連名意見書は疫学論文の是非を判断する能力を欠く者によって執筆された

ことになるからである。 

もう一つの可能性は、連名意見書の当該箇所の執筆者が、非差異誤分類がリ

スクの過小評価となることを知っているにも関わらず、情報の誤りだけを指摘

し、そのリスク評価に対する影響をあえて記載しなかったというものである。 

この場合、同意見書の誠実性、客観性に極めて重大な疑義を生じさせる。け

だし、情報の誤りが持つ意味を知らない一般人には、あたかも疫学論文によっ
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て指摘されるリスク評価そのものが誤っている、すなわち過大評価されている

との結論を連名意見書が提示しているように受け止められるからである。 

いずれの可能性によっても、連名意見書に基づいて疫学論文を判断すること

は、誤った結果に結びつく危険性がある。 

４ ４項（２）について 

（１）認否 

 連名意見書の記載が存在することは認め、その余は争う。 

（２）甲Ｂ７８号証１，２の論文について 

 連名意見書は、ガンが疑われたためにＣＴ検査が施行され、その結果として

ＣＴ検査を受けた患者でガンが多かったのであり、ＣＴ検査ががんを誘発した

のではない可能性（逆の因果関係）を指摘する。 

 しかし、論文著者のＰｅａｒｃｅらも当然その可能性は考えており、それを

避けるために初めてのＣＴ検査から白血病の場合は２年、脳腫瘍の場合は５年

以内に発症した患者は調査集団から除いている。 

 また連名意見書は、フランスからの報告について言及し、素因となる基礎疾

患を有する患者ではＣＴ検査の回数が多く、被ばく線量が多かったため、線量

が多い患者では素因を有する可能性が高かったと指摘する。 

 この論文は、Ｊｏｕｒｎｙらが公表したものであるが、彼らがガン素因因子

として調べたのは、１２種類の遺伝子、５種類の免疫疾患である。免疫疾患の

うち、ＨＩＶ、移植以外は遺伝子異常によって起きるものである。そして、調

べられた遺伝子の多くは遺伝性疾患を引き起こすＤＮＡ損傷修復に関与する遺

伝子である。 

 ＤＮＡ修復遺伝子に異常があればエックス線によって損傷を受けた場合に正

しく修復できず、それが発がんの原因になり得る。そのような子どもをコホー

トから除けば発がんリスクが減少するのは、当然であるから、連名意見書の批

判は的はずれである。 

第３ 被告国第６準備書面第４に対する認否 
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１ ２項（１）について 

（１） 認否 

 高橋意見書の記載が存在することは認め、その余は争う。 

（２） スクリーニング効果について 

 高橋意見書の当該部分の主張は、スクリーニング効果、すなわち集団検診を

行ったために多くのガンを発見したに過ぎないことを内容としている。 

 しかし、この見解が妥当か否かは、一巡目の後に実施される二巡目の検査結

果をみれば、はっきりとする。現に二巡目では、事故当時５歳の小児にがんが

見つかり、一巡目でしこりも嚢胞も見つからなかったとされる子どもが２年足

らずで悪性ないし悪性疑いの診断を受けている。したがって、スクリーニング

効果でないことは明らかである。 

 高橋意見書は、二巡目の結果が判明している時点で作成されたと思われるが、

この二巡目の事実を全く無視しており、その誠実さには疑問があるから、高橋

意見書の主張は信用性が低い。 

 そもそも、県民健康調査の中で甲状腺検査の一巡目が「先行検査」と名付け

られたことに象徴されるように甲状腺ガンは事故による被ばく後３年以内は発

症しないとの前提で、この期間の検査結果はベースラインの患者数を調べるた

めの検査とされた。このこと自体が予断に満ちている。 

２ ２項（２）について 

（１） 認否 

 連名意見書、大平論文、高橋意見書及びＵＮＳＣＥＡＲレポートの各記載が

存在することは認め、その余は争う。 

（２） 連名意見書の指摘について 

 連名意見書は、健常者に対して精緻な検査をすれば多くの有所見者が検知さ

れることが予想されていたと指摘する。 

 この点は、高橋意見書に対する前記批判のとおりである。 

 また、連名意見書は、津田論文に依拠する崎山氏の意見について、津田論文
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が多くの反論反証がなされていると指摘する。 

 津田論文は、Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇｙ誌に掲載された。同誌は、国際環境

疫学会（ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＳＯＣＩＥＴＹ ＦＯＲ ＥＮＢＩＲ

ＯＮＭＥＮＴＡＬ ＥＰＩＤＥＭＩＯＬＯＧＹ）の公式ジャーナルであり、疫

学分野では極めて高い権威を有する。 

 したがって、同一領域研究者による査読（ピアレビュー）を経て、選ばれた

極めて高いレベルの論文だけが掲載されている。 

 津田論文は、こうした査読を経てＥｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇｙ誌に掲載された

だけではなく、その後、国際環境疫学会会長は、津田論文をふまえ、日本政府

に対してレターを発出し、早期発見、早期治療のためのスクリーニングをさら

に進め、住民のために放射線による健康影響のデータを示すよう求めた。 

 なお、津田論文については、多くの批判的コメントが寄せられたが、津田氏

は、必要な反論をＥｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇｙ誌に投稿しており、その後、これ

に対して、再反論はなされていない。議論には決着が付いていると評価される。 

（３） 大平論文について 

 大平論文は、二巡目検査で事故当時５歳の子どもに甲状腺ガンが発見された

事実を無視して作成されており、その知見には信用性がない。 

（４） 高橋意見書について 

 高橋意見書は、「これらのガンすべてが４年以内に臨床的に検出されるほど進

行したことを意味している」と記載している。 

しかし、津田論文は、（有病割合≒発生率×平均有病期間）という疫学の基本

公式を応用したものである。 

高橋氏は、疫学について知識を有しているのであるから、津田論文に記載さ

れている「有病期間」がたとえ平均を略していても、「平均有病期間」であるこ

とは、本来、明らかであって、当然に知っているべきである。少なくとも、疫

学の専門家であれば、津田論文を読む際に、「平均」を津田氏が論じていること

は了解をしている。だからこそ、津田論文は、厳しいＥｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇ
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ｙ誌の査読を経て論文掲載されたのである。 

高橋氏は、この当然の前提を説明することなく、いわば相手を黒く塗って黒

いと主張しているようなものである。 

同様に高橋氏が、津田論文について観測されたすべての甲状腺ガンが４年間

で臨床的に発症したとしているとして批判するのも的外れである。 

津田論文は、そのような事実を主張するものではない。平均概念を津田論文

が採用していることから、津田論文が、観測されたガンすべてが事故後に発生

したと仮定しているわけでないことは自明である。 

（５） ＵＮＳＣＥＡＲレポートについて 

 ＵＮＳＣＥＡＲは、学術団体ではなく、また、その構成員も疫学の専門知見

を有する科学者とは限らない。 

 ＵＮＳＣＥＡＲに派遣されるのは、各国政府から派遣された者である。すな

わち、当該国家の利益を代表していると評価すべきである。 

 津田論文は、日本国内における事象に関するものであり、その評価は日本政

府から派遣された科学者によって主導されたことが想像に難くない。 

津田論文が正当に評価されていないことは、ＵＮＳＣＥＡＲレポートが津田

論文に対するコメントに依拠し、津田氏らがこれらのコメントに反論した内容

をきちんと踏まえずに結論を出していることからも明らかである。 

もしも、津田論文に対するコメントが正しければ、国際環境疫学会会長が日

本政府にレターを出すことはない。科学者の目からみれば、津田氏らの主張が

寄せられたコメントよりも津田氏らの主張の方が科学的に正当であることは、

この一点からも明らかである。 

第４ 原告らの主張 

１ 疫学と統計 

 疫学と統計学は重なる部分も相当あるが、完全に他方のものではない部分を

それぞれの分野は抱えている。例えば、交絡因子に関する議論は、疫学の問題

であって統計学の問題ではない。 
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２ 統計的推論 

 統計学的推論は、確率論を使いながら、標本（ｓａｍｐｌｅ）から得られた

結果から母集団（ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ）の状況を推し量るものである。本来

は、母集団（標的集団）の姿を知りたいのであるが、全数調査の場合を除いて、

通常は得られた標本（観察対象集団、観察集団）を通じて母集団の状況を推論

している。 

 観察された結果から、母集団の実際の状況（平均や有病率、オッズ比など）

を推し量るのを統計的推定（ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ）、特定の状態（通常、「帰

無仮説」と呼ばれる）と異なる可能性が高い高いかどうかを判断するのを統計

学的検定（ｔｅｓｔ）と呼んでいる。 

３ 統計学的推定 

 推定には、点推定（ｐｏｉｎｔ ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ）と区間推定（ｉｎ

ｔｅｒｖａｌ ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ）がある。 

 標本調査によって得られた様々なデータをそのまま母集団のデータと推定す

るのが点推定である。 

 これに対して、「母集団の値が一定の確率で含まれる範囲」を示すことがあり、

これを区間推定と呼んでいる。 

 例えば、「基礎から学ぶ 楽しい疫学」１６７ページに記載されている表１０

－５を例にとって説明する。 

 この標本から得られるオッズ比は１．８であり、母集団におけるオッズ比の

点推定値もこれと同様の１．８とする。これに対して、区間推定である９５％

信頼区間は、０．９８～３．１であり、母集団のオッズ比は９５％の確率でこ

の区間に入っていると推定される（あるいは、正確には「母集団のオッズ比が

この区間から外れていれば、標本のオッズ比が１．８を呈する確率が０．０５

よりも低くなる」とも表現される）。 

 通常の区間推定では、９５％信頼区間（ｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅ ｉｎｔｅｒ

ｖａｌ．略してＣＩと表記する）を算出している。 
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 ９５％というのは、検定における有意水準として通常（つまり慣例的に）用

いられている５％の裏返しであり、理論的根拠はない。研究者によっては、９

０％信頼区間を推奨するものがあり、実際の研究にも９０％信頼区間が用いら

れることがある。 

 

４ 統計学的検定 

（１）検定の方法 

 統計学的推定は、「母集団の平均は、このあたりにあるのだろう」という、

いわば連続的な推論である。 

 これに対し、統計学的検定は、帰無仮説（ｎｕｌｌ ｈｙｐｏｔｈｅｓｅ

ｓ）を最初に提示し、これを採用するか、それとも棄却するかの０－１ない

し○×の世界であると言われる。 

 例えば、コホート研究で得られる罹患率比（相対危険）の検定を例に取る

と、曝露と疾病発生が無関係な場合には相対危険は１．０（曝露群と非曝露

群で罹患率が等しい）となる。 
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 したがって、得られた結果に意味があるとすれば、相対危険が１．０より

も大きい場合である。 

 このような場合に帰無仮説を「相対危険＝１．０」として、観察された結

果の起こる確率（有意確率）を求める。 

 例えば、観察された相対危険が１．３であれば、母集団の相対危険が１．

０であっても、表抽出の偏りによって起こりうる現象だが、２６．８だと直

感的にも標本抽出変動だけでは起こりそうにないことが分かる。 

 これを直感でなく、有意確率で示すことが検定の基本である。 

 そして、その確率が０．０５（５％）よりも小さいときに、帰無仮説（母

集団の相対危険＝１．０）を棄却し、対立仮説（ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ ｈ

ｙｐｏｔｈｅｓｅｓ。この場合、母集団の相対危険≠１．０）を採用するこ

とになる。 

（２）検定結果の考え方 

 検定の結果には、２種類の誤りがありうる。 

 第１種の過誤（αエラー）は、実際には母集団の罹患率比は１．０なのに、

罹患率比≠１．０と判断してしまうことである。 

 第２種の過誤（βエラー）は、実際には母集団の罹患率比は１．０ではな

いのに、罹患率比＝１．０と判断してしまうことである。 

 例えば、「低線量放射線被ばくをした曝露群の相対危険＝１．０」（つまり

低線量被ばくでガンのリスクは上昇しない）を対立仮説とする。 

 ＬＳＳ１４では、０．２Ｇｙ以下の低線量域でのデータは有意でなかった

ことから帰無仮説は棄却されない。 

 しかし、この場合でも「母集団の罹患率比は１．０である。」ことの保証に

はならない。 

 せいぜい「有意な結果ではなかった」と言いうるのみである。 
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（「基礎から学ぶ 楽しい疫学」１７０ページ） 

（３）推定と検定の関係 

 検定結果では、「有意ではない」という１つの情報しか入手できないが、推

定の結果は、より多くの情報を提供している。 

例えば、前記の表１０－５を例に取ると、検定結果では「有意でない」と

いう結果しか得られない。 

しかし、推定によると９５％信頼区間の下限が１．０に近いことから、「も

う少しで有意になる」ということが分かる。 

 

５ 疫学研究における諸概念について 

（１）真の姿と観察結果 

疫学研究で観察された結果は、真実の姿を反映しているわけではない。 

 真の姿と観察結果との間に生じる差を誤差（ｅｒｒｏｒ）と呼ぶ。 

 誤差は、偶然に起こるものと系統的に起こるものに区分され、前者を偶然誤

差（ｒａｎｄｏｍ ｅｒｒｏｒ）、後者を系統誤差（ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃ ｅ

ｒｒｏｒ）という。 
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（「基礎から学ぶ 楽しい疫学」８４ページ） 

（２）偶然誤差 

 疫学研究を標本調査で実施する場合、研究の対象である標的集団（ｔａｒｇ

ｅｔ ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ）から観察対象集団（ｓｔｕｄｙ ｐｏｐｕｌａ

ｔｉｏｎ）を無作為に抽出するのが原則である。 

 ところが、この抽出の際、標本毎に異なる結果が観察される。これが標本抽

出変動と呼ばれるものである。 

 統計学的推論や検定などの統計学的推論は、確率論を用いて偶然誤差の大き

さを評価したものである。 

（３）系統的誤差（偏り） 

 系統的な一定の方向性をもった誤差を系統誤差、あるいは偏り（バイアス ｂ

ｉａｓ）と呼ぶ。 

 誤差のうち、標本抽出変動を除いたすべてのものを系統誤差ということもで

きる。 

 これは、広義の偏りであり、これをさらに狭義の偏りと交絡（ｃｏｎｆｏｕ

ｎｄｉｎｇ）に区分する。 

 さらに狭義の偏りを選択の誤り（選択バイアス ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ ｂｉ

ａｓ）と情報の偏り（情報バイアス ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｂｉａｓ、観

察バイアス ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ ｂｉａｓ）に区分する。 

 情報の誤りは、別名、誤分類（ｍｉｓｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ）とも

いう。 

 狭義のバイアスは、研究計画段階できちんと制御することを考慮しておく必



17 
 

要があり、結果の解析段階ではまったく制御不能である。 

 これに対して、交絡は、解析段階でも制御可能である（関係する項目に関す

る情報を入手しておくことは必要）。 

（４）精度と妥当性 

 誤差の評価として、精度（ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ）と妥当性（ｖａｌｉｄｉｔ

ｙ）がある。 

 偶然誤差の大きさを精度として評価し、偶然誤差が小さな場合を精度が高い、

大きな場合を精度が低いと称する。精度のことを再現性（ｒｅｐｅａｔａｂｉ

ｌｉｔｙ）とか信頼性（ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ）といこともある。 

 偶然誤差の大きさは妥当性として評価し、系統誤差が小さな場合を妥当性が

高い、大きな場合を妥当性が低いという。 

 
（「基礎から学ぶ 楽しい疫学」５２ページ） 

（５）交絡因子 

（ア）意義 

 交絡因子（ｃｏｎｆｏｕｎｄｉｎｇ ｆａｃｔｏｒｓ， ｃｏｎｆｏｕｎｄ

ｅｒｓ）とは、曝露と疾病発生の関係の観察に影響を与え、真の関係とは異な
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った観察結果をもたらす第３の因子のことを言う。 

（イ）要件 

 ある因子が曝露と疾病発生の関連において交絡因子として作用するためには、

次の３つの要件が必要である。 

① 交絡因子が疾病発生の危険因子であること 

② 交絡因子が曝露と関連があること 

③ 交絡因子が曝露と疾病発生の中間過程ではないこと 

 このうち１つでも欠けると交絡因子ではない。 

 （ウ）交絡因子の制御 

 交絡因子の制御は、解析段階でも可能である。 

 解析段階での交絡因子の制御方法としては、層化（ｓｔｒａｔｉｆｉｃａｔ

ｉｏｎ 交絡因子の層ごとに解析を行う。あるいは層ごとの解析を統括する）

と数学的モデリング（ｍａｔｈｅｍａｔｉｃａｌ ｍｏｄｅｌｉｎｇ 多変量

解析を用いて因子間の影響を除去する）の二つの方法がある。 

 層化には、標準化（ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ）やマンテル・ヘンツ

ェルの方法（Ｍａｎｔｅｌ－Ｈａｅｎｚｅｌ）などがある。 

 疫学でよく用いられる多変量解析は、重回帰分析、ロジスティック回帰分析、

ポアソン回帰分析、コックス比例ハザードモデルなどがある。 

 論文中にこれらの用語が出てきたときには、なんらかの交絡因子の調整を行

っていることが分かる。 

（６）非差異誤分類と差異誤分類の意義 

 情報の誤り（誤分類）は、その発生確率が同じ場合（たとえば症例対照研究

でいえば、症例群と対照群で、当該誤分類が生じる確率が等しい場合）、それを

非差異誤分類という。 

 発生確率が異なる場合は、差異誤分類という。 

（７）非差異誤分類の持つ意味 

 非差異誤分類であれば、例えば症例研究でいうと、観察された相対危険は真
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の値よりも必ず１に近くなることが数学的に証明されている。これは、コホー

ト研究でも同様である。 

 つまり、非差異誤分類がある場合、常にリスクが過小評価される。したがっ

て、ある研究がリスクの存在を明らかにした場合、仮にその研究が非差異誤分

類の影響を受けていたとしても、その結論が指し示す方向自体の正しさに影響

はないのである。 

以上 


