
ア 放射性微粒子についての各種見解

微粒子状の放射性物質については、①「微粒子内での自己吸収の

ため線量自体が低くなる」との見解、②「微粒子近傍は線量が高す

ぎて細胞死が先行し、がん化のリスクは低下する」との見解、③「放

射線が均ーに照射される場合に比べて照射を受ける細胞の数が減

少するためがん化のリスクは低下する」との見解、④「発がんに関

係する幹細胞は菩遍的に存在する細胞ではないため放射性粒子の

ごく近傍に幹細胞がなければ放出される放射線は細胞のがん化に

関与しないで終わる」との見解があり、⑤「仮にかかる微粒子が特

定の組織に沈着して長期にわたり被ばくさせるとしても、従前考

えられていた内部被ばくを超える危険性があるとの見解に対して

は疑間が呈されている状況にある。」 (94頁21行目～ 95頁6

行目）

イ UNSCEARの見解

UNSCEAR2017年白書では、「放出されたセシウム含有

粒子とエアロゾルの物理的および化学的特注（中略）を十分に理解

するためのさらなる研究が必要」としつつ、 UNSCEAR201

3年報告書記述に有意な影薯を与えるとは考えていない、として

いる。 (95頁6行目～ 13行目）

ウ 科学的解明度

本件原発事故では、放出された放射性物質のうち、かかる放射性

微粒子が有意な割合で存在するのか、存在するとしても、一旦士壌

に沈着した放射性微粒子が有意な割合で大気中に再浮遊するのか

も、科学的に解明されているとはいえない。 (95頁 14行目～ 2 

3行目）

工 ICRPの見解

ICRPの諸勧告は、セシウム含有不溶性放射性微粒子には言

及していないが、不溶性の放射性微粒子による内部被ばくについ

ては言及しており、 19 9 2年勧告には、「四部被ばくは、プルー

ム中の放射性核種あるいは再浮遊した放射性核種の吸入から、ま

た汚染した食品及び水の摂取あるいは汚染した物質との接触によ

る放射性核種の経口摂取から生じうる。」と、 19 9 9年勧告には、

「ホットパーティクルの摂取の結果、局所的な確定的影響が起こ

る可能性にも考慮を払うべきである。」と、 20 0 7年勧告には、

「肺又は他の組織中の”ホットパーティクル”の沈着の場合、そ

れに関連する悪性疾患誘発の危険は、同じ放射線量の肺における
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均ーな分布の場合と同じか又はそれより低いと委員会は引き続き

考える。」との記述がある。すなわち、従前の ICRPの諸勧告は、

不溶注放射性微粒子による内部被ばくについて水溶性放射性微粒

子による内部被ばくとは異なる特有の問題点が存在し得ることを

踏まえた上で、この点についても検討し、その結果を踏まえた上で、

内部被ばくについては、外部被ばくと比較してより慎重な放射線

防護対策を採ることとし、預託実効線量により被ばく線量を制限

している。 (95頁24行目～ 97頁2行目）

才 以上を総合考慮すれば、セシウム含有不溶［生放射性微粒子の内

部被ばくの有無、程度が如何なるものであるかについて、現状では

科学的に解明されているとはいえないが、仮に何らかのリスクが

あるとしても、 ICRPは、そのようなリスクを一定程度評価に取

り込むことが可能な程度に余裕を持たせた放射線防護基準を採用

している。したがって、現段階において、 ICRPの諸勧告に依拠

した放射線防護措置を購じることが直ちに不合理といえる状況に

あるとはいえない。 (97頁3行目～ 17行目）

(3) 以下、原判決の上記判断内容が不当であることを述べる。

ア 放射性微粒子についての各種見解について

（ア） 微粒子内での自己吸収について

微粒子内での自己吸収については、原判決が証拠として引用

する ICRP国内メンバーによる「放射性物質による内部被ば

くについて」（乙B第26号証）をみても、「微粒子内での自己吸

収のために線量自体が低くなる」と結論が記載されているのみ

で (6頁右段 6~7行日）、根拠となる餡文もデータも示されて

おらず、放射線のエネルギーのうち自己吸収される割合も分か

らない。放射性物質による内部被ばくのリスクを否定する根拠

にはなり得ない。

（イ） 細胞死について

線量が高すぎて細胞死が先行することについては、控訴人ら

は、甲 B1 8 1号証のスライド 56、57【なお、これらは、東京

大学を研究代表機関とする「原発事故により放出された大気中

微粒子等のばく露評価とリスク評価」（乙B第36号証）の 94頁

の図である。】、郷旭証言 25~27項で十分説明した。すなわち、

アルファ線を放出する微粒子は、アルファ線が体内では数十μ

mしか飛ばず、届いた範囲の細胞は極めて高線量になるが、ベー

夕線を放出する微粒子は、 1~2mm飛ぶところ、高線量になる

76 



のは直近の細胞に限られる。その外側の細胞は、ベータ線によっ

て傷つき、修復に失敗すればがん化する見すなわち、アルファ

微粒子の場合は、アルファ線が届く細胞の多くが死亡すると言

えても、ベータ微粒子の場合は、傷つきながら死なない多数の細

胞が存在するから、却ってがん化のリスクは高まるのである。こ

の控訴人らの主張立証に全く触れない原判決は、不当極まりな

し‘

なお、上記スライド 56を下記に示す。左がアルファ微粒子、

右がベータ微粒子である。アルファ微粒子の場合は、ごく近傍の

細胞は高線量の被ばくをする（赤色）が、その周囲の細胞は被ば

くしないのに対し、ベータ微粒子の場合は、高線量の被ばくをす

る細胞（赤色）の周囲にそれより低線量の被ばくをする多くの細

胞（黄色及び緑色）があることが一目瞭然である。

5) 不溶性微粒子の近傍る局所線量評価
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（り） 照射を受ける細胞数の減少について

「放射線が均ーに照射される場合に比べて照射を受ける細胞

の数が減少するためがん化のリスクは低下する」との見解につ

18 人間の細胞の平均的な直径は 20 μ mであるから、ベータ線が 2mm飛ぶ

とすれば、 1本のベータ線は、 10 0個の細胞を傷つけることになる。
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いては、原判決がイ可を根拠にしているのかが不明である。仮に、

一定数の放射線が身体を貫く場合に、不均一被ばくの場合は、一

部の細胞に放射線が集中するから、均一被ばくよりもヒットす

る細胞数が減少するという趣旨であれば、全く見当違いである。

考えるべきは、その場合の二本鎖切断のリスクの差異であるは

ずである。

（エ） 幹細胞について

がん幹細胞説は、近年提唱されている仮説にすぎない（甲D第

24号証）。仮にその仮説が正しいとしても、人の体内の組織の

どこに、どの程度の幹細胞が存在するのは、ほとんどわかってい

ない。仮に、放射性微粒子のごく近傍に幹細胞がなければ放出さ

れる放射線は細胞のがん化に関与しないだろうが、近傍に平均

以上の数の幹細胞が存在すれば、がん化のリスクはより高くな

る。がん幹細胞説は、放射性微粒子による内部被ばくのリスクを

軽減するものではない。

（オ） 「疑問が呈されている状況」について

原判決は、放射性微粒子の内部被ばくのリスクについて「疑問

が呈されている状況」と指摘しているが、具体的に摺摘している

のは、「 ICRPタクスグループ84の見解」 (87頁）、「公益財

団法人放射線影響研究所（放影研）の見解」 (88~89頁）のみで

ある。しかし、前者は、内部被ばく一般についての見解を述べて

いるに止まり、セシウム含有不溶性放射性微粒子について述べ

ているものではないことはそれ自体から明らかである。後者も

内部被ばく一般に関する主張と、福島県では内部被ばくによる

影響が少ない旨の主張が大部分で、放射性物質に関しては、がん

幹細胞説を指摘しているに止まる。他方、原判決は、セシウム含

有不溶性放射性微粒子による内部被ばくについて論じた 5つの

論文を指摘しており (91~93頁）、これらは、いずれも、セ

シウム含有不溶性放射性微粒子による内部被ばくの危険を主張

するか、今後検討を続ける必要性を指摘したものである。したが

って、「疑問が呈されている状況」にあるとの原判決の指摘は、

誠に偏頗であるといわなければならない。

イ UNSCEARの見解について

UNSCEAR2017年白書には、原判決指摘の一節(「UN

SCEAR2013年報告書記述に有意な影響を与えるとは考え

ていない。」との部分）ある（乙B第 22号証パラグラフ 29)。し
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かし、この部分は、「皿放射性核種の大気中への放出、拡散、沈着

に関する更新情報」中の「C，新規文献がもたらし得る影響J部分で

あるから、有意な影響を与えるとは考えていない「UNSCEAR

2 0 1 3年報告書記述」とは、「放射性核種の大気中への放出、拡

散、沈着に関する記述部分」であって、内部被ばくの健康リスクに

関する記述部分ではない。原判決の引用は、不適切である。

ウ 科学的解明度について

（ア） 原判決は、「①放出された放射性物質のうち、かかる放射性微

粒子が有意な割合で存在するのか」「②一且上壌に沈着した放射

性微粒子が有意な割合で大気中に再浮遊するのか」が科学的に

解明されていないと判示する。

（イ） しかし、①については、「Chemosphere241号」に登載された

池端遼平（九州大学大学院理学研究院）ほかの諭文（甲 B第 19 

7号証）によって、福島原発事故によって放出されたプルーム毎

のセシウム含有不溶性放射性微粒子の割合を明らかにされてい

る。また、本件行訴控訴人らが通う小中学校周辺の上壌中の放射

性セシウムのうちの不溶性セシウムの割合は、河野益近氏の調

査結果で明らかにしたところである（甲 B第 14 2号証）し、そ

の結果は、被控訴人国が提出した（独）国立環境研究所資源循環・

廃棄物研究センターの調査結果（乙B第 31、32号証）とも符

合するものであった。原審が、これらの論文及び調査結果によっ

ても「科学的に解明されているとはいえない。」と判断するので

あれば、その根拠を示すべきであるが、全く示されていない。

（り） ②については、控訴人らは、飽本一裕帝京大学教授の「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 10 8号証）で立証し、これを裏付ける証拠として、甲 B第

1 0 9号証の 1, 2、第 11 0号証を提出した。これらの証拠に

よっても、放射性微粒子が有意な割合で大気中に再浮遊するの

かが「科学的に解明されているとはいえない」理由は何なのかを

原判決は全く説明していない。

（エ） 証拠の追加

なお、控訴人らは、追加書証として、甲 B第22 4号証を提出

する。これは、 NPO法人市民放射能藍視センター（ちくりん舎）

が、福島県内外のハウスダスト（家庭掃除機のごみ、概ね 20 2 

0年のもの）のセシウム濃度を測定するとともに、放射性セシウ

ムが水溶性か不溶性かを調査した結果である。
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これによると、本件行訴控訴人らの居住地である福島市、田村

市で採取されたハウスダスト中の放射性セシウムは、 Kg当たり、

多いもので 90 0ベクレルを越え (33番）、少ないものでも 2

0ベクレルを超えていること (10 6番）が分かる。そして、ハ

ウスダスト中の放射性セシウムのうち 75％以上が不溶性であ

ることが分かったのである。

ハウスダストに高い割合でセシウム含有不溶性放射性微粒子

が含まれるということは、学校におけるダスト（ちり、ほこり）

中にも司程度の割合でセシウム含有不溶性放射性微粒子が存在

するものと考えなければならない。

工 ICRPの見解について

原判決は、 ICRPが内節被ばくを預託実効線量で評価するこ

とを「慎重な放射線防護方法」と評価しているようであるが、預託

実効線量の考え方は、将来にわたる被ばくを、放射性物質を体内に

取り入れた年に被ばくしたものと扱うだけのことである。被ばく

による健康リスクは累積線量で評価するところ、預託実効線量は

累積線量に影響を与えるものではないから、これを取り立てで澳

重な取扱いということはできない。

原判決は、 ICRPが不溶性放射性微粒子による内部被ばくに

特有の問題点が存在し褐ることを踏まえているというが、 ICR 

P勧告の記載は、プルトニウム等のアルファ粒子を想定しており、

セシウム等のベータ粒子を想定した記載ではない。原判決が指摘

する ICRP勧告の記載は、セシウム含有不溶性放射性微粒子に

よる内部被ばくの危険性を否定するものではない。

(4) セシウム含有不溶性放射性微粒子が人｛本に取り込まれているこ

と

セシウム含有不溶性放射性微粒子は、既に人体に取り込まれてい

る。被控訴人国が提出した「環境研究総合推進費終了研究成果報告書

原発事故により放出された大気中微粒子等のばく露評価とリスク評

価のための学際研究」（平成 30年 5月 研究代表機関東京大学）【乙

B第 36号証】の 92頁には、原発作業者の体内残留セシウムのデー

タのグラフが引用されている（下記のとおり）。
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これは、体内の放射性セシウムが実効半減期にしたがって減少す

るはず（青色点線、以下 「計算値」という。）であるのに、現実に体

内に残留する放射性セシウムの実測値（●で表示）は、事故後約 80 

0日位から計算値を大幅に上回っていること（縦軸は対数表示であ

るから、計算値と実測値の差は被ばく後 16 0 0日程度の時期にお

いて 10倍に及ぶことに留意されたい。）、これは、放射性セシウムの

相当割合が不溶性微粒子であると考えられること、その割合を 5% 

として計算する（赤線）と、実測値をほぼ再現できることを表してい

る。

ここで、池端遼平（九州大学大学院理学研究院）ほかの論文（甲 B

第 19 7号証の 1) の 7頁の図を下記に引用する。
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これによれば、放射性セシウムに占めるセシウム含有不溶性放射

性微粒子の割合は、福島第一原発付近では 5％以下であり、上記原発

作業者の体内データと符合する。これに対し、いわき市方面では約4

0％が、中通り方面では 30％以上が不溶性微粒子なのであるから、

控訴人らの体内にすでに侵入している放射性セシウムも、これから

控訴人らが取り込む放射性セシウムも、その 3~4割がセシウム含

有不溶性放射性微粒子である蓋然性があると考えられるのである。

(5) 小括

原判決は、「セシウム含有不溶性放射性微粒子による内部被ばくに

ついては、今後も専門家による調査や議論により、その健康影響のリ

スクを十分に解明する必要があろう」 (95頁下から 6行目～4行目）

と指摘しながら、そのリスクが科学的に解明されていないとして、こ

れに対して何らの防護もしていない本件行訴被控訴人らの対応を是

認した。しかし、子ども達は、日々生活し、日々被ばくしている。将

来、セシウム含有不溶性放射性微粒子による内部被ばくのリスクが

明らかになってから防護方法を講じても手遅れなのである。本件行

訴控訴人らは、セシウム含有不溶性放射性微粒子による内部被ばく
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のリスクの抽象的な可能性を指摘しているのではなく、具体的な危

険性を指摘している。原判決の考え方は、結局、子ども達を実験台に

しているというしかない。

第 3 小児甲状腺がんの発生と放射線の影馨

1 県民健康調査の現在までの結果

(1) 福島県内の子どもに多数発見されている甲状腺がんが、本件事故

による放射線影響によるものか否かの検討は、福島県内の安全な学

校環境を考える上において、また、控訴人らがこれまでに受けた被ば

＜被害の程度を考えるに上おいても重要な要素となる。

(2) 県民健康調査が、福島県内ではチェルノブイリ事故のような小児

甲状腺がんは発生しないであろうとの見通しのもと、県民の抱く不

安を払拭することを目的に隅始されたこと（乙 B10の2の29頁及び

同証言調書の添付資料 118頁等）、検討委員会の委員長にはそのよう

な考えを主導する山下医師が据えられたことは準備書面 76で述べ

た。

(3) 第 41回県民健康調査検討委員会（令和 3年 5月 17日開催）が公

表した甲状腺がん検査の結果状況は下表のとおりである（甲 174)。

原審弁論終結時と比較すると、悪性疑い総数は 237人から 256人に、

悪性がん手術総数は 186人から 213人にそれぞれ増加している。と

くに、本格検査 3回目の悪性ないし悪性疑い者のなかに、事故当時 0

歳と 2歳の女児が存在する（その他に 4歳が 1名、 5歳が 2名）。本

格検査 1回目から受診率の低下が著しく、本格検査 3日目の受診率

は 50％に達していない。各回で経過観察とされた被災者のその後の

状況も不明である。

また、集計から漏れている小児甲状腺がん患者が、「2012年 1月か

ら2017年 12月まで」に福島県がん情報（福島県在住もしくは福島

県の病院で治療）に登録されている者との対照からだけからでも 24

名いることが明らかにされた。県外病院で治療している甲状腺がん

患者の数字は未だ不明である。また、この 24名と鈴木医師が集計外

手術として公表していた 19人の闊係も明らかにされていない。

既受診者数 (2 次検査実悪性（疑い） 前回 手術

受診率 施） 男・女 A判定 者数

（検査開始 B・C判定 FNAC実施
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日） （経過観察者）

約 30万人 (2130人） 116人 102人

先行検査 約 81.7 % 547人 男 39 女 77 良性 l

(2011/10~) 2294人 (1583人）

本格 1回巨 約 27万人 (1874人） 71人 65人 54人

(2014/fl 約 71. 0% 207人 男 32 女 39 A1=33 

2227人 (1667人） A2=32 

本格 2回目 約 21.7万 (1081人） 31人 21人 27人

(2016/fl 約 64.7 % 7 8人 男 13 女 18 Al= 7 

1501人 (1003人） A2=14 

本柊 3回目 約 18万人 (928人） 30人 23人 25人

(2018/fl 約 62.1% 74人 男 12 女 18 A1=5 

1374人 (854人） A2=18 

本格 4回目 3070人

2020/fl 約 0.2% 

26人

節目検査 66, 637人 (221人） 8人 6人

(2017 /fl 約 8.9% 16人 男 2 女 6

281人 (205人）

経過観察合計 (5312人） 256人 214人

男 98女 158 良性 1

鈴木医師が公表した「福島県立医大」で執刀した小児甲状腺がんの全 180人

手術件数と「集計外」となっている件数 (2018年 12月末時点、甲 162) 19人

判明している悪性小児甲状腺がん手術の合計 (22o+19) 239人

第 16回甲状腺検査評価部会で公表された 2012年 1月～2017年 12 24人

月の期間に「福島県がん情報」に登録されていた事故当時 18歳以下

の甲状腺がん症例で「集計外」の件数

2 県民健康調査の結果に対する原判決の見解

(1) 県検討委員会は先行検査と本格 1回目検査で発見された甲状腺

がんは、放射線の影響によるものとは言えないとした。

原判決は、甲状腺検査の責任者であった鈴木箕ー医師の見解、

UNSCEARの 2013年と 2016年報告、高橋秀人（福島県立医大教授）の

見解、津金昌一郎（国立がん研究センター）の見解に照らせば、県検

討委員会の見解は「現時点で直ちに不合理」とはいえないとした。そ
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して、検査の結果では、事故当時 5歳以下の子どもの発症例がほとん

どないこと、甲状腺がんの発症に顕著な男女比が出るのは大人であ

って 15歳未満はほぼ同じと言われていることから、上記男女比での

多発が「放射線影馨によると考えることには疑問が残る」とした。ま

た、集計外の小児甲状腺がん患者の存在については、これが「現時点

で因果関係の分析に具体的な影響を与えると認めるに足りる的確な

証拠はない」とした（判決書の 112頁以下）。

(2) 県検討委員会の所見とこれを支持する各見解

ア 「中間まとめ」

先行検査の結果に関し、放射能影響を否定する要素として挙げ

るのは以下の 5点である。

① スクリーニング効果と過剰診断の可能性

将来的に臨床診断されたり死に結びついたりすることがない

がんを多数診断している可能性。

② 被ばく量の少なさ

被ばく線量がチェルノブイリ被災者と比較して総じて小さい。

③ 発症期間の短さ

被ばくから発見までの期間が 1年～4年と短い。

④ 被ば＜廿寺年齢の高さ

被ばくの影響を受けやすいとされる被ばく時 5歳以下からの

発見がない。

⑤ 地域差がない（個人被ばく量との相関関係がない）。

地域別の発見率に大きな差がない。

イ 「部会まとめ案」

本格検査第 1回の結果に関し、放射能影響の否定要素として挙

げる事実は⑥と⑦の 2点であり、影響が疑われる要素（今後の検討

課題）として⑧の男女比間題に言及している。

⑥ B判定の割合や悪性（悪性疑い）の発見率は、本件事故当時と

2次検査時点の年齢が高い年齢層ほど高く、チェルノブイリ事

故とは異なる。年齢の上昇に伴いがんが見つかるのは一般的な

がんの発症と同様（④と同趣旨）。

⑦ 悪性（悪性疑い）の発見率を単純に 4地域（避難区域等 13 

市町村、中通り、浜通り、会津）で比較すると差があるように見

えるが、検査実施年度や先行検査からの検査間隔等の発見率に

影馨を与える要因を可能な限り調整し、暫定的に UNSCEARの推

計甲状腺吸収線量を用いて行った線量と甲状腺がん発見率との
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関連解析では、線量の増加に応じて発見率が上昇するといった

一貫した関係は認められない（⑤と同趣旨）。

⑧ 男女比がほぼ 1: 1となっており臨床的に発見される傾阿

(1 : 6)とは異なることについては、潜在がんで見つかる場合

や年齢が低いほど男女比小さくなるという傾向などの報告もあ

り、男女比と被ばくの関係の評価は今後の課題とする。

ウ 県検討委員会所見の所見とその他の各見解との関係

検討委員会が放射線の影馨を否定する要素として示した見解に

ついて、原判決が取り上げる各見解との関係を整理すると以下の

とおりである。

検討委員会 ① ② ③ ④ ⑤ 

⑥ ⑦ 

鈴木慎一 ▲ 

゜゜゚
スクリーニング効果は肯定するが、

ラテント癌の発見や過剰診療は否

定。

本件事故後、小児甲状腺がんの右肩

上がりの急激な増加はなく、減少を

指摘。

チェルノブイリ事故に見られた「充

実型亜型」乳頭がんが少ないことを

指摘。

精密な検査にも見落としはあると

する。

UNSCEAR 

゜゚2013年報告

2016年報告

゜゚
津田グループ論文（甲 B44, 168の1,

2) を批判。

高橋秀人

゜゚ ゜゚゜
津田グループ論文、崎山意見書等を

批判。

検査による甲状腺がん発見の限界。

津金昌一郎

゜゚ ゜゚゜
スクリーニング効果、過剰診断。

津田グループ論文を批判（潜伏期間

を4年とした）。

3 小児甲状腺がんと放射線との因果関係を判断するにあたっての基本
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的な視点

(1) チェルノブイリ事故からの知見と予防原則を踏まえた因果関係

の事実上の推定

ア 小児甲状腺がんの発症は年間 100万人に 1~2名の割合とされて

いる。他方、チェルノブイリ事故の経験から、放射性ヨウ素の被ば

く（特に甲状腺の内部被ばく）と小児甲状腺がん発症の因果関係が

科学的な知見として肯定されているが、甲状腺等価線量の算定は、

当時の気侯条件や本人の行動や呼吸率といった個別事情に左右さ

れ、その推計が困難なことに鑑みれば、放射性ヨウ素が大気中に大

量に流出した地域において、小児甲状腺がんが特異的に多数発見

された場合、発生している小児甲状腺がんと流出した放射能の因

果関係は、事実上推定されると考える。

イ このような因果関係の疫学的な鰐定は、四日市大気汚染訴訟（津

地裁四日市支部：昭和 47年 7月 24日判決）以降、多くの公害訴

訟で採用され、先般のアスベスト訴訟での最高裁第 1小法廷判決

（令和 3年5月 17日）も同様であるところ、このような小児甲状

腺がん多発における事実上の推定において、この推定事実を覆す

には、 i)住民が、大気中に大量に流出した放射性ヨウ素を被ばく

していないこと、 ii)他に小児甲状腺がんを多発させる原因が存在

したこと、 iii)発見された小児甲状腺がんは小児甲状腺がんの発症

として扱うべきものでないこと（多数発見の否定）のいずれかの事

実を高度に証明する必要があると考える。

ウ 東京電力は 2011年 3月 12日（本件事故の翌日） ～同月 31日ま

での間に大気中に放出された放射性ヨウ素の総量を 473ペタベク

レル（ペタは 1015) と推計しているところ（甲 C130)、県民健康

調査のこれまでの結果によれば、先行検査で 116人／30万人の割合

で悪性の小児甲状腺がん（疑いを含む）が発見され、さらに、本格

検査 1回目の調査でも、先行検査によるスクリーニング効果、ハー

ベスト効呆があったにもかかわらず 71名／27万人の割合で悪性の

小児甲状腺がん（疑いを含杓）が発見された。しかも、これ以外に

も20例以上の悪性の小児甲状腺がん患者の発生、手術が確認され

ている。

この事実は、本件事故により大量に流出した放射性ヨウ素が、発

見されている多数の小児甲状腺がん発症の原因となっていること

を事実上推定させるものである。

(2) 原判決の間題点
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ア これに対し、原判決は、本件における因果関係の認定の手法を明

示しないまま、県民健康調査（甲状腺検査）の結果について、様々

な見解を羅列した上で、放射線の影響を否定することに「不合理は

ない」とし、他方、影響を肯定することについては「疑問が残る」

とした。しかし、羅列した証拠における相反する意見（とくに、検

討委員会の意見と鈴木医師の見解の相違）をどのように評価、闘整

したのかの説明は一切ない。また、矛盾や偏向が露な高橋秀人の陳

述書に対する崎山比早子の詳細な反論（甲 123)にも一切触れてい

なし‘。

イ 原判決は、放射線の影響を特に強く受けるとされる 5歳以下の

年齢層に甲状腺がんの発見が見られないことを指摘していること

から、これが、放射線の影響について疑問を抱いた大きな理由と推

測されるが、この点についても、ウクライナの発症例を示して 5歳

以下の発症末確認を重視することの不合理を論じた山内知也の詮

考（甲 C129) を全く無視している。ましてや、集計外の甲状腺が

んの発症数が 20以上に及び、その詳細が開示されないままである

ことについて、「因果関係の分析に具体的な影響を与えるまでの的

確な証拠とはない」と論ずるのは、情報の不開示による真相の隠蔽、

被害の不可視化を奨励するようなものである。原判決が放射線の

影響を否定する事情として掲記した各事実は十分な証明がなされ

ておらず（不合理ではないというレベルに止まる）、福島県で発見

が確認されている多数の小児甲状腺がんと放射能との影響に関す

る事実上の因果関係の推定を覆すに足りる合理性の立証には至っ

ていない。以下、原判決の間題点を具体的に述べる。

4 根拠の乏しい被ばく線量の推計

(1) 被ばく線量計測の回避

ア 甲状腺がんは、大気中の放射線ヨウ素の吸引や食物の摂食から

の内部被ばくが大きな原因となるが、大気中（放射性雲）からの吸

引量は、呼吸率、臓器の摂取率、排出率等の個体差に依存し、放射

性雲に含まれる放射性ヨウ素粒子の密度、滞在時間や落下速度、放

射性雲に出くわす偶然性等によっても異なってくる。しかも放射

線ヨウ素の物理的半減期が短い（ヨウ素 l"は 8日）ため、個々人

の被ばく線量を正確に把握するには、被ばく直後に、甲状腺モニタ

ーやスペクトロメータ（いずれも、体内から放出されるッ線の量と

核種を言十測）で直接計測することが理想である（甲 160の 149頁、

88 



乙BlSの 1の45、58頁）。

イ ところが、本件事故においては、本来なされる筈の 20只圏内避

難者らに対する直接計測が行われず、放射性物質の拡散が 50キロ園

外にまで及んでいる可能性が原子力安全委員会による SPPEDI情報

の公開 (3月 23日）で明らかにされると、翌 24日～30日にかけ 30

キロロ圏l外の飯舘村、川俣町、いわき市の児童計 1080名に対しての

み行われた。しかも、放射線バックグラウンド値が高い場所での

NaIサーベイメータによる計測であった（甲 C171の 55~75頁、甲

B131の 70頁）。なお、文科省は SPPEDIによる放射性物質の拡散方

向予測に基づき、 3月 15日には原発の北西 20ぢ付近の空間線量を

測定した結果、 330μ, Sv/h（平常時の約 1万倍）の線量に達してい

ることを確認していた（甲 B160の 119頁）。そして、その後、さま

ざまな手法で、被災者の被ばく線量の推計が行われ（例えば

UN SCAR • 2013年報告）、県民の被ばく線量は、将来的に健康被害を

直接及ぶようなものではないとの見解を示した。

ウ しかし、このような事後の被ばく線量の推計は、前提となる情報

の正確性に大きな限界があり、過大な信用は置けないものである

愕 C129の912頁、甲 C159の 1178頁）。 UNSCAR• 2013年報告の

間題点は既に述べたが、本件における被ばく量の推定には、それ以

上に、深刻な情報操作の問題が明らかとなっている（甲 C42の 23

頁以下、甲 C160の 184頁以下）。

（ア） 被ばく防護指針の無視

i 原子炉災害に対する関係法令において定められた国や自治

体の責務・役割は、控訴人ら準備書面 76の第 2部第 1の 1に

記載したとおりである。国の防災基本計画（原子力災害対策編）

は、被災住民への対応は都道府県の対応としていることから、

福島県は、原子力安全研究協会が策定した「緊急時医療の知識」

に準拠した「緊急被ばく医療活動マニュアル」を定めていた。

なお、この策定には後記する放射線医学総合研究所・緊急被ば

く医療研究センター被ばく診療部長（当時）の明石真言が携わ

っている。

ii 同マニュアルには、被災住民への対応として次の措置を定

めていた。

① 緊急事態宣言の発令を受けて各地に救護所を開設

② 救護所に避難してきた被災住民の登録

③ 被災住民のスクリーニング (GMサーベイメータを使用し
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て被災住民の体表面汚染度を測定）

④ スクリーニング基準値（1万 3000CPM19) に達した者につ

いては、問診・説明の上で衣服、身体を除染。基準値は 40Bq/

c祉相当で、甲状腺等価線量 lOOmSvの内部被ばくがあったと

推定される数値

⑤ スクリーニング基準値に達した被災者に対し、 Nalサー

ベイメータを使用した頸部甲状腺検査（甲状腺被ばく線量

の測定）。

iii スクリーニング基準値は、放射性ヨウ素を含む放射性雲か

らの空気を吸引した小児の甲状等価線量が lOOmSvに達するの

は、体表面の汚染度が 4OBq/c』になるときとの推計から定め

られたものである。したがって、この基準値に達したときは、

体表面を除染し、放射線バックグラウンド値が十分に低い場

所でNaIサーベイメータにより体内から放出されるッ線を

直接計測して甲状腺の被ばく線量を推計し、記録することと

されていた（ただし、 NaIサーベイメータは放出されるッ線

の核種までは判定できない）。

iv 福島県は、事故当日の午後 3時 30分には県災害対策本部を

設置した。国からの緊急事態宣言は同日午後 7時 3分に発出

され、福島第一原発の南西約 5kmに位置する福島県原子力災

害センター内にオフサイトセンターが置かれた。翌 12日のタ

刻から各所で避難被災者らのスクリーニングが開始された。

国の原災本部は同日午前 5時 44分に 10竺圏内住民、同日午

後 3時36分には同 20キロ圏内住民に避難指示を出しており（対

象者は約 8万人）、これら被災者にはスクリーニング基準値を

超える者が多数現れたが被ばく量の直接計測は行われなかっ

た。その一例を示すと次のとおりである。

・相双保健福祉事務所での 12日午後 6時からのスクリーニン

グで、 8人のうち 3名が基準値越え。

19 CPMは1分間あたりの放射線の計数率。 1Bqの放射性物質から毎崩壊時に 1

個の放射線が放出さ九、その放射線を検出器で全て捕まえている場合には、

60CPMの計数率が 1Bqの放射能の量であることを示す。 1Bqは毎秒 1個の

ペースの崩壊を示すが、 Cs-137では崩壊時に 1個の電子（最大 0.5 MeVか

1. 2 MeVのエネルギー）と約 9割の確率で 0.7 MeVのガンマ線を放出し、 I-

131では約 9割の確率で最大 0.6MeVのエネルギーの電子を放出し、約 8割

の確率で 0.4MeV程度のガンマ線を放出するとされる。
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・川俣町が 13日午後、双葉町からの避難住民約 150人に対し

て行ったスクリーニングでは、殆どが数万 CPMを計測。

・県立医大で 13日にスクリーニングを受けた 34人のうち 8

人が 1万CPMを計測。

v 翌 13日午前、国の現地対策本部は、県が使用するGMサー

ベイメータでは 6,000CPMの値が 40Bq /c孤に相当するとして、

スクリーニング基準値を 6,000CPMに引き上げることを指示し

た。しかし、 1万 3000CPMの基準値を超える被災者の頻出に苦

慮（除染水の不足、低気温、代替衣服の不足、バックグランド

数値の高さ等）していたスクリーニング業務を担当していた

医師らは、逆に、基準値を 10万 CPM(GMサーベイメータの検

査値上限）まで緩和した。

vi しかも、現場の混乱から、スクリーニング検査を受けた被災

住民の登録、検査記録も作成されず、検査で 10万CPMを超え

た被災者についてさえ除染や頸部甲状腺検査は行われなかっ

た。そのため、事故直後にスクリーニング検査を受けていた 20

万人以上の被災者について、何名の者が本来の基準値 (1万

3000CPM)に達していたか全く不明である (10万 CPMを超えた

ものが 102人という記録が残されているがどこまで正確なも

のか検証できない）。

（イ） 防護指針変更の正当化

i 県の医療調整本部に派遣されていた医師は、スクリーニン

グ基準引き下げの事実が後日問題となることを怖れ、同月 1

6日、放医研に変更措置の安全性を示す資料の作成を依頼し

た。

放医研は、殆どでたらめとも言える計算式を用いて 10万CPM

は0.17mSvの汚染にしかならないとの説明文書を作成し、自

然放射線の実効線量 (2.4m S V)や胃の集団検診における等

価線量 (0.6mSv)と対比することで危険性のないことをアピ

ールしたものを医療調整本部に送った。この文書は文科省の

緊急被ばく医療班にも送られている。

ii さらに、放医研は、同月 19日、原子力安全委員会にスクリ

ーニング基準値を 10万CPMに引き下げても問題はないとの文

書を提出し、明右真言がその旨を口頭で説明した。これを受け、

原子力安全員会は原災本部に基準値の引き下げ承認を通知し

た（スクリーニング基準変更通達、甲 170)。
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放医研が原子力安全委員会に提出した上記文書も詐術的な

もので、「10万CPMは皮膚の等価線量 90mSvに該当するが、皮

膚の等価線量は 500mSv/年が限度であるから、 90mS V (10万

CPMのスクリーニング基準）は十分に安全が担保される」とい

った内容のものであった。

iii しかし、スクリーニング基準は、体表汚染から甲状腺内部被

ばく量を推計（体表 40Bq/c祉の汚染は甲状腺等価線量 lOOmSv

の内部被ばくを想定）したものであり、皮膚の等価線量を開題

としたものではない。なお、 ICRPの2007年勧告は、皮膚の等

価線量 500mSv/年は職業被ばくの限度としており、一般公衆被

ばく限度は 50mSv/年である。

iv さらに、 4月 8日には、経産省、文科省、厚労省、原子力安

全委員会、放医研の関係者による会議において、 3月 14日午

後 8時までに 20ぢ圏内から避難した被災者に健康上問題とな

る被ばくは存在しないことを確認し（甲 Cl60の 161~162頁）、

同月 26日には、当時の官房長官に、同趣旨を説明し、被ばく

線量の直接計測も不要である旨を進言している。このときの

メンバーは、放医研の明石真言、支援チームの西本淳哉（経産

省大臣官房技術総括審議官）、文科省の伊藤宗太郎、厚労省の

塚原太郎の 4名である。

v こうして、甲状腺等価線量 lOOmSvの内部被ばくを被ったお

それのある被災者に対する被ばく線量の直接計測の機会は奪

われていった。

(2) 直接計測への介入

ア この間、本件事故から 2日後に長崎大学から福島県立医大に派

遣された緊急被ばく医療を専門とする熊谷敦史医師は、甲状腺モ

ニターによる甲状腺被ばく量の直接計測の必要性を訴え、同医大

の宮崎真医師を通じ、県の担当者に何度も甲状腺モニターの貸し

出しを求めたが、担当者からは無視され続けた。（甲 Cl05の1の

97頁以下、甲 C160の 147~151頁））

イ また、政府機関の被ばく線量調査の消極的な姿勢に不安を抱い

た弘前大学教授の床次教授らのグループは、公開された SPEED!の

結果を知り、福島第一原発付近で甲状腺被ばくの直接計測をする

必要を感じ、 4月 12日から、スペクトロメータを使用し、浪江町

津島地区で被災住民の線量検査を開始した。しかし、この検査に対

しても、福島県は、「県民の不安をあおる」との抗議（電話での要
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請）を入れ、中止させている。

(3) 推計値を過信することの不合理性

ア 以上の事実に照らせば、福島第一原発から 20km圏内に居住して

いた被災者及びその周辺の居住者には、甲状腺等価線量 lOOmSv以

上の被ばくを受けたおそれのある者が多数存在した可能性を否定

できない。他方、終始、被ばく線量の直接計測に梢極的であった国

や県から提供されだ「青報に基づく被ばく推計値を過信するのは妥

当でない。小児甲状腺がんと放射能の事実上の因果関係を覆す事

実として、被ばく線量の推計値を安易に持ち出すことは慎むべき

である。本件においては、被ばくと小児甲状腺がん多発の因果関係

の事実上の推定を覆すに足りるだけの「被ばく線量の不存在」は立

証されていない。

イ 原判決は、 3月 24日から 30日にかけて飯舘村、川俣厨、いわき

市の児童合計 1080人に対して行われた甲状腺検査の結果について、

被ばくの全体的な状況を把握する上において参考とすることは妨

げられないとしている (106頁）。しかし、この検査は、上記のと

おり、サンプル数が極めて少ないうえに、現実とかけ離れた大気の

摂取シナリオを採用し、着衣表面の測定値をバックグラウンド値

とする等（しかも使用計器は甲状腺モニターやスペクトロメータ

ではなく NaIサーベイメータ）、過小評価の怖れの庇い測定であっ

た。このことは、原子力安全委員会を始めとして誰もが認めている

ところである（甲 C171の 55頁以下、甲 Clll、甲 C160の 152頁

等）。原判決の判断は、放射の計測に関する専門知から大きな逸脱

を犯している。

(4) 小児甲状腺がんと 100mS V被ばく

濱岡豊は甲 B169の論考で、福島県立医大の志村浩己が「甲状腺

著音波診断ガイドブック改定 3版」において Cardiset Al (2005)と

Trohko et al(2006)を引用して「チェルノブイリ周辺の地域におい

ては、 lOOmSv以上被ばくした小児において事故後 4~5年後から

甲状腺がんが増加した」と記述していることについて、両論文から

は10 OmSv閾値モデルは推定されておらず、明らかな間違いと指

摘している（甲 B169の 1069頁）。小児甲状腺がん発症の前提とし

て、 lOOmSvの被ばく線量を求めることには何の根拠もない（甲

B129)。

5 多発の否定（スクリーニング効果、過剰診断諭）
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(1) 津田岡山大教授グループによる疫学分析

ア 津田岡山大学教授のグループは、先行検査及び本格検査 1回目

の途中結果（平成 27年 6月末）について、発見されている悪性（疑

い）の小児甲状腺がんはスクリーニング効果による潜在がんの発

見の要素は少なく、放射能の影馨による多発と見るべきする内容

の論文を公表し、これが「Epidemilogy」に登載された（甲 B44、

168、170)。

分析の手法は、非暴露地域での小児甲状腺がん発症率を年間 100

万人につき 3人の割合とし、被ばくした福島県内を 9区域に分割

し（甲 168の2に添付された図面参照）、小児甲状腺がんの平均有

病期間 （潜在期間）を 4年と推定（感度分析）し、有病割合（本

検査で発見された小児甲状腺がん) =発症率x平均有病期間とし

たうえで、 9区域と非曝露地域との有病割合を比較する（外部比較）

とともに、県内 9区域の有病オッズ比（有病割合＋【 1-有病割合］）

を比較して本件事故による放射性プルームの流れと各区域の小児

甲状腺がんの検出割合を比較する（内部比較）というものである。

なお、津田らは、チェルノブイリ事故から観察されたデータや米国

疾病管理予防センター (CDC)の世界貿易センター報告書に基づき、

甲状腺がんの潜伏期間の「最小値」は大人で 2.5年、子どもで 1年

としている。

分析結果の一覧は、甲 168の 2に添付された表のとおりで、外

部比較では 20~50倍の多発が、内部比較では検出割合と放射性プ

ルームの流れがほぼ一致し、最大で 2.6倍の差が発生しており、発

見されている甲状腺がんの多くは原発事故による影響との結輪を

下した。

イ この論文に対しては、 7件の批判レターが寄せられ（乙 B14の作

成者である高橋秀人も後記大平らと共同名義で批判レターを提出

している）、津田らは柴田義貞（乙B6の連名意見書の執筆者）か

らの批判以外はすべて書面で回答した（甲B170、乙 B10の2)。

その後、 UNSCEAR• 2016年報告書が津田らの論文を批判している

が、その肉容の非科学性（甲 C129)については既に述べた。 UNSCEAR

報告書は、津日らの論文を批判するにあたり、批判レターだけを取

り上げ、同レター対する津田らの回答を考慮しないまま報告書を

作成している。

高橋の批判（乙 B14)については崎山が詳細に反論している（甲

B123の2~4頁、 10~15頁）。また、濱岡も同様の意見を発表してい
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る（甲 B169の 1095頁）。とくに、濱岡は、高橋が県民健康調査と

同様の結果が出ていると輪評する小児甲状腺がんに関する三県

（青森県弘前市、長崎県長崎市、山梨県甲府市）調査の結果につい

て、サンプル数の限定、対象年齢の相違等から参考としてはならな

いことを詳細に輪じている (1097頁）。

なお、 UNSCEARE• 2013年報告書も三県調査結果を「有月な清報」

と論評しているが、これも、この組織が、決して中立公平な機関で

はなく、原発推進勢力からの偏向した清報を鵜呑みした判断を下

していることを端的に示している。

さらに、高橋が同意見書で「示唆に富む内容」として持ち上げる

越智小枝の論考については、崎いが科学性の欠如、学術綸考として

の作法からの逸脱を指摘し、このような輪考を格別の理由も述べ

ずに支持する高橋の基本的な姿勢に疑問を投げている（甲 B123の

10頁）。なお、津田自身も越智論考に対する反諭を公開しているの

で証拠として捷出する（甲 C161)。この津田の反輪は、津田グルー

プの論文に対する一部方面からの批判が、いかに政治的に（科学的

には無内容に）加えられているかを明らかにしている。なお、津田

グループの論文を批判する柴田義貞の意見に信用性が乏しいこと

は、乙 B10の1の 5頁以下が余すところなく伝えている。なお、柴

田は連名意見書に名を連ねているが、その証言から、この意見書が、

法務省関係者の手が加えられたものであることも明らかとなって

いる (19頁以下）。

しかし、原判決が、以上の証拠に基づき、津田グループの疫学分

析をどのように評価したのか全く不明である。

(2) スクリーニング効果、過剰診断説

ア県民健康調査の意図、目的

（ア） 県民健康調査が甲状腺がん発症までの潜伏期間を 4年以上と

想定し、先行検査（約 2年半で実施）で「放射線の影響による小

児甲状腺がんが発症していない田状腺の状態（ベースライン）」

を確駆し、その後の定期検査でベースラインからの状態の変化

の有無を確認し、放射能の影響を否定するという思惑の計画で

あったことは、既述のとおりでる（甲 CllO、124等）。

（イ） その研究計画書（乙 B10の2の添付資料 118頁）には、予想

される放射能の影孵は、「現時点での予想される外部及び内部被

ばく線量を考慮すると極めて少ないと考えられます」、「超音波

検査では数パーセントの甲状腺結節を認めることが予想され」
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るが、「結節の大半は良性」とも記載され、結果に予断（放射能

の影馨なし）をもった非科学的な計両であった。そのため、事前

にどのような分析方法で放射線の影響の有無を判断するかを明

示しておらず、疫学の検査計画（研究プロトコル）としては極め

て不完全なもので、出できた調査結果に応じて分析方法を変更

するという恣意的取り扱いがなされている（甲 B169の 1095頁、

甲C175の577~579頁）。

（り） その結呆、先行検査で多数の悪性の甲状腺がんは発見される

につれ、鈴木慎ーや山下俊一の検査の精度等に関する説明は微

妙に変化していった（（甲 CllO、124、125、乙B46、丙 B7等）。

イ 鈴木慎一医師の見解

（ア） 先行検査の結果に基づき 102名の小児甲状腺がんの手術が実

施され、 101名の悪性の小児甲状腺がんが確認された。この検杏

や手術の責任者であった鈴太医師は、本検査においては、韓国で

発生したような検査による潜在癌の過剰発見や治療を防ぐため、

i) 1ミリの結節も発見できる精密な機器を使用する一方、発見

した嚢胞や結節について異常を疑う B判定基準を厳格にし、 ii)

B判定者にも穿刺細胞を実施する基準を設け、 iii)穿刺細胞で悪

性（疑い）の甲状腺がんと診断された被験者に手術を実施する基

準も手術治療のガイドラインを厳守するというものであった。

その結果、 102の手術症例を含めた、鈴木医師が県立医大で実施

した 180の手術例の殆どが、リンパ節転移、周囲組織への浸潤、

肺転移、再発等の存在といった進特癌であるとして、過剰診断や

過剰手術の存在を否定している（甲 B162等）。

（イ） その上で、鈴木医師は、先行検査による 101名の悪性の甲状

腺がんは、年度ごとにほぼ同じ割合 (1万人につき 3.5人）で

発見され、被ばく地域による差がないこと等から、いずれも本件

事故前から発症していたもので、通常の臨床診断では発見され

ないものが精密なエコー検査により一挙に発見、治療されたも

の（スクリーニング、ハーベスト効果）と言兌明している（甲 CllO、

124、125、乙B46、丙 B7等）。

ウ スクリーニング効果節への疑問

（ア） しかし、そうだとすれば、本格 1回目検査において、 71名も

の悪性（疑い）の甲状腺がん患者が発見されたことの合理的な説

明は困難である。鈴木医師は、これを、先行検査での単純な見落

としと説明するが、見落としが数件であればともかく、資格をも
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ち経験を積んだ検査技師や医師がこれだけ多くの甲状腺がんに

まで進展している嚢胞や結節を見逃したと考えるのは常識的な

ことではないし（甲 B169の 1095頁）、公開されたデータだけか

らでもその数値に大きな疑問と不安を抱かざるをえない。

（イ）先行検査と本柊 1回目検査の槻係は以下のとおり発表されて

いる（乙 Cl72)

i 本格 1回目検査では 2267名の B判定者が出て、そのうち 71

名が甲状腺がん（悪性・疑い）と診断され、 54名 (76%）が手

術を実施済である。 54名の先行検査での結果は開示されてい

なし＼。

ii B判定者と 71名の甲状腺がん発見者の先行検査での結果内

訳は以下のとおりである。

(B判定） （がん判定）

Al (79,750名） ＝ 393 名・・・・ •33 人

A2 (121,872名） ＝940名・・・・・ 32人

B (1147名） ＝731名・．．．． 5人

非受診(15,241名） ＝163名・・・・・ 1人

（計 2227名） （計 71名）

祖 先行検査で Al(1ミリの結節も嚢胞もなし）と診断された者

から本格検査では 393名の B判定が出ている。これをすべて

見落としとしで済ますのはあまりにも安易ではないか。しか

も、この 393名のうち実に 33名が甲状腺がんと診断されてい

るのである。もし、この 393名が見落としでなければ、 33名

の者は、先行検査から 2年間のうちに甲状腺がんが発症し、急

速に進行したことになる。 54名の手術実施者の内訳は開示さ

れていないが、その割合 (54--:--33/71)からすれば、 15人程度

がこのグループから手術を受けていることとなる。いずれに

しても、見落としでなければ、甲状腺がんは急速に進行したこ

とが推測される。

iv また、先行検査で A2(5ミリ以下結節、 10ミリ以下の嚢胞）

と診断された者から本格検査では 940名の B判定者が出て、

そこから 32名の者が甲状腺がんと診断されている。この数字

のすべてを先行検査での診断ミスととらえることもできず、 2

年間の間に、 A2レベルから甲状腺がんへと急速に進行したと

推測するのが合理的である。そして、その割合から推測すると、

15名弱が既に手術を受けていることとなる。
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v 他方、先行検査での B判定者は 2294名であるが、手術を受

けた者が 102名おり、残 2192名のうち 1369名が本格検査を

受け、そのうち 638名が A判定となり (A1とA2の内訳は不

開示）、 731人が B判定を維持され、さらに 5名が甲状腺がん

との診断を受けている。

先行検査での B判定が本格検査で A判定とされた理由は診

断ミスの他に、結節や嚢胞の大きさの流動性が考えられる。先

行検査で B判定を受けた者のうち 102名が手術を受けていた

が、さらに 2年間で約 6.8% (5 /731)が悪性度を進行させた

ことになる。他方、先行検査で B判定を受けた者のうち 823名

が本格検査を受けていないが、この者たちのその後の経過は不

明である（他の病院等で検査、手術等を受けている可能性を否

定できない。

（り） 次に、本格検査 2回目の結果（乙 Cl73)を見てみると、受診

率は 64.7％にとどまり、本格検査 1回目で B判定を受けた 2227

名のうち、今回検査を受けたものは 1147名にとどまる（うち 442

名が今回検査では A判定に変更されている）。

そして、本検査で B判定を受けた者の合計数は 1501名だが、

うち前回検査で Al判定だった者は 136名、 A2だったものは 560

名も存在する。 B判定者 1501名のうち、甲状腺がんと診断された

者は 31名で、前回検査で Al判定だった者からは 7名、 A2判定

者だった者からは 14名も診断されている。このうち、既に 27名

が手術を受けている。

ここでも、前国検査で Al,AZ判定を受けた者の、 2年間での急

速な甲状腺がんの進行を疑わざるをえない。仮に、これらも、前

回検査での見落としという弁解をするのであれば、多額の費用を

投じて行っている県民健康調は、検査としての態をなしていない

ことになる。

（エ） さらに本格検査 3回目の結呆（乙 C174、途中経過）をみても

同様の傾向が看守される。受診率は 62.1％にとどまり、前回検

査で B判定を受けた 1,501名のうち今回検査を受けた者は 725

名にとどまる（うち 145名が今回検査では A判定に変更された）。

そして、今回検査でB判定を受けた者の合計数は 1374名だが、

うち前回検査で Al判定だった者は 106名、 A2だったものは 568

名も存在し、 B判定者のうち甲状腺がんと診断された者は 30名

で、前回検査で Al判定だった者からは 5名、 A2判定者だった者
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からは 18名が診断されている。このうち 25名が既に手術を受け

ている。

（オ） 以上からすると、県民健康調査による甲状腺検査で早期に小

児甲状腺がんを発見し手術（スクーリーニング＆ハーベスト）し

ても、 2年間の間に新たな小児甲状腺がんが発症し、急速に進行

していると考えるのが合理的である。そして、甲状腺検査で発見

されている小児甲状腺がんの進行速度は、通常の小児甲状腺が

んが緩徐な進行を示すのとはことなり、滸在期間は 1年程度で

急速に進行していると考えるのが合理的なのである。

工高橋の意見書

（ア） この点について高橋意見書（乙B14) は、甲状腺超音波検査

機器による悪性がんの検出方法は、その性質上、検査者の熟練度

により結果が異なるとし、「甲状腺結節取り扱い倫理ガイドライ

ン2013」の 31頁を引用して、甲状腺超音波検査機により悪性所

見を発見できるのは 40~80パーセント、で襄を返せば、それ以

外の割合で発見されない可能性がある旨の意見を述べ、本格検

査 1回目での甲状腺がんの発見数は、先舒検査でも見落としが

原因であるとの考えを示している (14ページ）。

（イ） しかし、この綸述には誤魔化しがある。鈴木医師が述べると

おり、現在の甲状腺超音波機器の性能は、 1ミリ以下の結節、嚢

胞も発見可能である。しかし、発見された嚢胞や結節の悪性・良

性の判断は、その画像だけからでは困難な場合があり、画像判断

に一定の熟練が必要となるのである。その結呆、発見された画像

からの悪性判断は 40~80％になるということなのである。結節

や嚢胞の発見そのものが 40~80パーセントなどということはど

こにも記載されていない（甲 Cl69)。麻橋意見書は、巧妙に「発

見と悪性評価」を混消して説明し、裁判所を欺いている。

（り） いずれにせよ、先行検査で 65人の A判定者が 2年後の検査

で手術適応の甲状腺がんと判断されたことはショッキングなこ

とであり、進行速度の速さ、あるいは潜在期間の短さが懸念され

る。このような懸念を放射線研究者として示すのが崎山意見書

であるが（甲 B123の 14頁）。蕎橋は、自らが管理するデータを

開示しないまま、「がんの急激な進行は証明されていない」と反

論している。およそ、県民の理解を得られる科学者の姿勢ではな

し‘¥

オ過剰治療の不存在
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（ア） 鈴木医師は、県立医大で手箭した 180の小児甲状腺がんの症

例概要を発表し（甲 Cl62)、原審でも証言している。手術を受け

た者の震災時の平均年齢は 13.3歳で、リンパ節転移は 72%、甲

状腺外浸潤 47%、肺転移は 1.7％存在し、甲状腺内散布像が高頻

度に認められ、高リスク症例や経過観察が推奨されるような症

例は極めて少なかったとされる。この証言から、各症例は、進行

速度が早く、検査がなかったとしても数年のうちに臨床的な発

見が予想されるレベルのものと推測される。通常、小児甲状腺が

んはゆっくり進行すると説明されているが、本症例は異なる。ゆ

っくり大きくなるものを数十年単位で前倒し発見したようなも

のではないし、将来的に処置不要なラテントがんの発見とも考

え難い。

（イ） 原判決が引用する津金昌一郎の見解中には、成長するにつれ

て縮小するがんの存在に触れている部分があるが、鈴木医師の

手術症例が、そのような縮小シナリオのがんであったことを窺

わせる事実もない。なお、チェルノブイリ原発事故で多数の小児

甲状腺手術に関与した山下医師は、小児甲状腺がんは、大人とは

異なり、数ミリの結節の段階で見つけても既に 4割はリンパ節

に転移があり、手術の方法はきわめで慎重でなければならない

と医療者向け講演で説明している（甲 C34の 536頁）。同様に、

ベラルーシで小児甲状腺の治療にあたった菅谷医師も、 15歳末

満で甲状腺がんを発症した患者 570名中の 385人にリンパ節転

移が認められ、肺への転移は 6人に 1人の割合であったとして、

早期発見・早期治療の必要性を訴えている（甲 Cl63の 119頁以

下）。鈴木医師の症例もこれと同様のものと考えられる。

力まとめ

以上の事実を総合すると、県民健康調査における甲状腺検査で

発見されている進行の早い小児甲状腺がんを「多発ではない、スク

リーニング効果であると断定するのは、鈴木医師が担当した 180件

の手術の殆どが無用なものであったことを立証しない限り困難で

ある。しかし、上記のとおり、鈴木医師の手術が無用なものであっ

たとの証拠は全くない。

6 発症の地域性（被ばく線量との比例性）

(1) 先行検査

ア 先行検査の結果について、甲状腺評価部会の部会長である鈴木
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元らのグループや、福島県立医大の大平哲也らのグループが、外部

被ばくの推定値に基づき被ばく被害の地域性（被ばく量と発症と

の関係）を分析し、有意差なしとの結論を出し、これが検討委員会

の意見に反映されていることは既述のとおりである。

イ 鈴木グループの分析は、福島県内の 59市町村を 4地区（いわき、

中通り、相馬、会津）に分類し、最も被ばく量が少ないと推定され

る会津地域を基準としてオッズ比を算出し、有意な地域差の有無

を検言寸したものであるが、濱岡（甲 B169) は、地域区分の妥当性

や検定力不足（議論の前提を欠く）を指摘し、また、大平グループ

の論文（推定される外部線星に基づき地域を 3区分して分析）につ

いては、鈴木らグループの分析よりもさらに検定力が不足してい

ることを指摘し、地域内での市町村間での線量の分布の差異に基

づき検定すれば、「会津」以外の地域での有意性が肯定されるとし

ている。

(2) 本格検査 1回目

ア 本格 1回目検査の結果の地域分析の不明朗性は準備書面 76の

第 2部・第 4章の第 4の 1の(8)以下で詳細に論じた。

平沼百合や濱岡豊は、本格 1互目検査により発見されている小

児甲状腺がん 71例について、甲状腺評価部会 (2019年 6月 3日）

が UNSCEAR報告を前提に放射線被ばくとの影署を否定したことに

ついて、検討過程の不透明さ、分析の非科学性、鈴木元部会長の強

引な議事進行といった点を取り上げている（甲 C164「第 13回甲状

腺検査評価部会で公表された部会まとめ案について」、甲 C175「福

島県甲状腺検査の 10年」）。本格検査 1回目の結果の検討において

は、当初、先特検査の結果検討と同様に、 4地域に分類して分析す

ると地域差が存在することが明らかになったことから、この比較

方法を、暫定的に年齢別・市町村別 UNSCEARE推計甲状腺吸収線量

に変更して、地域差を検討し、地域差なしの結論を導いている（甲

C127）。このような分析方法の恣意的な変更は疫学としての科学

性を失わせている（甲 Cl75の 577頁以下）。

イ 先行検査と本格 1回検査を総合して地域差を検討したとき、個

人外部被ばく線量、地域外部被ばく線量ともに有意な地域差が表

れることを指摘する複数の論考が出ていることは準備書面 76で指

摘した。その簡潔な要約が甲 C165の加藤聡子、甲 C175の濱岡豊

の論考である。

以上の事実を総合すると、県民健康調査の結呆に基づいて発見
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されている小児甲状腺がんに地域差がないとの主張は不合理なも

のと評価されるべきものである。

7 チェルノブイリ事故における小児甲状腺がん発症形態との相違

(1) 福島第一原発事故後から現在までの年齢別の小児甲状腺がんの

発生状況（甲 C172~174、甲 C175の569頁の図 2)。

現時点で、悪性または悪注疑いと判断された被災者の事故当時の

年齢ごとの人数は以下のとおりである。

検査開始の 2年間（特に 2年目）で 11歳～18歳の層に顕著な増加

が認められ、その後は次第に発見層が低年齢化し、 2016年 4月以降

の検査では 14~18歳の年齢層は現在のところ 2名しか発見されてい

ない。 2020年 4月以降にいたっては 12~18歳の年齢層はゼロであ

る。他方、本格検査第 3国目の検査で 4歳以下が 3名発見されてい

る（この他に、集計外で 1名存在していることが明らかとなってい

る）。

検査の受診率低下も著しいが（本格検査第 3回目の受診率は 5

0％未満）、発症者の全数把握と、今後の調査と分析が重要である。

先行検査 本（第 1回） 本（第 2回） 本（第 3回）

検査終了日 2014/3 2016/3 2018/3 2020/3 

検査受診率 81 % 71 % 64% 62% 

合計人数 (116人） (71人） (31人） (30人）

0歳 1 

1歳

2歳 1 

3歳

4歳 1 

5歳 1 2 3 

6歳 1 1 5 3 

7歳 3 1 4 

8歳 1 5 3 3 

9歳 3 1 2 3 

10歳 2 8 5 6 

11歳 6 6 7 2 

12歳 ， ， 2 3 

13歳 1 2 7 2 
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14歳 1 0 7 

15歳 1 3 ， 
16歳 2 0 4 2 

17歳 2 3 6 

18歳 1 6 4 

(2) ウクライナ、ロシア、ベラルーシでの相違

1986年 4月26日に発生したチェルノブイリ原発事故は、ウクライ

ナ、ベラルーシ、ロシア（当時はソビエト連邦を構成する各共和国）

の子どもの多くに甲状腺ガンを発生させた。しかし、被ばく線量、発

症の形態は各国で異なっている。

共通の特徴は、エコー検査等による本格的な甲状腺検査が開始さ

れたのは 1990年以降であること、しかし、原発事故の翌年から特定

の年齢層の子どもに甲状腺がんは増加（発症、発見）しはじめたこと、

1990年以降になって全年齢層に顕著に増加が確認されるようになっ

たことである。発見された小児甲状腺がんは、既にリンパ節や肺に転

移していることが多かったが、その発症形態は、各国によって異なる。

なお、 IAEAが小児甲状腺がんと放射線被ばくとの因果関係を認めた

のは 1996年である。

ァ ロシア (2011年・ロシア政府報告書、甲 Cl66)

尾松亮氏の 2011年版「ロシア政府報告書」（正式名称はチェルノ

ブイリ原発事故から 25年ーロシアにおける事故被害克服の総括と

展望 1986-2011)の解説によると、ロシアでは、チェルノブイリ原

発事故前の甲状腺がんの検出件数の平均は、年 102件であったと

ころ、 1987年は 169件に増加したと報告されている。

また、ロシアの主要被災州（ブリャンスク、カルーガ、トウーラ、

オリョール）の被災時年齢別甲状腺がんの発症は、男注比ど女性比

の割合は事故前と大きな変化はないが、事故当時 0~5歳の層の甲

状腺がんが顕著に増加するのは 1995年頃で、他方、事故当時 15~19

歳の層は、事故直後から若干増加し顕著な増加傾向となるのは

1991年からであったとされている。また、事故当時 18歳以上だっ

た層も事故直後から若干増加し顕著な増加傾向となるのは 1991年

からであったとされている。

イ ウクライナ（中 C167、129)

甲C167（調査報告「チェルノブイリ被害の全貌」）の 143頁によ

れば、ウクライナでは、 1981年～1985年までに登録された子供 (0
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~20歳）の甲状腺がん発症例は年平均 12例だったが、 1990年は

同様の年齢群の子ども 62名が甲状腺がんの手術を受けたと報告さ

れている。

ウクライナの地域においては、事故後 3年間 (1986年～1989年）

の問は年事故当時年齢 6歳～18歳（とくに 13歳以降）の子どもに

増加が現れ、その後の期間 (1990年～1993年）においては、全年齢

に顕著な増加がみられ、とくに 16歳～18歳の子どもの増加が顕著

なことは準備書面 76で述べたとおりである（甲 C125、129)。

しかし、甲 C167の 145頁によれば、ウクライナでは、 1989年頃

から 0~14歳の層の子どもに、甲状腺がんの増加が見え始め、 2004

年まで顕著に増加している。他方、 15歳～18歳の層は、 1990年か

ら増加が現れ、 1992年から顕著な増加となり 2004年までこの傾向

に変化がないようである。 2004年時点での 0~14歳の発見数は約

270人、 15歳～18歳は約 100名の合計 370名程度となっている。こ

の傾向は 2004年まで変化していない。

ウ ベラルーシ

ベラルーシでは、同国のがんセンターに登録された小児甲状腺

がん数は 2例にすぎず、小児人口 100万人につき 1~2名という国

際水準を保っていたが、 1987年は 4例、 88年は 5例、 89年は 7例

と漸増し、 90年には 29例となり、 95年には 91例が発見されピー

クを迎え、その後は低減し、 2006年は 1986年当時の 2倍程度のレ

ベルまで減少している。なお 86年～95年の 10年間、成人の甲状腺

がんも、事故前 10年と事故後の 10年を比較すると約 3倍に達し

ている（甲 C163の87頁以下、甲 C34の534頁）。

そして、 1986年から 1995年までの 10年間に発症した小児甲状

腺がん 424例の年齢層の内訳は、 0~4歳が 278人 (66.2%）、 5~

9歳が 132人 (31.4%）、 10~14歳が 10人 (2.4%）だったとされ

る（甲 C163の93頁）。

他方、事故当時 15~19歳の年齢層の甲状腺がんは 1991年から増

加の傾向を示し、 2002年には、事故前の約 20倍のピークに達し、

その後は急減し、 2006年は 1986年当時の約 4倍程度となってい

る。また、 24~25歳のヤング・アダルト層は 90年頃から増加し、

増減を繰り返しながら 2006年当時も上昇傾向する傾向を示してい

る。上昇のピークは 2005年で 1986年当時の約 10倍のレベルであ

る。

(3) 比較
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以上のとおり、チェルノプイリ原発事故と言っても、被災 3国にお

いて小児甲状腺がんの発現形態はかなり異なっている。ロシアとウ

クライナは、超音波検査が行われなかった当初の 4年間においても、

年齢層の高い子どもに甲状腺の増加がみられ、 5歳以下の低年齢層

に小児甲状腺が著増したのは事故から 10年後のことである。逆にベ

ラルーシは、事故から 5年後にして若年層に著増の傾向が慇められ、

15年後には減少に転じている。すなわち、チェルノブイリ特有のパ

ターンというものはないのである。

チェルノブイリでは、事故から 4年後に小児甲状腺がんが増加し

たと言われることが多いが、正確には、事故翌年から増加がみられ、

超音波検査が関始された 4年後から多数発見されるようになったと

いうことである。わが国のチェルノブイリ笹）1|医療プロジェクトは、

ベラルーシ、ロシア、ウクライナの合計 5都市で、 1991年 5月から

事故当時 0歳～9歳の子どもを対象に検査を開始したところ、 1996年

4月までに 11万 8211人が受診し、 3808人に甲状腺の異常、 62人に

甲状腺がんを発見したとされるが、この検査の対象年齢と福島での

検査の対象年齢が異なることにも注意が必要である（甲 C175の570

頁）。

県民健康調査は、事故から約半年後に開始された精密な超音波検

査（期間は 2年半）で 11~18歳の階層に多数の甲状腺がんが発見さ

れており、その一部に事故龍から潜在していた甲状腺がんが精密な

検査により発見された可能性を否定できない。しかし、米国疾病管理

予防センター (CDC)は、甲状腺がんの潜伏期間の最小筐は大人で 2.5

年、子どもで 1年という報告書を提出している。ロシアやウクライナ

の発見パターンと対比すると、放射線影響を全て不定ずるのは不合

理である。ましてや、本柊検査 1回目で発見されている症例数の多さ

をみれば、これをすべて、先行検査のスクリーニング漏れとするのも

不合理である。

8 まとめ

以上によれば、県民健康調査の結果、現在までに発見されている小児

甲状腺がんは、本件事故に流出した放射性物質の影響と考えることに

不合理はない（事実上の因果関係を覆すに足りるだけの反対事実の合

理的な立証はなされていない）。控訴審は、この事実を踏まえた上で、

控訴人らの本件請求の当否を判断することが求められる。
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第 3節（本件行訴控訴人らが通学する学校における放射線量）

第 1 原判決の内容【原判決第 8部第 2章第 5節 (113頁～123頁）】

本件行訴控訴人らが、令和 2年4月～ 5月に、 NPO法人福島 30年プ

ロジェクトに依頼して、本件行訴控訴人らが通学する 10の中学校周辺

の調査地点において空間線量を測定するとともに、土壌を採取してその

汚染濃度を測定した（その結果は、甲 E全 1号証の 1~11、同 2号証の 1

~11)ことについて、原判決は、次のように述べて、本件行訴控訴人らが

各学校に通うことによる被ばくのリスクを軽視した。

1 空間線量について

(1) 学校内は除染が実施済みであるが、測定地点は除染が実施されて

いない可能性があり、これらの地点の放射線量をもって学校内の放

射線量と同視することには疑閲がある。

(2) 測定された毎時線量を単純に年間線量に換算するのではなく、 1

日のうちに屋外に 8時間、屋内（遮蔽効果0.4倍の木造家屋）に 1

6時間滞在する生活パターンを想定して計算するのが合理的である。

この計算によれば、年間線量は、 0.4 5mSv/年～ 1.6 9 mSv/年にな

る。

(3) これらの線量は、自然放射線の世界平均とされる年 2.4mSvより

も低い上、原子力安全委員会が 20 1 1年 7月19日に公表した「今

後の避難解除、復興に向けた放射線防護に関する基本的な考え方に

ついて」（原判決は、「 7月 19日原子力安全委員会指針」と略称）に

よって許容される線量の範囲以下か、範囲の下方に収まっている。

2 土壌汚染濃度について

(1) 測定したのは、深さ 5cmの士壌全体に含まれていた放射性セシ

ウム量であって、その全部が上壌の表層付近に存在したわけではな

い。表層を上部から 1cmとすれば、表層の実際の放射性セシウム量

は、比例計算によれば、本件行訴控訴人らが求めた士壌汚染濃度の 5

分の 1になり、表層の上壌により多くの割合で吸着するとしても、当

該濃度の全部にはならない可能性が高い。

(2) 本件事故後の平成 23年 6月 27日から平成 31年 2月 28日

までに被控訴人県が住民 33万85 4 1人に対して実施したホール

ボディーカウンターによる内部被ばく検査によると、 99％以上が

1 mSv未瀾であり、 1mSvを超えたのは 26人に過ぎなかった。

(3) 土壌の採取地点は除染が行われていない可能性がある。

106 



第 2 原判決に対する批判

1 空間線量について

(1) 学校内の除染について

原判決が指摘するように、学校内は一応の除染はなされていると

思われるが、それによって、空間線量がどの程度低減したのか、的確

なデータはない。なお、空間線量は、除染によっていったんは低減し

ても、除染されていない周囲の山林、原野から放射注物質が飛来し、

再び上昇することは良く知られている事実である。

このことに関する証拠として、甲 B第22 5号証を提出する。これ

は、神戸大学大学院海事科学研究科教授山内知也氏が 20 1 2年2

月に作成された意見書で、仙台高裁平成 24年（う）第 12号事件（原

審福島地裁郡山支部平成 23年(3)第29号事件、郡山市の小中学生

が郡山市を相手取り、郡山市の責任で債権者らを疎開させることを

求めた仮処分申立事件、通称「集団疎開裁判J)で証拠として提出さ

れたものである。ここで、止内教授は、郡山市内の 2つの小学校の校

庭（既に学校内の除染作業は終了していた）の 15 2のポイントで、

高さ lm及び 2cmにおける空間線量率を計測したところ、 27の

ポイントで高さ 2cmでの計測値よりも高さ lmでの計測値の方が

高い線量率を示したことを報告した上で、その原因の主要なものの

一つが、校庭の外から飛んでくるガンマ線の影響であることを指摘

し、学校周辺の除染が実施されなければ学校内の線量が下がらない

ことを指摘しておられる。

また、子ども達は通学、遊び、その他の理由で学校の周辺を歩いた

り走ったりすること、一般公衆の被ばく限度とされている年 1mSvと

いう基準は、外部被ばくだけでなく、内部被ばくも含めた基準である

こと、 ICRPが定めた一般公衆の線量限度年 1mSvは、大人をモデ

ルとした基準であり、子どもの放射線感受性が高いことは考慮され

ていないこと（第 2章第 2を参照）等の事実によれば、本件行訴控訴

人らが通うそれぞれの学校周辺の空間線量は、重要視されなければ

ならない。

(2) 自然放射線による世界平均被ばく量との比較

ア 原判決は、本件行訴控訴人らが通う学校周辺の空間線量が自然

放射線の世界平均とされる数値 (2.4mSv/年）よりも低いと指摘

するが、これは比較できないものを比較しているのであって、極め

て不適切である。
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イ 自然放射線による世界平均被ばく量は、 2.4mSv/年とされてい

るが、これは空間線量だけによるものではない。ラドン・トロンに

よる被ばく 201. 2 6 mSv/年、食品による被ばく 0.2 9mSv/年、宇

宙からの被ばく 0.3 9mSv/年、大地からの被ばく 0.4 8 mSv/年

の合計値が約 2.4mSv/年なのである（乙B第4号証60頁）。すな

わち、上記 2.4mSv/年と比較すべきは、本件特訴控訴人らの外部

被ばく線量にラドン・トロンによる内部被ばく、食品による内部被

ばくを加算した数値なのである。

ウ 原判決は、被ばく量が自然放射線による世界平均被ばく量以下

であれば閉題ないとの考え方に立っているように窺われるが、こ

れは明らかに誤りである。その考え方は、被ばくは可能な限り避け

るべきという原則（第 2章第 3)に明らかに違反する。自然放射線

であってもガンのリスクが麻まるという疫学調査結果が存在する

ことは、原審で既に匠明している（甲 B第 76号証の 1、2、甲 B

第 77号証の 1, 2)。

(3) 木造家屋の遮蔽効果

原判決は、木

造家屋の遮蔽効

果を 0.4として

被ばく量を計算

している。 しか

し、この遮蔽効果

の数値の信頼性

は、全く立証され

ていない。かえっ

て、控訴人は、内

閣府原子力被災

者生活支援チー

ムが（独）放射線
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ー原子力発電所事故に係る個人線量の特性に関する調査」の結果によ

20 ラドン・トロンは、地面や建材から空気中に拡散し、人はこれを吸入して内

部被ばくする（乙B第4号記65頁）。
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れば、この数値は、追加線量5mSv/年以上の被ばく地域においては上

記「 0.4」という数値にデータ上の根拠があるが、追加線量 1mSv/ 

年前後の地域では、上記図【甲 B第 1号証の図 1(617頁）】のとおり、

1. 0に近くなるという結果が示されている。

2 士壌汚染濃度について

(1) 原判決は、 NPO法人福島 30年プロジェクトが表層 5cmの士

壌を採取して Bq/kgから、 Bq/対を換算したことについて、表層 1C 

mであれば「当該濃度の全部にはならない可能性が高い」等と、その

手法に問題があるかのような判示をしている。しかし、表層 5cmを

採取するのは、放射性セシウムがそのあたりに存在するであろうと

いう予測に基づく標準的手法である（甲A第51号証）。原判決は、

表層 1cm以深に存在する放射性セシウムから放出されるガンマ線

は表層 1cm以浅に存在する放射性セシウムから放出されるガンマ

線よりも地表でのエネルギーが低いと考えているのかもしれないが、

これは、原判決の誤解であり、ガンマ線は透過力が高いから、両者に

ほとんど差はない。逆に、福島原発事故から 10年近くが経過して、

表層から 5Cm以深の土壌にも放射性セシウムが相当程度存在する

と考えられるから、表層 5Cmの土壌を採取して測定する標準的手

法では、地表におけるガンマ線のエネルギーを小さく算出してしま

う恐れすら存在するのである。

(2) 原判決は、被控訴人県が実施したホールボディーカウンター検査

の結果、住民のほとんどが 1mSv未満であった事実を指摘する。しか

し、このことは、何ら、セシウム含有不溶性放射注微粒子による内部

被ばくのリスクについての安心材料にならない。被控訴人県が実施

したホールボディーカウンターにおいては検出限界を 30 0ベクレ

ルとされた21。ところで、セシウム含有不溶性放射性微泣子 1個のベ

クレル数は、代表的な足立ボール（足立光司氏が発見したもの）で 6

ベクレルであった。これは、セシウム 13 4と同 13 7の合算であり、

同13 4はその後半減期約 2年で減衰するから、現在では、ほとんど

半減期 30年の同 13 7のみが残存しており、 3ベクレル程度にな

っているものと思われる。すなわち、セシウム含有不溶性放射性微粒

子が体内に数十個存在してもホールボディーカウンターでは検出さ

21 ホールボディーカウンター検査は、時間をかければ精密な結果を得ることが

できる。 1人の被験者の検査にどの程度の時間をかけるかによって、検出限界

が定まる。
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れないのである。

(3) 原判決は、士壌の採取地点は除染が特われていない可能性がある

と判示した。それについては、本件行訴控訴人には分からないし、採

取したNPO法人福島 30年プロジェクトにも分からない。しかし、

大事なことは、子どもは通学、遊び、その他の理由で学校の周辺を歩

いたり走ったりすること、学校周辺の土壌中の放射性物質は、風等に

よって再浮遊し、呼吸によって学校に滞在する子ども達の体内にも

侵入することである。そもそも問題は、子ども達が学ぶ学校が、放射

線管理区域の基準を超えるような環境にあるという点にある。放射

線管理区域は、放射線業務に従事する労働者の健康を守るための基

準であり、本来、子どもらに対しては、それよりももっと厳しい基準

がなければならないのである。

第4節 原判決の「本件行訴の総括」（原判決の第 8部第 2章第 6節・ 123頁

以下）の誤り【原子力安全委員会（原安委）の 2011年 7月 19日付け指針

（本指針）を前提とした学校環境の安全措置を講じることの違法性】

第 1 原判決の考え方

原判決は、本件事故発生当時、わが国では、被ばく回避措置として屋内

退避や短期間の避難に関する指標しか定めていなかったため、原安委は

ICRP2007年勧告を参考に、平時とは異なる「緊急時被ばく状況」、「現存

被ばく状況」における被ばく回避の指標を新たに定めたもので、そのこと

に違法はないとしている。

第 2 原判決に対する批判

1 本指針の問題性

(1) 事業者や国の過失で惹起した原発事故が招いた緊急時、さらには

平常時への回復をめざす現存被ばく時は、そのいずれにおいても、平

常時と比較して、被災住民の被ばくリスクを各段に増加させている

わけであるから、本来であれば、事業者と国は、その負担で、被災者

の被ばく防護措置の徹底（完璧な避難の保障）を図るのが本道である。

(2) これに対し、 ICRP2007年勧告における参考レベルの設定は、被ば

く基準を緩和し、被災者に平常時以上の被ばくリスクを負担させる

ことで、事業者や国の防護措置義務を緩和するという政策を取ろう

とするものである。そこで言うところの防護の最適化とは、被災者に

とってのリスク固避の最適化ではなく （被災者にとっての被災リス

クの最適化は事業者や国の保障の基での位置的隔離、すなわち避難
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である）、あくまでも、平常時と異なる状況において、事業者の原発

事業の継続（エネルギー政策の維持）を可能とするための最適化、そ

のための被災者に対する被ばくリスクの堵加の強要にすぎないこと

に注意を向けなければならない。

(3) 控訴人らは、このような性格をもつ参考レベルの導入が、被災者

の健康や財産に重大な影響を与えるものであるにもかかわらず、何

ら民主的な手続（国会による法律の制定）きを取ることなく行われた

ことの違法性を指摘している。

(4) 原判決の、本指針は、 ICRP2007年勧告にそったものであるから違

法ではないとの説示は、同勧告の内容の妥当性の検討を含め、明題の

本質を全く理解していないものである。

2 本指針を踏まえた学校の保健安全に関する措置の妥当［生

(1) 原判決は、本指針の導入に違法性はないから、本指針を踏まえて

学校の保健安全に関する措置を講じたとしても、そのこと自体をも

って被控訴人自治体に裁量権の逸脱や濫用があったとはいえないと

する。

(2) しかし、上記のとおり、本指針の導入は、内容的にも、手続き的

にも違法であるから、本指針を踏まえて学校の保健安全に関する措

置を講ずることは、それ自体、裁量権を逸脱した違法行為となる。

3 被控訴人自治体の採っている措置の人格権侵害

(1) この点について、原判決は低線量被ばくに関する近時の科学的知

見を無視もしくは軽視した国の主張をそのまま採用し、現状におい

ては、被控訴人官治体において、引き続き子供らのためにより安全側

に立って、空閉線量及び土壌汚染濃度の低減に努めるとともに、今後

の県民健康調査等の結呆に留意すれば、当該学校胞設で教育を実施

しても控訴人控訴人らの人格権を侵害するものではないと判断して

いる。

(2) 原判決も指摘するとおり、現状の環境のままでの教育が許されな

いことは明らかである【原判決は、「本件行訴被控訴人らにおいて、

子どもらのためにより安全側に立って、引き続き空間線量及び士壌

汚染濃度の低減に努めるとともに、今後の県民健康調査等の結果に

も留意する必要がある。」と述べている (127頁 9~12行目）】。国費

を投じて現状をすみやかに改善する必要がある。しかし、原判決の低

線量被ばくのリスクに関する駆識、現状における県民健康調査結果
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の評価、学校の安全教育要件の覇束性に関する理解等に間題がある

ことは既に述べた。とくに、原判決は、学校における安全教育基準と

ICRP勧告の出自の違いへの考慮を欠き、誤った秤のうえで、安易な

比較考量をして、控訴人に安全な教育場所を選択する権利を認めず、

現在の学校環境が子供たちの安全な教育を受ける権利を侵害するも

のではないとしている。

このような判断の背景には、 ICRP2007年勧告が被ばくの参考レベ

ルを定め、安全委がこれを導入したことがある。しかし、参考レベル

は、あくまでも、事業者のための被ばくの最適化基準なのであって、

子どもたちが、学校教育という場で、より多くの被ばくリスクを甘受

することを正当化するものではないことは上述のとおりである。

第 5章 本件国賠部分の本案前の争点（訴えの取下げの効力）

1 控訴人ら代理人は、平成 29年 5月 1日、控訴人番号 3の1, 5の2, 9 

の2, 3 6の 1につき、「今般都合により本件訴えの全部を取り下げます」

との書面を提出した。

この取下げは、各控訴人が同年 3月末に通学する各中学校を卒業したた

めであるが、かねてから、裁判所より、卒業控訴人は行訴部分の訴えの利益

を失うことになるからすみやかに訴え取下げの手続きを取られたいとの要

請を受けていたことによるものでる。

2 したがって、控訴人ら代理人の不注意で本件取下げ書の文中に「本件訴え

の全部を取り下げます」と記載したが、裁判所及び各当事者とも本件取下げ

の真意が行訴部分の取下げであることは十分に理解していた筈である。

3 原審裁判所は、本件取り下げ後にも、行訴部分と国賠部分の双方を取り下

げた原告が存在するから、本件取下げ書を、行訴部分のみの取り下げの趣旨

であったと当然に解することはできないとしているが（判決書 131頁）、本

件取下げ書の趣旨を、その後の控訴人ら代理人の行為により類推するとい

うのは、この判決が至るところで展開する論理矛盾の牽強付会な言説の一

片である。

4 本件取下げ書の趣旨、効力については、取下げ書提出後の弁輪期日（平成

29年 5月 24日）で議論となったが、各被控訴人代理人（特に取下げに対す

る同意書而を提出していた国）は、控訴人ら代理人の主張に納得せず、裁判

所は判断を保留した。

5 控訴人ら代理人のその後の他の当事者の取下げ行為は、このような経緯

を踏まえてのものである。その後の取下げ行為が、本件取下げ書の趣旨を理

解する材料になるというのは、およそあり得ないし、あっては為らないこと
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である。

6 控訴人ら代理人の取下げ書面の文言使用に軽率な点があり、無用な混乱

を招いたことはお詫びするが、以上の事情を踏まえれば、本件取下げ書は、

相手方においてもその真意が容易に詔識しうる表示上の錯誤であり、取下

げの効果は発生していない。

第 6章「本件国賠部分の本案の争点（第 8部第4章）」について

第 1 （国賠違法事由①）一被控訴人匿及び同県が、 SPEEDI等の情報を隠匿し

た違法

1 原判決の内容とその問題点

国賠控訴人らは、被控訴人国及び同県が、 SPEEDIによる予測計算結果

の情報や、被控訴人県と文科省が 3月 12日以降のモニタリングにより得

だ情報、米国エネルギー省が 3月 17日から 19日にかけて空中測定シス

テムを禾I」用して作成した放射線汚染地図に関する情報（以下「本件情報」

という）を隠匿し、またモニタリングにより得られた数値の意味内容を周

知しなかったことの違法を主張した。しかし原判決はそれらの違法性を

否定し、被控訴人国及び同県には、国賠法上の違法はない、とした。

原判決の内容とその問題点の概要は以下のとおりである。

(1) 「関係法令の定め等」に関する判示（原判決 13 3ページ）

原判決は、関係法令の定め等の判示部分で、原災法 26条のみを引い

て、「原災法は，上記の「原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関す

る情報の伝達」の内容に関し，具体的に規定していないところ，いつの

時点で，いかなる内容の情報を伝達すべきかは，発生した原子力緊急事

態の内容を踏まえた迅速かつ専門的な判断が必要とされることから，

その判断は，防災基本計画，防災業務計画及び地域防災計画に基づく緊

急事態応急事態実施者の適切な裁量に委ねられているというべきであ

る。」と判示した。

しかし、この原判決の判示には次の誤りがある。

第一に、原判決は、原災法のみを関係法令として摘示し、災害対策基

本法（災対法）を挙げていない。しかし原災法は、災害対策基本法の特

別法として、原子力災害から国民の生命、身体及び財産を守ることを目

的とする法律であって（原災法 1条）、原災法のみを関係法令として引

くのは極めて不十分であり、災害対策基本法さらには憲法も含めた法

体系の中で、未曾有の原発事故に置いて、被控訴人国及び同県が何をな

すべきであったかを検討しなければならないはずであった。

第二に、原判決は、災害時の情報伝達につき、伝達の方法のみならず、
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伝達すべき情報の取捨選択についてまで、行政に無限定と言えるほど

までの広汎な裁量を容認し、生存権としての「被災者の知る権禾I」」を否

定した。原判決は、何を住民に知らしめ、何を住民には知らせないでお

くか、という部分にまで行政の無規律の裁量に委ねた姿勢は、住民の緊

急時の生存権に繋がる、知る権利、情報アクセス権を否定し、緊急時に

為政者が独善的に一括しで情報流通を管理することを全面的に容聡す

るものである。このように情報の公開の抑制が広く容認されるのでは、

災害時に正確な情報を取得して、罹災を避けるために科学的合理的な

行動を取ることは不可能となってしまう。災害清報を提供するについ

て、わかりやすい表現をする等、提供の方法についての裁量はあり得る

としても、罹災を避けるために必要欠くべくからざる重要な情報につ

いて、さらにそれらを取捨選択しで情報提供したりしなかったりする

ような行政の裁量権は鰐められない。

(2) 認定事実の誤り

さらに、原判決の認定事実には、以下のような誤りがある。

ア SPEEDI情報の利用について、 ERSSからの放出源情報が必要である

とした認定の誤り

原判決は、「避難や屋内退避などの具体的防護対策に用いるため

には， ERSSからの放出源情報が必要となることを前提とした運用方

針が策定されていた。」と認定し、 ERSSからの放出源情報がなかった

本件事故において、 SPEEDI情報を住民防護のために用いなかったこ

とが不合理とはいえないとした。

しかし、環境モニタリング指針（乙 C25）と緊急時モニタリング

指針（甲 C45の7)は、 SPEEDI計算結果を、放出源情報、気象情報

と並ぶ住民防護対策のために用いられる判断材料の一つとして位置

付けている。したがって、住民防護対策の判断材斜とするために、放

出源情報が不可欠ではないし、放出源情報の存在が SPEEDI計算結果

を用いる訛提条件とされてもいない。原判決は、 SPEEDI計算結呆を

用いるためには放出源情報が不可欠な要素であると捉えている点で、

明らかな誤りがある。この点について、本件事故前の 20 0 6年に

SPEEDIの機能について紹介した文献「SPEEDIネットワークの現状と

展望」（甲 C1 7 6) は、次のように述べている。

誓災指針及び緊急時モニタリング指針によれば、 SPEEDIの予測

結果は、モニタリング情報や放出源情報、気象条件とともに用いられ

る防護対策検討のための判断材料の一つである」（同 •9 6ページ）。

ここに引用されている緊急時モニタリング指針は、「線量の推定と評
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価」の章で「大気中に放射性物質の予測線量の推定は、 3-1（注：簡

易計算または SPEEDI計算に基づく詳細計算結果から得られる予測

線量分布図の作成）において作成された計算図形を有効に利用しつ

つ、気象情報、放出源清報、モニタリング情報等を勘案して行う」と

した上で、「計算を行なった時点では必ずしも方出現情報が十分に得

られているとは限らず、幾つかの仮定のもとに計算されていること

があるので、この点に注意すること」と定めている（甲 C45の7.

1 2ページ）。

また、環境モニタリング指針は、「一般に、事故発生後の初期段階

において、放出源清報を定量的に把握することは困難であるため、単

位放出量又は予め設定した値による計算を行う。」（乙 C25・51ペ

ージ）としており、緊急時において放出源情報が得られないことは最

初から想定されている。

原審でも指摘したように、放出源情報が得られていないというこ

と自体が事故の重大性を象徴するものであって、事故後の停電等に

よってモニタリングポストからの情報も十分に収集できていなかっ

たこと等に鑑みれば、 SPEEDIの仮定計算結果は、相対的な放射性物

質の励きを知ることのできる、事故直後に得られたわずかな情報の

中でも極めて有用な情報であった（原審原告準備書而 (46) 1 1ペ

ージ以下、原告準備書面 (77) • 5ないし 7ページ）。このことは原

審提出の児玉龍彦氏の意見書（甲 C45の 1に詳細に述べられている

（原告準備書而 (12)参照）し、 3月 23日になって、突如、原子

力安全委員会により SPEEDI情報が公開された経緯からも明らかであ

る。上記で指摘した環境モニタリング指針において、 SPEEDIによる

予測は、放出源情報、気象情報、モニタリング結果と並ぶ、予測線量

の推定と評価のための要素であるところ、それらの判断要素のうち、

放出源情報は得られていないし、事故直後のモニタリングも、停電や

交通網の遮断等により情報の取得が困難であった。そうであればな

おさら SPEEDI情報は、貴重な清報として活用されなければならなか

ったはずであった。

本件事故直後から内閣官房参与に任命されて専門家として事故対

応のための助言を行なった小佐古敏荘氏は、 20 1 1年4月 29日、

辞意を表明するにあたり、次のように指摘して、法令上も SPEEDI情

報を住民防護のために活用ずべきであったことを指摘している。

「住民の放射線被ばく線量（既に被ばくしたもの、これから被曝す

ると予測されるもの）は、緊急時迅速放射能予測ネットワークシステ
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ム(SPEEDI)によりなされるべきものでありますが、それが法令等に

定められている手順どおりに運用されていない。法令、指針等には放

射能放出の線源項の決定が困難であることを前提にした定めがあ

るが、この手順はとられず、その計算結呆は使用できる環境下にあり

ながらきちんと活用されなかった。また、公衆の被ばくの状況も

SPEEDIにより迅速に評価できるようになっているが、その結果も迅

速に公表されていない。」（甲 C1 7 7) 

環境モニタリング指針（乙 C25・51ないし 52ページ）は、放

出源「青報不明の場合でも SPEEDI情報を利用して住民防護の対策を行

うべきことを当然の前提としており、小佐古氏はこのことを指摘し、

それにもかかわらず SPEEDI計算結果を活用しなかったことが不当

であると指摘した。小佐古氏とともに、「官邸助言チーム」事務局長

を務めた空本誠喜氏は、小佐古氏が内閣官房参与に就任直後の 3月

17日頃から、 SPEEDIによる避難区域の設定についてコメントし、

最優先項目として助言していたことを明らかにしている（甲 C1 7 

9 ・ 4 9ページ以下）。

そして何より、 SPEEDI計算結果が公表され、あるいは少なくとも

周辺自治体との間で情報共有されていたとすれば、浪江町で高線量

の津島地区へ多数の住民が避難し、長時間高線量の場所に多数の住

民が滞留して被ばくすることは避けられたはずであった （原舎準備

書面 (77) 1 1ないし 12ページ、甲 C1 5 5、 15 6)。

これらの具体的な事実関係から一切目を背けて被控訴人国の言い

分のみを一方的に採用した原判決の認定判断は、極めて恣意的で偏

った不当なものといわなければならない。

イ 被控訴人県における、 SPEEDI情報の杜撰な扱いを、認定事実から

意図的に除外していること

被控訴人県が、 SPEEDI計算結果をメールで受信していながらこれ

らのメールを削除していたことが被控訴人県自身により公表されて

いる。そして県職員の中には SPEEDI情報の有用性を認識していた職

員は多数あり（原告準備書面 (36) 1ないし 4ページ参照）、中に

はデータをファイルに保管した旨、事故調査委員会のヒアリングで

述べている者すらある（甲 C1 4 4 （県生活環境部原子力安全対策課

片寄久已氏のヒアリング記録） •5 ページ）。それにも関わらず公的に

はメール受信したデータは削除されたものとして扱われ、県民や周

辺自治体との情報共有の対象とされていなかったことは、極めて重

大な職務義務違反であり、事故直後に報道されて批判されていたこ
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とは公知の事実であり、被控訴人県が事故情報を隠蔽することで、事

故を過小化し、県民の避難行動を抑制することに羅起となっていた

ことを証する重要な事実でもある。

ところが原判決はこの公知の事実について全く言及せず、防定事

実にすら記載していない。被控訴人県が SPEEDI情報を隠蔽したこと

以上に不当な情報操作であり、著しく特政側に偏頗した態度を示し

たものといわなければならない。

(3) 被控訴人国及び同県が、被災者である国賠控訴人らに対し如何なる

作為義務を負っているかについて、何らの検討も行なっていないこと

原判決は、被控訴人国及び同県が、被災緊急時に被災者である国賠控

訴人らに対し、如何なる作為義務を負うかを全く検討していない。

国賠控訴人らは、被控訴人国及び同県らの作為義務違反として、本件

情報の隠匿、すなわち情報提供・周知義務の違反を追及しているのであ

るから、その作為義務違反の有無を検討する前提として、被控訴人国及

び同県は、如何なる作為義務を負うのかを検討することなくして、作為

義務を果たしていたのかどうかを判断することはできないはずのもの

である。

原判決が、被控訴人国及び同県の作為義務の有無や内容を一切検討

することなく、単に「直ちに不合理とはいえない」と判断したのは、輪

理的に成り立たない判断であり、原判決にはこの点で、重大な判断の脱

漏ないし理由不備ないし棚語がある。国賠控訴人らのほとんどは、「シ

ーベルト」等の聴き慣れない単位や数値が果たしてどんな意味がある

のか、どうしたら良いのか判断できなかった、と陳述している。住民の

被害を最小限に食い止めるためには、数字をウェブ上で公開すればそ

れで足りるのではない。原判決は、被控訴人国及び同県の作為義務を具

体的に探究しなければならなかったが、全くこれを行わなかった。

(4) 被控訴人国及び同県による本件情報の取り扱いが「直ちに不合理で

あったとはいえない」としたこと

原判決は、以上のように、①不十分な法令の検討、②被控訴人国及び

同県が如何なる作為義務を追うかについての検討を怠った上、③不当

に偏った事実認定によって、被控訴人国及び同県による本件情報の取

り扱いが「直ちに不合理であったとはいえない」という結論を導き出し

た。以下に述べるとおり、合理的な検酎を行えば、このような結論は到

底あり得ないはずのものであった。

原判決は結論ありきの極めて不当な判断を特なったものである。
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2 被控訴人国及び同県が、被災者である国賠控訴人らに対して負うべき

作為義務について

前記の通り、原判決は、被控訴人国及び同県が、国賠控訴人らに対して

いかなる義務を負っているのかについて、全く検討していない。もっとも、

原判決は、関係法令として原災法 26条を挙げた上で、同条 1項 1号にい

う情報は「同項 2号（略）に基づいて収集された具体的な「情報」そのも

のを当然に示ず趣旨ではない」とし「いつの時点で，いかなる内容の情

報を伝達すべきか」について「緊急事態応急事態実施者の適切な裁量」に

委ねられていると判示しているところから、原判決も被控訴人匡及び同

県が、一切住民への情報提供義務を負わないとまでするものではないと

思われる。

しかし、被控訴人国及び同県は、原子力災害から国民ないし住民の生命、

身体及び財産を保護すべき責務を負うものであることは、災対法 3条 1項、

同法 4条 1項に定めるところである。そしてそれは憲法の定める生命、

身体に対する権利（憲法 13条）、生存権（同 25条）及び財産権 (29 

条）の維持に欠くべからざるものであって、憲法上の要請でもある。原子

力災害から国民ないし住民の生命、身体及び財産を保護するために災害

時における情報提供を含む原子力災害応急対策が行われるものであるか

ら、災対法上の保護義務と分離しで清報提供の要否を理解する原判決の

解釈は不適切である。

また、原子力災害がもたらす重大な害悪である環境への放射性物質の

放出と環境放射線の増加は、人間の五感では全く感じることができない

という原子力災害の特殊性についても、原判決は全く考慮するところが

なVヽ。

そして、国賠法 1条 1項国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務

員が個別の国民に対して負う織務上の法的義務に違背して当該国民に損

害を加えたときに，国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずることを

規定するものであるから（最高裁昭和 60年 11月 21日第一法廷判決・民

集 39巻 7号 1512頁）、緊急事態応急対策実施者たる原子力災害対策本部

長たる内閣総理大臣とこれを補佐する被控訴人国の公務員ら亜びに被控

訴人県の災害対策本部長たる福島県知事とこれを補佐する被控訴人県の

公務具らが、本件事故当時、本件国賠被控訴人らに対し、いかなる作為義

務を負っていたかについて、具体的な当時の事故状況に即して検討し判

断しなければならないはずである。

ところが原判決は全くこのような現実の事故状況に即した検討を行わ
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ず、具体的にどのような作為義務があったかを一切明らかにしないまま

に抽象的に情報の取捨選択について広汎な裁量を認めたのである。

災対法上、被控訴人国及び同県は、国民ないし住民の「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」を講ずべきものとされ（災対法 3

条 1項）、「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」を行わなければならない（同 4条 1項）。

繰り返しになるが、情報提供は、上記の被控訴人国が行うべき「万全の措

置と被控訴人県による「防災計画の実施」として行われるべきものであ

る。

被控訴人国は、国賠控訴人らに対し、その生命、身体及び財産を守り、

被ばくを最小限に止めるために万全の措置をとるべき義務があり、その

一環として被曝を最小限に止めるに足りる情報を提供して、住民を放射

線から防護すべき義務があったというべきである。また、被控訴人県は、

国賠控訴人らに対し、その生命、身体及び財産を守り、被ばくを最小限に

止めるために防災計画を定めて実施し、その一環として住民に情報を提

供して住民を放射線から防護すべき義務があったといわなければならな

い。そしてそれらの義務が履行されたかどうかについては、抽象的な法令

の文言のみによるのではなく、具体的な事故状況やこれまでに行われて

きた原子力防災訓練の実情等を総合的に考慮して、作為義務の履行があ

ったか否かを、また、履行されていないとすればそれはいかなる理由から

ものであったか（履行を期待できない状況だったのか単なる怠慢か、何ら

かの意図、目的に基づくものだったのか、そうであるとすれば意図や目的

の合理性や相当性）を判断すべきものであった。

この点、原判決は、一切作為義務について具体的な検討をしないまま、

漫然と情報の取捨選択についても「適切な裁量」に委ねられるとしたこと

は、極めて不当な判断であったという他ない。

3 緊急災害時の、被災者の知る権利の重要性

原判決が、情報の伝達のみならず、伝達すべき情報の取捨選択について

まで行政機関による裁量権を広く認めたことは、被災住民の側からみる

と、被災住民の災害に関する情報に対する知る権利、遮切かつ合理的な避

難方法を選択するために十分な情報の提供を受ける権利を否定した。こ
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れは憲法上の人権保障という観点からも看過し難い重大な問題である。

郷る権利が憲法上保護された基本的人権であり、人権の中でも重要な

基底的な権利として位置付けられるべきものであることは疑いのないと

ころである。災害時に災害の状況に関する王確な情報の提供を受けるこ

とができるかどうかは、まさに生死を分ける重要な要素である。まして、

原子力災害で放出される放射性物質の存在は、五感で感じることが不可

能なものであって、原子力災害における災審の規模と程度は、科学的に実

測され、あるいは相応の根拠をもって予測された数字でしか表すことが

できない。本件事故の状況は、人間の五感では得られない、数字等で表現

される情報によってしか得ることができないのである。そのような情報

に適時に接することができるか否かによって、災害を避けられるかどう

かが決定される。本件事故時にも、原発の状況が深刻であることをいち早

く知り得た人々のみが避難したり、一部の者のみが安定ヨウ素剤を服用

したりするということが起きた。他方、再三にわたって指摘するように、

放射性プルームの移動方向を知らなかった浪江町住民が、線量の高い津

島地区に避難し、無用な被ばくを強いられている。情報に接する機会の有

無が、被ばくの多寡を決定する鍵であったことは明らかである。

このように、緊急災害時における知る権利は、個人の生存権、生命権に

直結する極めて重要な権利であるといわなければならない。

ところが、本件事故に対応に臨んだ国や県は、冒頭で指摘したとおり、

事故の実態を正確に把握できない状況にいて、本件事故を過小化して県

民の避難行動を抑制ずることに耀起となり、控訴人らの知る権利、被災回

避の選択権を奪う結呆となった。

原判決が、緊急災害時における情報提供について、行政の無規律に広汎

な裁量権を容認し、被災者の知る権利を否定したことは、不当極まりない

判断である。

4 被控訴人国及び県による本件情報の取扱は、作為義務に反する違法な

ものであったこと

(1) SPEEDI計算結果について

原判決は、①SPEEDI予測計算の結果が、放出源情報が得られない状

態での仮定に基づくものであったことや、②拡散予測方向が気象条件

によって変化すること等を挙げて、 SPEEDI予測計算の結果を直ちに公

表した場合には関題があったかもしれない、とする被控訴人国の主張

をそのまま受け入れた (14 3ページ以下）。しかし、 SPEEDI予測計算

が仮定的なものであることは、当然のことであって、放出源情報があっ
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たとしても将来の予測を示す仮定的なものであることは変わらない。

むしろ放出源「青報が得られないという事実は、事態の深刻さを示すも

のである上、当時、常設モニタリングポストからの情報も取得できず、

モニタリングカーによる実測モニタリングも部分的にしか行われてい

なかった。このように得られる情報が限定的であった状況下で、被控訴

人国及び同県が、 SPEEDIによる予測情報は相対的な放射性物質の流れ

の予測を示す極めて重要かつ有用な資料であったのである（甲 C45の

1。児玉意見書）。被控訴人国も、同県もこれをあえて公表せず、周辺自

治体にも提供しなかったことは、放射性物質の拡散状況を意固的に隠

蔽し、事故を小さく見せようとする意國があったものと疑わざるを得

ない。小佐古元内閣官房参与は、官邸が同氏の助言を受け入れなかった

ことについて、「政治判断が随分入った」と指摘している（甲 C1 7 8)。

また、拡散予測方向が気象条件によって随時変化することは、 SPEEDI

予測計算の性質とは全く無関係であって、これは放射性プルームの流

れと拡散状況が、風や天侯といった気象条件に左右されるためである。

現実の放射性プルームの流れがこのように気象条件に左右されるから

こそ、気象条件に基づいた拡散予測をするのが SPEEDIシステムなので

ある。それを根拠に SPEEDI計算結果の有用性を否定するのは、 SPEEDI

システムそれ自体の有用性を否定することに他ならない。しかし現実

には SPEEDI計算結果は、後に実測された汚染状況とよく合致していた

ことが検証により明らかにされており、今後も予測計算を用いた防護

を行うべきであることが研究者によって指摘されているところである

（甲 C45の16)。原判決は、控訴人らが指摘したこれらの事実と証

拠を無視し、一方的に被控訴人国による主張のみを受け入れているが、

原判決の判断は事実と証拠に反するといわざるを得ない。

さらに、原審で、控訴人らは事故飢の SPEEDI情報の原子力防災体制

における具体的な位置付けや原子力防災訓練において、住民防護の計

画策定のための重要な情報として位置付けられ、現にそのようにして

原子力防災訓練の中で用いられていたことを、詳細に証拠を提示して

主張立証した（原告準備書面 (36)。なお、事故前に行われていた原子

力防災訓練の実態については、甲 B1 7 8 （井戸｝1|克隆元双葉町町長の

陳述書）及び同添付資料 5に詳細に記述されている）。

しかし、原判決はこれらの事実についても一切言及することなく、全

て無視した。原判決の認定は、政府事故調の内容（甲 C1 2)や、政府

による IAEAへの報告の内容（甲 C5 1) とも棚甑するものであって、

極めて不当である（原告準備書面 (30) ・ 7ないし 10ページ）。原判
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決が、原災法 26条 1項 1号の「情報」と同項 2号の「情報」とは同一

ではない、とするのも極めて恣意的な法解釈といわざるを得ない。

仮に百歩譲ってそれらの情報が全く同義ではないとしたとしても、

原子炉建屋の爆発等、極めて重大かつ由告な事象が短期間のうちに連

続して発生し、しかも放射線の実測が困難であった状況に照らせば、

SPEED!情報による相対的な放射［生物質の拡散予測に関する情報を公開

せずに隠匿したことは、本件事故を過小化し、県民の避難を抑制したい

という意思の反映であり、それが開示の必要性の判断を歪めたとしか

考えられないのであって、災対法 3条 1項にいう「万全の措置」とは到

底言えるものではなく、被控訴人国には同法及びこれを受けた原災法

26条 1項、 2項の義務違反があったというべきであるし、被控訴人県

は、現実に過去に行った原子力防災訓練に反してこれを住民防護の資

料として用いず、周辺自治体にも提供しなかったことは、災対法4条 1

項、同条 2項、原災法 26条 1項、 2項の義務違反があった、といわな

ければならない。

第 2（国賠違法事由②）一被控訴人国及び県が子ども控訴人らに安定ヨウ素剤

を服用させることを怠った違法

1 国賠控訴人らの主張

国賠控訴人らは、安定ヨウ素剤に関する違法事由として、①被控訴人国

の機関である原子力安全委員会が、合理的な防災指針を定めるという職

務上の義務に違反して、安定ヨウ素剤の投与指標として、「小児甲状腺等

価線量の予測線昌 10 0ミリシーベルト」という不合理な定めをしたこ

と、②防災指針に内容に関わらず、被控訴人県の福島県防災会議の会長及

び委員は、合理的な投与指標を内容とする地域防災計画を策定する職務

上の義務があったのに、これを怠ったこと、③仮に、上記防災指針の投与

指標を前提としても、国の原子力災害対策本郭長及び被控訴人福島県の

知事は、安定ヨウ素剤を子ども達に投与する旨の指示を出すべき職務上

の義務があったのに、これを怠ったこと、を主張した。

2 原判決の判断

原判決は、次のとおり判断した。

(1) 安定ヨウ素剤の投与指標を、小児甲状腺等価線量の予測線量 10 0 

ミリシーベルトとした防災指針が不合理であったということは出来な

し‘。

(2) 事後の小児甲状腺簡易測定調査の結果によれば、 1歳児甲状腺線量
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で最大 30ミリシーベルトであったから、上記投与指標には達しない

ものとして安定ヨウ素剤の服用指示がなされなかったことが不合理と

は言えない。

3 原判決に対する批判 1 （投与指標の合理性について）

(1) 原判決は、本件事故当時の防災指缶による安定ヨウ素剤の投与指標

が不合理とは言えない理由として、①平成 14年4月に策定された「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」は、 IA

EAの検討手法（リスク・ベネフィットバランス）を踏襲していたこと、

② IAEAが推奨する介入レベル（回避可能な預託吸収線量 10 0ミ

リシーベルト）を踏襲していたこと、③小児甲状腺等価線量の予測線量

を基準としていたこと、④甲状腺回避線量 10ミリシーベルトを推奨

したWHOガイドラインに対しては、原子力安全委員会被ばく医療分

科会ヨウ素剤検討会において、 WHOが依拠したチェルノブイリ原発

事故の現場周辺の住民データの線量評価に疑問があるとか、被災地域

のヨウ素剤欠乏状況等から、チェルノブイリ原発事故後の阿辺小児の

甲状腺がんの増加が甲状腺の被ばくによるものか否か明らかでないな

どの批判がなされていたから、 WHOガイドラインを採用しなかった

ことに一定の理由があること、⑤諸外国は、各国の実清に合わせて独自

の介入レベルを設定しており、福島原発事故当時、カナダは、我が国と

同じ基準だったこと、を指摘する。

(2) 控訴人らは、防災指針における安定ヨウ素剤投与指標の定めは原子

力安全委員会の専門技術的裁量に委ねられるべきものであることを認

める。その上で、控訴人らは、安定ヨウ素剤投与指標の定めは、原子力

安全委員会に与えられた裁量を逸脱していると主張した。その根拠と

した 2つの点（控訴人ら最終準備書面第 2部第 2章第 2の 3

(4) (5) (5) 22)について、原判決は、全く触れなかった。都合の悪い主張

を無視するというのは、裁判官としてあるまじき姿勢である。あらため

て、裁量逸脱事由を簡潔に記す。控訴審裁判所におかれては、この問題

提起に正面から応えていただきたい。

(3) 裁量逸脱事由 1 （リスクに大人のデータを使月したこと）

ア 原判決は、原子力安全委員会が IAEAの検討手法（リスク・ベネ

フィットバランス）を踏襲したから、小児甲状腺等価線量 10 0ミリ

22 最終準備書面では、 (4)(5)の次を (6)とすべきところを (5)と記載してしまっ

たので、ここで(5)が重複している。
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シーベルトという結論に至ったかのような説明をしているが、控訴

人らが最終準備書面第 2部第 2章第 2の3(5)に記載したように、 W

HOもリスク・ベネフィット計算をして、 10ミリシーベルトという

結論を出したのである。そして、安定ヨウ素剤投与のベネフィットと

して用いた数字も、 WHOと原子力安全委員会ではほぼ同じだった

(WHOは1%/Gy、原子力安全委員会は 0.7 5 %/Gy、1.2 %/Gy、

0. 6 5 %/Gy)。同じ手法を用いながら、結諭が違ったのは何故か。

それは、安定ヨウ素剤投与のリスクとして採用した数値が異なった

のである。 WHOは、チェルノブイリ原発事故の際、ポーランドで 1

0 0 0万人の子どもに安定ヨウ素剤を投与したが、深刻な副作用は

皆無であったことから、リスクとして「 10―7」を採用した（甲 C第

6 1号証の 1, 2)。これに対し、原子力安全委員会は、チェルノブ

イリ原発事故の際、ポーランドで 70 0万人の成人に安定ヨウ素剤

を投与したところ、軽度又は中等度の副作用が 1万人に6人程度出

たことから、リスクとして「 6X 1 0―4」を採用した（乙A第 17号

征 35頁）。原子力安全委員会は、安定ヨウ素剤投与のリスクをWH

0の60 0 0倍に見積ったのである。

イ WHOガイドラインが安定ヨウ素剤の投与指標として 10ミリシ

ーベルトを推奨したのは、 18歳までの小児に対してである（甲 C第

6 1号証の 1、2)。WHOのガイドラインに従って投与指標を変更

した諸外国も、変更したのは小児に対してのみであった（乙A第 17 

号証30頁の表参照）。しかし、我が国では、成人と小児を区別せず、

統一指標を維持することとした。その理由を、ヨウ素剤検討会の鈴木

元委員23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。」「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。」と脱明した。その上で、鈴木委員は、「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一です。」と述べた。（乙C第 13号

証の 2の9頁下から 2行目～ 10頁2行目）。

ウ 上記の鈴木委員の発言内容は正当である。ヨウ素剤検附会の議事

録（乙C第 13号記の 1~7)をみても、この発言に対する異論は述

べられていない。ところが、ヨウ素剤検討会、そして原子力安全委員

会が採用したリスク・ベネフィット計算では、ベネフィットはポーラ

23 控訴人ら最終準備書而では、「山下俊一氏」と記載した（第 2章第 2の3(5) 

カ）が、鈴木元委員の誤りであったので改める。
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ンドにおける子どものデータを使いながら、リスクは、ポーランドの

成人のデータを使ったのである。すなわち、原子力安全委員会は、安

定ヨウ素剤の投与指標を子ども・成人の統一指標として定めるに当

たり、弱者である子どもの基準を成人に適用するのではなく、成人の

基準を子どもに適用したのである。

(4) 裁量逸脱事由（トロンコ論文の無視）

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が 1

9 9 9年に発表した輪文（甲 B第46号証の 1~3)では、甲状腺吸収

線量 10 0 mGy以下の子どもたちからも多数の甲状腺がんが発症して

いることが報告された。具体的には、発症した子どものうち、 1OmGy 

未満が 15. 6 %, 1 0 ~ 5 0 mGyが 20. 6%, 5 OmGy~l O OmGyが

1 5. 1％であった。

このデータは、我が国における安定ヨウ素剤投与指標を定めるため

に十分参照されるべきデータであるが、ヨウ素剤検討会の議事録（乙c
第 13号証の 1~7) をみても、これが検言寸された形跡がない。

(5) 小括

以上によれば、原子力安全委員会が定めた安定ヨウ素剤の投与指標

は、原発事故時において放射性ヨウ素の内部被ばくによる小児甲状腺

がんを防ぐために投与指標を策定するという重大な権限を委ねられた

原子力安全委員会の専門技術的裁量を逸脱して、違法というべきであ

る。

4 原判決に対する批判 2 （安定ヨウ素剤の投与指示を出さなかったこと）

(1) 原子力災害対策本部長は、防災指針を取り込んだ中央防災計画に基

づき、福島県知事は福島県地域防災計画に基づき、小児甲状腺等価線量

の予測線量が 10 OmSvをこえれば、福島県の子ども達に安定ヨウ素剤

の投与指示を出すべき職務上の義務があった。

(2) 小児甲状腺等価線量が 10 0 mSvを超えることが合理的に予測でき

る状況に至れば、上記職務上の義務が発生するのであって、結果的に 1

0 OmSvに至らなかったとしても、免責されるわけではない。そして、

2 0 1 1年 3月 15日午前雫時までに、仮にそうでなくとも、同日午航

7時までには、上記職務上の義務が発生したことは、控訴人ら最終準備

書面第 2部第 2の4及び 6に記載したとおりである。

(3) 原判決は、事後の小児甲状腺簡易測定調査では、 10 0 mSvに達し

た子どもがいなかったと述べるが、最も大量に放射性物質が放出され

た 20 1 1年 3月15日から 2還間も経過してから、わずか 10 8 0 
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人を検査しただけであり、その正確性は、極めて疑わしい。その点は、

甲C第6号証、第42号証が的確に指摘しているとおりである。

(4) この点についても、原判決の判断は誤りである。

第 3（国賠違法事由③）一被控訴人同及び県が子ども控訴人らに 2OmSv/年ま

での被ばくを強要した違法

1 被告国の対応の違法について

(1) 原判決の判断

ア 国の取った措置についての判断

原判決は，国が発した 4月 19日通知によって，児童生徒等に 1か

ら20mSvの被ばくを強いたことについて，これが「介入レベルは

法令で規定する性格のものではないとの我が国の放射線防護体系

（第 2章第 3節第 2の5)を前提として，防護措置の最遮化のための

参考レベルとして， 2 0 0 7年勧告の現存被ばく状況に適用される

バンドの範囲内で， 4月19日文科省通知では 1から 20mSv/

年（中略）を選定したものであるところ，これらはいずれも長期的に

は年間 lmSvを目標した上，状況に合わせて適切なレベルを設定

し，（中略）被ばく線量低減を効率的に図ったものといえる」と判示

した。

すなわち，原判決は， ICRP2007年勧告に依拠して，国の

とった措置を判断した。

イ 被ばくの程度についての判断

原判決は，ヨウ素 13 1の半減期が約 8日と短いこと，児童生徒等

の実施あの生活パターンを考慮し，年間の追加被ばくの積算線量が

9.99mSvとなり，暫定的目安の上限値である年間 20mSvを

大きく下回ると判断した。

ウ小括

原判決は，上記のような点を考慮した上で，国が 4月 19日文科省

通知等で示した考え方について，「目的・方法・効果のいずれの点で

も不合理とはいえず」，国賠法上の違法があったといえないと結輪づ

けた。

(2) 原判決の誤り

ア 国の取った措置についての判断

上記のような原判決の判断手法は， ICRP2007年勧告の有

する閲題点を取り入れた点でその前提が誤っている。

ICRP2007年勧告は，少なくとも本件事故当時，いまだ放射
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線審議会において審議の対象とされていたのであり，民主的な手続

きを経て国内に法的規範に取り入れられたものではなかった。

そうした手続的な点を措いて考えても， ICRP2007年勧告

による防護の体系には，容認しがたい観点が含まれている。

すなわち， ICRP2007年勧告は，その文書の冒頭にある「総

括」において，同勧告の特徴について要点をとりまとめている。

これによれば，同勧告が内容としている緊急時被ばく状況及び現

存被ばく状況における参考レベルは，「個人線量やリスクの制限によ

って，すべての被ばく状況に対し同喋の方法で適用できる防護の最

適化原則の強化」の表れであるとされている（下線部は控訴人代理人

ら）。

そして， ICRP2007年勧告においては，「防護の最適化の原

則」とは，「被ばくの生じる可能性，被ばくする人の数及び彼らの個

人線量の大きさは，すべての経済的及び社会的要因を考慮に入れな

がら，合理的に達成できる限り低く保つべきである」と価値観なので

ある（下線部は控訴人代理人ら）。

すなわち，参考レベルとは，人の生命，身体についての安全性確保

を第一義的な目的としたものではない。

参考レベル（及びその概念の基礎にある最適化の原則）とは，緊急

時被ばく状況及び現存被ばく状況において，経済的及び社会的な要

因（つまりは原子力産業や行政府の利益）を考慮して，個人の被ばく

状況の制御は，経済的及び社会的な利益を損なわない程度にまでと

するという考え方を含意している。

このように参考レベル（及びその概念の基礎にある最適化の原則）

は，およそ児童生徒等の生命，健康を守るという観点からは許容され

得ない考え方を含んでいる。

平常時には絶対的に守られるべきである公衆被ばくの線量限度が，

緊急時被ばく状況及び現存被ばく状況では引き上げられるのは，こ

うした最適化原則に基づくものであるところ，このような考え方が，

安易に裁判所によって追認されたことは大きな過ちである。

原判決は，国のとった方針について，「被ばく線量低減を効率的に

図ったもの」と判示しているが，その「効率的」の意味内容が，児童

生徒等の生命，健康を犠牲に，国や原子力産業の負担を軽減するとい

うことについて，あまりに無自覚であり，人権尊重という視点が全く

欠落した判断と言わざるを得ない。

なお，原判決が参考レベルの意義を認定する部分で摘示した証拠

127 



（乙B1 8の1 1 6 2ページ）は，「参考レベルを用いた被ばくの

低減」という標題が付されているが，そこにおける「参考レベル」の

説明には， ICRP2007年勧告において ICRP自ら認めてい

る「最遮化原則」及びその含意（社会的・経済的要因の考慮や「合理

的に達成できる限り」という限定）については一切触れられていない。

ICRP2007年勧告の一番の間題点について，国が作成する

資料にこのようなまやかしがあること自体，「参考レベル」について，

国が国民への誠実な説明を回避していることの表れである。

そして，誠実な説明が同避される理由は，きちんと説明すれば，そ

れが，およそ国民の生命，健康という観点から許容し難い根本的発想

を有していることが明白になるからである。

イ 被ばくの程度についての判断

文科省から学校再開基準について助言を求められた原子力安全委

員会は，公衆被ばくの線量限度が年 lmSvであることを指摘し，か

つ，内部被ばくについても外部被ばくと同程度に考慮するべき事を

示唆していた。

原判決は，こうした点について何ら触れることなく， 4月 19日文

科省通知によって児童生徒等が被ばくすることになる線量を漫然と

国の試算に依拠して認定している。

しかし，本件原発事故について，国は全く想定をしておらず，発生

した状況，特に外部に放出した放射性物質の属性や総量等について

も，ほとんど平成 23年4月の時点では分かっていなかった。

ョウ素 13 1等の放出状況については，事故当時に測定がなされ

なかったことにより，現時点に至っても，王確な情報は一切ないのが

現状である。

このような状況において，漫然と児童生徒等の被ばく量を証拠に

基づかず，国の主張によってのみ判断するのは，事実認定という点か

ら看過しがたい過誤を含んでいる。

むしろ，原子力安全委員会の助言を無視し，強引に内部被ばくの影

響を推計によって過小評価をしたこと等が強く非難されるべきであ

った。現に不溶性微粒子が環境中に多く拡散された事実が徐々に明

らかになっている現在，国が，根拠無く内部被ばくの影響を過小評価

していたことは明白であり，かかる過小評価を行った国の方針に合

理性はなかったと判断するべきである。

さらに，そもそも ICRPの立場は，被ばくについて感受性の高い

児童生徒等を基準にしていないことについても，原判決は，無視して
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いる。

ICRPは，その防護体系を検討する際，常に「平均」を措定して

おり，公衆についても，子どもの被ばく感受性が高いこと，また，一

般的にいっても，被ばく感受性が高い者が必ず集団中に含まれてい

ることに対して全く考慮をしない。

ウ小括

以上の通り，国が 4月19日文科省通知によって，年 20mSvま

での被ばくを強要した行為は，その目的において，個人の生命，健康

よりも社会的・経済的要因を優先した点で不合理であった。

また，その方法においても，外部被ばくのみを考慮して内部被ばく

を無視し，さらに被ばくの健康影審について「平均」的な人を基準に

している ICRP2007年勧告に依拠する方法をとっている点で

明らかに不合理である。

さらに効果についても，何ら実征的に児童生徒等の被ばく量が明

らかにできないにも関わらず，単に外部線量のみを考慮し，机上の計

算のみによって判断している点でやはり明らかに不合理である。

このような国の不合理さを看過した原判決は変更されるべきであ

る。

2 被告県の対応の違法について

(1) 原判決の判断

原判決は，県が， 4月 19日通知の発出以前に学校再開を判断した背

景事情について，県が十分な説明をしているとは言い難いと判示した。

その上で，県の対応についても，国の対応について述べたところが概

ね妥当するとし，かつ，県の先行的判断のために児童生徒等の被ばくリ

スクが特別に上昇したという事情もうかがわれないことから，「結果と

しては，不合理とは言い難」いと判示した。

(2) 原判決の誤り

原判決が，県の説明不十分さを認めながら，その行為を容認したこと

は，県の不合理な対応を裁判所が認めたという点で行政に対する司法

的制御という責務を裁判所自らが放棄したと非難せざるを得ない。

県の対応は，県独自の判断を認定した上で，その判断過程について，

まず検討して，責任原因があるかどうかをまずもって，裁判所は検討す

るべきである。

「県の先行的判断のために児童生徒等の被ばくリスクが特別に上昇

したという事情もうかがわれない」というのは，責任原因ではなく，損
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害についての判断であり，損害がなかったから責任原因がないという

判断をすることは，法律に基づく判断ではない。

加えて，「県の先行的判断のために児童生徒等の被ばくリスクが特別

に上昇したという事情もうかがわれない」という事実認定も明らかに

証拠に反する。

当時，半減期が約 8日と短いヨウ素 13 1が放出されていたのであ

るから，県の先行的判断によって， 4月 19日通知が発出された時より

も少なく見積もって数倍高い線量に児童生徒等がさらされたことは容

易に推認できる。

以上の通り，県が 4月 19日通郷を待たずに学校再開をしたことに

ついては，合理的な説明がなく，そのことは県が合理的な判断に基づい

て行ったものではないことを推認させ，かつ，そのことによって，児童

生徒等が，より高い線量にさらされて無用な被ばくをしたことは明ら

かであるから，県には国賠法上の違法があり，また，賠償義務もあると

いうべきである。

第4（国賠違法事由④）一被控訴人国及び県が子ども控訴人らを直ちに集団避

難させることを怠った違法

1 原判決の内容

本件国賠控訴人らが、原子力安全委員会制定にかかる防災指針が定め

ていた避難の指標（外部被ばくによる実効線量 5OmSv以上、内部被ばく

による等価線量 50 OmSv以上）は、市民に対し、子どもも妊婦も特別扱

いすることなく外部被ばくによる実効線量 5OmSvまでのひばくを許容

するものであって不合理であり、その決定は、原子力安全委員会に与えら

れた裁量を逸脱する違法なものであった旨主張した（最終準備書面第 2

部第 2章第4) のに対し、原判決は、この指標は、「成人」と「乳幼児、

児童、妊婦」のグループに分けて定められていた指標を、「乳幼児、児童、

妊婦」に一本化したもの、すなわち、子ども達に合わせて統一された安全

側に立った指標といえるから、国賠控訴人らの主張は採用できないと判

断した（原判決 177~180頁）。

2 原判決に対する批判

原判決は、問題の所在を取り違えている。閲題は、外部被ばくによる実

効線量 5OmSv という避難指標が子ども達の健康を守るという観点から

相当か否かであって、統一指標とされる以前に、その指標が成人の指標で

あったか、子ども達の指標であったかではない。外部被ばくによる実効線
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量 5OmSvの被ばくは、 ICRPによっても、「代表的個人」 10万人中

2 5 0人のがん死を生み出すと考えなければならないレベルである24。子

ども達に限れば、そのリスクはさらに高くなる（第 2章第 2参照）し、同

時に発生する内部被ばくを考慮すれば、更にリスクは高くなる。これだけ

多人数の生命の犠牲を容認するという避難指標は、個人の尊厳を基調と

する日本国憲法下において到底許されるものではなく、社会通念にも合

致しない。防災指針のこの点の定めが、原子力安全委員会に与えられた裁

量を逸脱するものであったことは明白である。

3 小括

この裁量逸脱行為がなく、原子力安全委員会が子どもについて適正な

避難指標を定めていれば、国賠控訴人の子ども達は、線量が高かった時期

だけでも集団避難をすることによって被ばくを避けることができた。

第 5（国賠違法事由⑤）一被控訴人国がオフサイトセンター整備を怠った違法

1 原判決の内容

大熊町に設置されていたオフサイトセンターが法令上要請されていた

空気浄化フィルターを備えておらず、そのことが事故前から指摘されて

いたにも関わらず十分な改善措置が講じられなかったため、現地対策本

部は、 3月15日に福島市内に撤退した。その結果、原子炉建屋が次々と

爆発し、放射性物質が大量に拡散した 3月 11日から 15日までの間、現

地対策本部が本来の機能を全く果たさず、被災者に十分な事故情報が伝

わらなかった。国賠控訴人らは、この点について、オフサイトセンターの

整備義務違反があり、これにより現地での十分な事故情報の整理、県民へ

の伝達が不可能となり、国賠控訴人らに無用な被ばくを強いた旨を主張

した。

しかし、原判決は、「本件原発事故当時，本件オフサイトセンターに放

射性物質を除去するための空気浄化フィルターが設置されていれば望ま

しかったとはいえるが，そうでなかったからといって，直ちにオフサイト

センターの指定の要件を欠くような違法な状態であったとはいえない。」

(1 9 1ページ）とし、「防護マスクや防護服等」の整備・管理を行うなど

24 ICRPによれば、 10 OmSv当たり 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 11 5頁）。したがって、 1 0万

人が 5OmSvの被ばくをすれば、 25 0人がん死するものと考えなければなら

なし＼
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の管理措置が行われたから、国賠法上の違法があったとはいえない、とし

た。

2 原判決の問題点

しかし本件における問題は、現地対策本部が、事故直後の住民被ばく防

護のために最も重要な時期であった 3月 11日から 15日にほとんど機能

し得ないまま移転を余儀なくされたということであって、オフサイトセ

ンターの整備義務が尽くされていたかどうかは、オフサイトセンターの

整備状況が、災対法、原災法によって被控訴人国が被災者に対して負う保

護義務の履行として十分なものであったかという観点から検討されなく

てはならない。

現地対策本部は、時々刻々と変化する事故状況を把握し、関係機関と連

絡をとり、速やかに対応すべき部署であり、事故対策の要である。防護服

や防護マスクを装着したままでは、電話を受けたりかけたりすることや

会話をすることすら蕃しく困難であり、防護服や防護マスクを装着した

状態で現地対策本部要員が必要な活動を行うことができないことは、雅

の目にも明らかである。だからこそ、原災法施行規則 16条 7項は、「換気

設備の設置」を明示しているのであって、防護マスクや防護服では、上記

施行規則にいう「換気設備等」に代わるものにはなり得ない。

そして、原判決の鰐定判断は、現実に現地対策本部が大熊町から移転せ

ざるを得ないこととなったことともそぐわない。現実の事故対応の不十

分さやその原因から目を背けた原判決の姿勢は極めて不当である。オフ

サイト整備義務違反は国の重大な過失であり、これにより、控訴人ら被災

者らが事故情報に接近し、被災リスクを知り、適切な避難措置を選択する

権禾I」が侵害され、無用な被ばくを受けたことは明らかである。

第 6 （国賠違法事由⑥）一被控訴人国及び被控訴人県が周辺自治体との間で

SPEEDI計算結果の情報共有を怠り、県民への情報提供が不完全となった違

法

1 原判決の内容

原判決は、「被告国及び被告県による本件情報 2の取扱いが不合理であ

ったとは認められないところ，このことを踏まえると，被告国及び被告県

において，上記第 1の 3(3)で認定した SPEEDIによる予測計算結果の公表

とは別に，本件原発事故直後に福島第一原発の周辺自治体との間で

SPEEDIによる予測計算結果についで情報共有を行わなかったとしても，

本件国賠控訴人らに対する関係で国賠法 1条 1項の適月上違法があった
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とはいえない。」 (19 3ページ）と判示した。

2 原判決の問題点

(1) SPEEDI情報の隠匿は違法であること

しかし、すでに前記第 1（国賠違法事由①）について詳述したとおり、

SPEEDI情報は放出漂情報が取得できないで計算された結果であるから

公開しなかったとしても不合理とはいえない、とした判断自体が誤り

であるから、前記のような鰐定は成り立たない。

(2) 住民への情報提供の問題と、周辺自治体との情報共有の間題は、別

の次元の問題であること（原災法上の連携協力義務等の違反があるこ

と）

さらに、住民に対する情報の提供ないし公開と、周辺自治体との間で

の情報共有を全く同一のレベルで議論している点でも原判決は不当で

ある。

すなわち、周辺自治体との間の情報共有は、住民への情報提供の前提

となる事項ではあるが、それに包含されるものではない。

周辺自治体は、地方自治体として、被控訴人国及び同県と同等の立場

で、原子力災害においてその地域住民に対し、その安全を確保すべき責

務を負うものである（原災法 5条、災対法 5条 1項）。そして、原子力

災害に対する対応には特別の知見を要するとの観点から、被控訴人国

は、原災法 4条 1項に「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」とされている。また被控訴人国及び同県は、原災

法 6条により「国、地方公共団体、原子力事業者並びに指定公共機関及

び指定地方公共機関は、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原

子力災害事後対策が円滑に実胞されるよう、相互に連携を図りながら

協力しなければならない」と定められているものである。

「三人よれば文殊の知恵」の替えにもあるとおり、情報は共有・分析

によって一層価値を高めるものである。したがって、被控訴人国、同県

そして周辺自治体の間の情報共有は、それ自体に重要な意義を持ち、前

記原災法 4条 1項にいう国の責務としての「緊急事態応急対策の実施

のために必要な措置」もしくは同法 6条にいう相互の連携協力義務の

履行としても行われるべきものである。
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浪江町の馬場元町長が国会で情報共有の点を鋭く指弾して国側の不

作為を批判していたことは、原審で指摘した（原告準備書面 (77) 1 

1ないし 12ページ）ところであるが、それはまさにこの連携協力義務

の違反と、それによって生じた多くの町民の無用な被ばくという重大

な結果についての責任を問うていたのに他ならない。

上記の周辺自治体との相互協力連携義務違反により、周辺自治体に

伝達すべき放射性物質の拡散状況とその予測に関する情報を伝達せず、

情報共有しなかったことが、国賠控訴人らに無月な被ばくという重大

な損害をもたらした。

原判決は、周辺自治体との情報共有の閲題を矮小化し、周辺自治体が

それ自身として原災法上、地域住民の生命、身体及び財産を保護すべき

責務を負うこと（原災法 5条、災対法 5条 1項）、その履行のためには、

被控訴人国及び同県が保有する、有用な情報は原則として全て周辺自

治体との間で共有される必要があり、被控訴人国や同県が恣意的に共

有する情報の取捨選択ができるというが如き原判決には、重大な誤り

がある。

第 7（国賠違法事由⑧）一被控訴人県が福島県の放射線健康リスクアドバイザ

ーに委嘱した山下俊一氏の発言の違法

1 はじめに 山下発言問題の本質

(1) 控訴人らの主張に関する原判決の誤認

ア 原判決は、控訴人らの主張を、「被告県は本件原発事故後のパニッ

ク防止のために福島県民の被ばくリスクヘの不安を除去する目的か

ら」、山下俊ー教授に、「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」と要約している (193頁）。

イ しかし、控訴人らの主張は、準備書面 74でも詳述したとおり、「被

控訴人県は、本件事故の実態を正確に把握できていないのに、 SPEEDI

等の貴重な情報も県民に提供しないで事故実態を隠蔽し、事故の規

模やリスクを過小化することで県民の不安を鎮静化させ、県民が避

難という被ばく回避の措置を選択することにより「県行政に発生す

るパニック」を恐れ、山下氏に福島安全論を展開させ、県民が避難措

置を選択することがないよう依頼し、止下氏はこれに応えて、科学者

の顔をしながら、意図的に非科学的な福島安全論を説明して回り、当

時福島県民が抱いていた正当な被ばくに対する誓戒心を解き、県民

に無用な被ばくをさせ、デマゴーグ（政治家）としての役割を果たし

た」というものである。
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(2) 山下発言の違法性

ア 災害時、被災者は、行政からの保護を待つだけの受動的な存在では

ない。自己や家族の生命、身体、財産を守るため、自ら情報を収集し、

判断し、行動する能載的な存在である。そして、被災者が正しく判断

し、行厠するためには、正確な情報を迅速することが不可欠であり、

被災者は、国や地方公共団体に対し、「被災者の知る権利」を有する。

このことは、第 1章第 2で詳述した。

イ 福島原発事故は、日本においては初めての原発重大事故だった。事

故発生直後、被災住民に必要だったのは、①福島第一原発の事故の現

在の状況、②事故の進展について今後の見通し、③自分たちの生活環

境が現在どの程度汚染されているかについての情報、④自分たちの

生活環境の汚染について今後の見通し、⑤被ばくによって予想され

る健康被害の有無、程度、⑥被ばく防護の対策及びその要否だった。

そして、山下氏は、福島県民に対して、⑤⑥について「正確な情報」

を提供する役割を担っていた。山下氏は、未曾有の原発災害に遭遇し

た被災者らが正しい選択をするために、⑤⑥について「正確な情報」

を提供する義務があった、

ウ なお、低線量被ばくによる健康リスクという学者の間でも決着の

ついていない問題について、何が「正確な情報」であるかという間題

は存在する。リスクを軽視する多数説と重視する少数説がある場合、

本来的には双方の考え方を説明するのが望ましい。仮に、そこまでは

できなかったしても、科学的に明らかに誤った説明をすることは許

されないし、自分のそれまでの主張と異なる説明をすることも許さ

れないというべきである。

工 したがって、山下氏が、被災者の選択権を事実上奪い、最初から住

民を避難させないことを目的として、科学的に不正確な被ばく安全

諭を述べることは、被災住民の「被災者の知る権利」を侵害する違法

行為である。また、仮に、山下氏の主観的な「目的」を捨象しても、

科学的に不正確な被ばく安全論を述べることは、同様に、「被災者の

知る権利」を侵害する違法行為である。

オ そこで、以下、 2において、山下氏に上記「目的」があったことを

説明し、 3~7において、山下氏の個々の発言毎に、その発言が違法

であることを説明する。

2 山下氏の目的

(1) 山下氏は、従前から、原子力発電によるエネルギー政策を支持する
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ことを公言し、チェルノブイリ原発事故により近隣自治体のみならず

ソ連邦までもが崩壊した事実を直接、体験していることから、本件事故

により、原発や放射能のリスクに関する知識が広がり、県民が避難とい

う被ばく回避措置を選択することにより福島県や日本国が瓦解するこ

とを防ぐこと、さらには福島県をいち早く復興させることが己の使命

と意義づけ、県の依頼に対して、当時の事故状況について正確な情報を

把握・分析しないまま、また、県民にも正確な情報を伝える意識を欠い

たまま、被災者感清を理解しない不謹慎な発言、科学的根拠の乏しい放

言、科学的に不正確な発言、意図的としか思えない放射線リスクに関す

る誤った発言（詐言）を繰り返した。見識のある専門家の被災者の視点

（安全の確保）に立った講演であるなら、およそ、信じがたいシンパシ

ーの乏しい発言を連続させた。このことは、山下氏の講演における次の

発言内容【「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

を恐れて恐布症でいつまでも心配してるということは、復興の大きな

妨げになります。」 (2 0 1 1年 3月 20日いわき市講演）、 「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。」 (2 0 1 1年 5月3日二本松市講演）】に

端的に現れている（甲 C第 9号証）

(2) 山下氏の各地の発言（講演）の意図、目的については、山下氏の原

審での証言が明らかにしている。山下氏は、尋間の最後で、被控訴人国

の代理人からの質間に対し、以下のとおり答えている（尋閲調書 72~

73)。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

証人は、福島県下、クライシス期、ポストクライシス期において、

謂演会の中で復興についてもお話しされていますね。

「はい。」

復興についてお話しされた趣旨について教えていただけますか。

「私たちがチェルノブイリに入ったのは事故後 5年でした。

同時に何が起こったかというと、ソ連が崩壊しました。私がこ

こに来たときに最初に思ったのは、日本の中における原発事

故に対し、どう、対応するか。もちろん、健康リスクも重要で

ずけど、当然、二次的な影聾を及ぼす日本と言う国の在り方、

あるいは今後の復興というのを強く思いました。そのため、恒

に復興を視野にして発言したというふうに思います。」

県民や国民の健康よりも県や国の復興が大切だ、そういう意図

はあったんですか。
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「いいえ、全くありません。」

県民の皆さんに対して何か伝えたいことはあったんでしょうか。

「一番伝えたかったことは、覆水盆に返らず、転禍為福、災い

をいかにして福に変えるかということで、いずれにしまして

も、今、大変な時期にありますし、復興に対しては、かなりの

部分、自己決定が重要な部分になると思います。自助、互助、

公助、我々みたいな者が来る害助、そういうものを総合して、

福島の復興に貢献したいというふうに思ってます。」

復興に貢献したい。その前にまず国民の健康が第一、それがある

んですかね。

「はい。」

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

(3) この証言から、山下氏が、いかなる観点、いかなる立場、いかなる

目的で各講演に臨んだかよく理解できる。尋問者の軌道修正を凶る誘

導尋関が痛々しい程である。山下氏は、放射線防護の専門家として、事

故の不安に揺らぐ県民に、正確な放射線リク情報を伝えようという意

識は微塵もなく、政府のエネルギー政策、福島復興政策に参画、貢献し

たいとの一念しかなかったと言わざるをえない。

原判決は、山下氏の一連の発言を分散し、表層のみとらえ、この判決

に特有の形式輪、便宜論で各発言を擁護している。しかし、山下講演が、

何故、ここまで県民の反感をかったのか、基底にあるものを正面から見

据える深慮がなければ、虚しい言葉並べになるだけである。

3 山下発言① (10 0ミリシーベルト発言）

(1) 事実認定（福島原発事故以前の山下氏自身の発言との矛盾）

ア 原審における控訴人の主張

ここでは次の要証事実の認定が問題となった。

《「何度もお話しますように 10 0ミリシーベルト以下では明らか

に発ガンリスクは起こりません。」 (5月 3日二本松市譜演）など

の山下発言は科学的知見から逸脱したものか》（以下、「要証事実

①」という。）

この点、控訴人らは、要証事実①を裏付ける重要な間接事実とし

て、以下の通り、福島原発事故以前の山下氏自身の発言を主張し

た。この当時既に、山下氏は放射線被ばくによる健康影鬱に関する

専門家として一家をなしており、その主張は学会にも受け入れられ
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ていたから、その内容は、科学的知見と言ってよい。その科学的知

見に山下発言①を当てはめた時、上記山下発言がこれらの科学的知

見からいかに逸脱しているかが一目瞭然である。そして、山下氏

が、自分のそれまでの主張と異なる説明をしたことが明らかであ

る。

① 「被爆体験を踏まえた我が国の役割」 253頁 (20 0 0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 13 7などによる慢性持続［生低線量被ばくの間

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。

② 「放射線の光と影」 2654 3頁左段 (20 0 9年）

（控訴人ら代理人注： CT検査による累積被ばくにおいて）主と

して 20歳未満の人たちで、過剰な放射線を被ばくすると、上旦

~ 1 0 OmSv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末来を守る」 279~10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照会】

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、 2ミリシーベルト程度の自然

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28、学問的には危険性を認め対応を勧めている。

そこで、控訴人は、放射線被ばくによる健康影響に関する科学

的知見として、福島原発事故以前の山下氏自身の発言を要証事実

①を推認する重要な間接事実であることを、原審の審理当初から

25 甲C33号証

26 甲C34号証

27 原告準備書面 (60) 1 2頁下から 5行目以下。

28 「正しく怖がる放射能の話」（長崎文献社）、「長崎醤學會雑誌」（長崎大学）

8 1特集号
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終結に至るまで、くり返し主張してきた（原告準備書面 (5)、

同 (60) 同（ 67)及び最終準備書面）

イ 原判決の誤り

これに対し、原判決は、上記の福島原発事故以前の山下氏自身の発

言という重要な間接事実を全く無視し、要証事実①の事実懇定をし

た。これは間接事実から要証事実を推聰する際に用いる経験則の適

用を誤ったもので、経験則違反と言わざるを得ない。

(2) 事実認定 (LSS 1 3報との矛盾）

ア 原審における控訴人の主張

広島・長崎の原爆被爆生存者寿命調査データ (LSSデータ）を統

計解析した LSSレポートは放射線被ばくによる健康影響に関する

科学的知見として国際的にも最も権威があるとされるが、その中で

福島原発事故前の LSS13報はその要約で、 10 OmSv以下の健康

影響について、次のように述べていた。

「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。」 29

この指摘をむろん山下氏も熟知していた。ところが、山下氏は福島

原発事故直後の講演でこう言った（下線は控訴人代理人）。

「皆様方に是非憶えていただきたいのが、この 10 0 0ミリシーベ

ルト以下で 10 0ミリシーベルトの問で、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。 1 2万人という人々を 60年以上追跡

することによってその結果、一度に 10 0ミリシーベルト浴びると

少し発癌のリスクがあがる、具体的に 10 0 0人被曝をすると 10 

〇ミリシーベルトで 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。 じやあ、 10 0ミ

リシーベルト以下は、 実は、わかりません。 10 0ミリシーベルト

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30)

そこで、控訴人は、この山下発言はLSS 1 3報が示した上記の科

29 甲B5 1号証。

30 丙C1 2号証 2頁12行目以下。
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学的知見から逸脱したものであると主張した（最終準備書面 頁）。

イ 原判決の誤り

これに対し、原判決は、 LSS13報という重要な間接事実を無視

し、要証事実①の事実認定をした。これもまた、間接事実から要証事

実を推認する際に用いる経験則の適用を誤ったもので、経験則違反

と言わざるを得ない。

(3) 法的判断（法律要件該当性の判断）

ア原判決

原判決は、山下発言①を《放射線の健康被害に関する科学的知見に

著しく反する内容であるとか，混乱を避け福島県の経済復興を最優

先課題とする発言と評価することは，相当でない。》と判断し、その

理由により「被告県の放置に違法性がある」とは認められないと判示

した (199~200頁）。

イ 原判決の誤り

仮に百歩譲って、本件山下発言①が「放射線の健康被害に関する科

学的知見に著しく反する内容である」とは認められないとしても、或

いは「混乱を避け福島県の経済復興を最優先課題とする発言」とは認

められないとしても、上記(1)及び(2)より、本件山下発言①が科学的

知見から逸脱したものであることは十分に認定できる。そうだとす

れば、このような認定事実から、「被告県の放置に違法性がある」と

いう判断を導くことが適切である。にもかかわらず、原判決は「科学

的知見に著しく反する内容」や「福島県の経済復興を最優先課題とす

る発言」といった被控訴人県の違法性の重大さ（程度）を裏付ける上

記事実が認定できないという理白をもって、被控訴人県の違法性の

有無の判断を導いた。これは法律要件該当性の判断を誤ったものに

ほかならず、法令適用違反と言わざるを得ない。

(4) なお、山下発言①については、更に重大な閉題がある。

ア 山下発言①は、一見、 ICRP等の国際機関の見解と符合しているよ

うである叫しかし、重大なことは、山下氏は、この「 10 OmSv」を

＂なお、既に公表されていた LSS1 3報では、「匝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」と書かれており

（甲 B第 51号証）、山下氏は当然そのことを知っていたはずであるが、その

ことはひとまず置いておく。
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「年間 10 0 mSv」の趣旨で使っていることである【例えば、「年間の

被ばく線量が 10 0ミリシーベルトを超えると健康被害が懸念され

るという基準は、影響を受けやすい 1歳児を対象に算出したのです。」

という発言。甲 C第9号証5枚目左段の 25~27行目】。

国際機関、例えば ICRPは、「 10 OmSv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 (LNTモデル）が、このモデルの根拠となっている仮説を実証す

る生物学的／疫学的郷見がすぐには得られそうにない」としている

(ICRP 2 0 0 7年勧告(64)(66) 丙B第3号証）が、ここにいう「 1

0 OmSv」とは、生涯の累積線量であって、年間線量ではない。

イ 山下氏が「生涯線量」を「年間線量」にごまかしたのはなぜか。 2

0 1 1年3月20日当時、高線量だった県内各地において【福島市に

おいては、毎時 10 μ, Sv程度を記録していた。単純にこれを年換算

すると、 87. 6mSvとなる。 (10μ,SvX24時X365日＝87.6mSv)】、

発がんリスクが証明されていないレベルを正しく「生涯線量 10 0 

mSv」と言ったのでは、人々を避難させないという目的を達すること

ができない。そこで、その目的を達するため、「生涯線量」を「年間

線量」とごまかしたとしか考えられない。

ゥ ちなみに、山下氏は、証人尋間において、「『年 10 OmSvの被ばく

では発がんリスクは証明されていない』と言ったが、これは、毎年 1

0 OmSvの被ばくをしても証明されないという趣旨ではなく、『最高

1年間で 10 0ミリシーベルトという意味』であると述べ、その前後

の年は被ばくをしないという前提なのかという質問に対しては、そ

れを否定しなかったのである（尋問調書 100~105)。

4 山下発言② (10 0マイクロシーベルト／h発言）

(1) 原判決の判断

ア ここでは、 100μ,Sv/h発言が科学的知見から逸脱したもの

であることは当事者に争いはない。

イ この点、原判決は、県は、福島市の講演の翌日にはHPで発言を町

正したこと、山下氏は 5月3日の二本松市の講演で発言を事実上撤

回していることを根拠に、「国賠法 1条1項の適用上違法があるとは

認められない」とし、「意図的に虚偽を述べて福島県民の放射線に対

する警戒心を解き、大木の住民が福島県外に避難することを回避す

る狙いがあった」との控訴人らの主張を否定した。
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(2) 控訴人らの反輪

原判決の判断は、全く皮相的である。以下詳述する。

ア そもそも山下氏のような専門家が、 10 11 Svと10 0 11 Svを間違

うなどということは有り得ない。更に、この点についての山下氏の発

言及びこれに関連する事実を時系列でみてみれば、そのことはより

はっきりする。（この項の日付はいずれも 20 1 1年）。

（ア） 3月 20日（いわき市講演） （甲 C第 9号証）

「たとえ 20マイクロシーベルトと一時的に上がっても 10 

0パーセント安全です。」 (1枚目左段）

「10 0マイクロシーベルトまでならなければまった＜心配

いりませんので、どうぞ胸張って歩いてください。」 (2枚目右

段）

（イ） 3月21日（福島市講演） （甲 C第9号証）

「科学的に言うと・・・ 10 0マイクロシーベルト1時を越さ

なければ、全く健康に影瞥及ぼしません。ですから、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。昨日もいわき市で答えられました。『いま、

いわき市で外で遊んでいいですか』『どんどん遊んでいい』と答

えました。」 (4枚目右段）

（り） 3月22日（甲 C第 9号証）

福島市がホームページで、 「10 0マイクロシーベルト1時」
は「 10マイクロシーベルト1時」の誤りであると訂正分を載せ

た。 (4枚目左段）

（エ） 4月 1日（飯館杓セミナー） （甲 C第 89号証）

（「現在でも 38 11 Sv/時である。大丈夫なのか。」という質

問に対し）

「11Sv/時であれば、全く問題ない。」

（オ） 5月 3日（二本松市講演） （甲 C第 9号証）

「私の発言にも誤りがあることが分かりました。当時 10 0 

μSvとか、 50 11 Svとか、 10 11 Svとか言うことを私が使って

いたということが分かりました。その根幹は、今、福島は非常事

態であるということが第一の要件であります。平時では、皆さん

3mSvしか浴びない。しかし、非常時では、平時の基準値は適用

しない、ということであります。」 (6枚目右段）

イ 3月 21日当時、福島市の放射線量は、計測地点である県北保健福

祉事務所事務局東側駐車場において、 7~ 8 11 Sv/時を記録していた
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（丙C第 1号証）。計測地点では 10 μ Sv/時を下回っていたとして

も、市内各地では 10 μ Sv/時を超える場所も多数あったことが容易

に想定される。被控訴人県が主張するように、い下氏が正しいと考え

ていたという認識、すなわち 10 μ Sv/時までは安全であると福島市

民に説明すれば、福島市民は、安心するどころか、かえって不安を券

らせ、避難に踏み切る家族を逆に増やすことになっただろう。山下氏

としては、嘘だと分かっていても、 10 0 μ Sv/時安全詮を宣伝する

しかなかったのである。

山下氏は、 4月1日、飯館村において、 38 μ Sv/時が間題ないと

説明している。これも、飯館村民を避難させないためには、そう説明

するしかなかったのである。山下氏は、 3月 22日に福島市がホーム

ページに訂正の記載をしたことを知っていた（山下氏は、証人尋問に

おいて、知らなかった旨の証言をした（調書 134~138)が、福島市

がリスク管理アドバイザーとして招聘した専門家である山下氏の講

演内容の誤りを指摘するのに、本人の承諾をとらない等と言うこと

は有り得ない。）が、それでも、飯館村において上記の説明をしたの

であって、山下氏の強固な意思が窺える。

なお、山下氏は、二本松市の譜演で、過去の自分の発言に誤りがあ

ったことを認めたが、その理由について「言い間違いである」とも「勘

違いである」とも言っていない。山下氏は、 「今福島市が非常事態で

ある」ことが理由であると説明したのである。この説明は、 10 0 

μ Sv/時安全論が意図的に述べられたことを吐露している。山下氏は、

「非常事態」であれば、虚偽の説明も許されると考えていたのである。

5 山下発言③ (「 1mSvで 1個の遺伝子の損傷」発言）

(1) 原審における控訴人の主張

ここでは次の要証事実の認定が問題となった。

《「放射線はエネルギーとして、 1つ覚えてください。 1ミリシーベ

ルトの放射線を浴びると皆様方の組胞の遺伝子の 1個に傷が付きま

す。簡単！」 （3月 21日福島市講演）という山下発言は科学的知見

から逸脱したものか》（以下、要証事実③という）

この点、控訴人は、要証事実③を裏付ける重要な間接事実として、環

境省作成「放射線の基礎知識と健康影響J(B 4号証80頁）の「X線

1ミリグレイ当たり、 1細胞で平均 1か所の遺伝子の 1本鎖切断が起

こる」旨の記載から、実効線量 1ミリグレイ＝ 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り、止下発言③は遺
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伝子の損傷の数を 37兆分の 1に過小評価するものであると主張し

（準備書面 (76・最終） 12 4頁）、止下氏自身も証人尋問においてこ

れが正しいことを認めた（証人詞書 16 6)。すなわち、山下発言③が

科学的知見から逸脱したものであることは山下氏も争いのないもので

あった。

ところが、被控訴人県は山下発言③を含め、上記福島市講演内容を

線々紹介し，それらの発言が「全体としてみると，国際的に合意されて

いる科学的知見に基づき，放射線防護にかかる国際的基準に沿ったも

のであることが明らかである」と主張し（準備書面(18)1 2頁・同 18 

頁），この山下発言の全体的評佃という立場から，「上記講演の①～⑳の

内容を全体としてみれば，科学的根拠に基づく放射線健康リスクの講

演であることは明らかであり，控訴人らは，その一部分のみを捉えて，

殊更に発言の趣旨を曲解するものであり，失当である」（準備書面(18)

14~15頁。以上の下線は控訴人代理人）と反論してきた。

また、被控訴人県は、山下発言④ （ニコニコ発言）についであるが、

山下氏の意図するところや趣旨を汲んで山下発言を理解すれば、「何ら

関題発言とされるものではない」旨の反論をしてきた（準備書面(18)1 

5頁（オ））。

そこで、控訴人は、山下発言の評価方法に関するこれらの論点は今回

の山下氏講演などリスク分析をめぐり専朋家と市民の間で情報提供及

び意見交換をするリスクコミュニケーションの場における重要な基本

問題であり、この重要な基本間題において被控訴人県は誤っていると

反論した（準備書而 (77・最終の補充） 47~51頁）。すなわち、

① 発言内容の判断基準は発信者か受け手か

リスクコミュニケーションの場において，専門家が発した発言が

どのような内容として確定されるべきかについての最終的な判断は，

発信者である専門家が内心においてどのように考え， どのような意

國で発言したかにより決まるのではなく （むろんその点も事情とし

て考慮されるが），本来、この判断は蘭き手である聴衆が発信された

発言をどのように聞き，どのように受け取ったかによって決まる。そ

れは、作品が猥褻か否かの判断が，作品の作者が内心においてどのよ

うに考え，どのように表現したかで決まるのではなく，作品の受け手

である読者が作品をどのように読み，どのように受け取ったかで決

まるのと同様であり (19 5 7年 3月 13日「チャタレー夫人の恋人

事件」最高裁判決参照）。或いは，意思表示の内容の確定が，発信者

の内心における一定の効果を欲する意思（効果意思）で決まるのでは
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なく，効果意思が発表され相手に表示された行為（表示行為）を純粋

に客銅的に観察して決まるのと同様である（我妻栄「新訂民法総則」

（民法講義 I) 〔27 2〕参照）。

従って，山下発言がどのような内容のものとして確定されるべき

かは発信者の山下氏が内心においてどのように考え，どのような意

図で発言したかではなく，聞き手である聴衆が当該発言をどのよう

に聞き， どのように受け取ったかで決まる。

② 発言の全体的評価の可否

①で前述の通り、山下発言がどのような内容のものとして確定さ

れるべきかは発信者の山下氏が内心においてどのように考え，どの

ような意図で発言したかではなく，聞き手である聴衆が当該発言を

どのように聞き，どのように受け取ったかで決まる。ましてや、本件

は原発事故発生直後の重大な緊急事態の下にあり、このような状況

下で、放射能の危険性について専門的知識を持たない聞き手である

一般市民にとって何よりも必要かつ重要なことは，放射能の危険性

について自分が知りたいと思う個別の問題に対する具体的な山下発

言であって，講演の全体的な評価などではない。従って、発信者の専

且月家の側も、聞き手の聴衆が個別具体的な情報を求めて聞きに来て

おり、自身の個別の発言が聴衆からそのように受け取られることを

予め了解して自ら発言することが当然の責務である。そもそもこの

緊急事態の状況下で「山下発言の全体的評価」をするなぞ放射能の危

険［生について素人である一般聴衆に対し不可能を強いること以外の

何ものでもない。

(2) 原判決の誤り

これに対し、原判決は、山下発言③は被ばくの危険性を 37兆分の 1

に過小評価するものであるという控訴人の上記主張は《いささか当を

得ない評価であると言わざるを得ない》と判断し、それを理由にして

「被告県の放置に違法性がある」とは認められないと判示した (20 2 

頁）。

そして、なぜ《いささか当を得ない評価》なのか、その理由として《（山

下氏の）発言の趣旨や前後の文脈を全体的に考慮すれば》を挙げた。し

かし、 (1)①及び②で前述したとおり、この山下発言の評価方法につい

ては控訴人が既に準備書面 (77• 最終の補充）で反餡済みであるにもか

かわらず、原判決は控訴人のこの反論に対して一言も言及することな

く、理由も挙げずに無条件で被控訴人県の主張を支持したものである。
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改めて主張する。すなわち止下発言の評価方法について、発信者であ

る止下氏本人の意図や趣旨を基準にする原判決の考え方及び山下発言

の前後の文脈や全体的評価を基準とする原判決の考え方は誤っており、

正しく、聞き手である聴衆が山下発言③をどのように聞き，どのように

受け取ったかを考え、なおかつ山下発言③を独立した発言として考え

て判断すれば、山下発言③がまさしく被ばくの危険性を 37兆分の 1

に過小評価したものであり、それゆえ、科学的知見に照らし逸脱したも

のであることは明らかである。従って、このような山下発言③を放置し

た被控訴人県が違法であることは免れない。

(3) なお、原判決は、山下発言③は、「 10 OmSv以下の低線量被ばくに

おける確率的影誓についてイメージ的に分かりやすく説明するための

いわば例えとして」説明されたものと判示した (20 1頁下から 5~2

行目）が、確率的影響を説明する方法は、他にいくらでもある。山下発

言③のポイントは、「 1mSvの被ばくによって遺伝子 1個に傷がつく」

と説明することによって、県民に対し、 1mSvの被ばくによる健康影響

を極めて軽いものと印象付けることにある。このことは、 2OmSvの被

ばくによる健康影聾や 10 0 mSvの被ばくによる健康影響を軽く印象

付けることにつながり、 2OmSv安全論や 10 OmSv安全輪を県民に受

け入れさせ、避難の決断を抑制させることにつながるのである。

6 山下発言④ （ニコニコ発言）

(1) 事実認定

ア 原審における控訴人の主張

ここでは次の要証事実の認定が問題となった。

《「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。」 (3月21日福島市講演）というい下発言は

科学的知見から逸脱したものか》（以下、要征事実④という）

この点、控訴人は、人体が放射線を浴びた場合の科学的知見として、

《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

る吟〉を主張した（準備書面 (76・最終） 1 2 5頁）。

32 甲C90号証の 3落合栄一郎「放射能と人体」 19 5頁
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ところが、山下氏は、証人尋間において、《過度な精神的な緊張あ

るいは自律神経の完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》と発言の意図、趣旨を

証言し（証人調書71, 9 1）、これを受け、被控訴人県は山下発言

④について［上記の発言部分は，放射線による影響はリラックスして

いる方が少ないものとなることが凱物実験で分かっていることを伝

える趣旨であり，何ら問題発言とされるものではない」と反論してき

た（準備書而(18)1 5頁（オ））。

そこで、控訴人は、前記 3(1)で前述した通り、リスクコミュニケ

ーションの場において専門家の発言内容を確定するのは受け手の聴

衆であり、聴衆が発信された発言をどのように聞き，どのように受け

取ったかによって決まると次のとおり再反輪した（準備書而 (77• 最

終の補充） 49頁）。

《福島原発事故前まで一般市民の多くは放射線の性質や影響につ

いて殆ど知らなかった。そのことを重々承知していた止下氏は前記

山下発言において，市民に「笑いと放射線の影馨との関係」について

一言も説明することなしに，単に「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。」と発言した。

その結果，この発言を聞いた市民のうち放射線の性質や影響につい

て殆ど知らなかった者は，笑っていれば本当に放射線は自分の所に

やって来ない，避けて通ると受け取ったか，或いは笑っていれば放射

能がやって来ても，笑うことで放射線による人体損傷を防ぐことが

出来ると受け取った可能性が高い》。

従って、このような内容に確定された山下発言④が科学的知見か

ら逸脱したものであることは明らかである。

イ 原判決の誤り

これに対し、原判決は、山下発言④を、発信者の山下氏自身の意図

について、《積極的に誤解を与えようとする意図まではうかがわれ

ず》、この意図をもって《「科学的に前代末聞の虚偽である」と評価す

ることは，必ずしも相当とはいえない。》と判断し、それを理由とし

て「被告県の放置に違法性がある」とは認められないと判示した (2

02~203頁）。

しかし、罰記 5(1)①で前述したとおり、い下発言の内容について

は発信者の止下氏の意図や趣旨を基準に確定してはいけないことを

控訴人は既に準備書而 (77• 最終の補充）で再反論済みであるにもか
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かわらず、原判決は控訴人のこの再反諭に対して一言も言及するこ

となく、理由も挙げずに無条件で被控訴人県の主張を支持したもの

である。

従って、控訴人としては、改めて主張する。すなわち山下発言の評

価方法について、発信者である山下氏本人の意図を基準にする原判

決の考え方は誤っており、主しく、聞き手である聴衆が山下発言④を

どのように聞き，どのように受け取ったかを考えて判断すれば、山下

発言④は笑っていれば本当に放射線は自分の所にやって来ない，避

けて通る，或いは笑っていれば放射能がやって来ても，笑うことで放

射線による人体損傷を防ぐことが出来るというものであり、それゆ

え、これが科学的知見に照らし逸脱したものであることは明らかで

ある。従って、このような山下発言④を放置した被控訴人県が違法で

あることは免れない。

(2) 法的判断（法律要件該当性の判断）

ア原判決

前述の通り、原判決は、山下発言④を、山下氏自身の意図について、

《積極的に誤解を与えようとする意図まではうかがわれず》、この意

図をもって《「科学的に前代未聞の虚偽である」と評価することは，

必ずしも相当とはいえない。》と判断し、それを理由として「被告県

の放置に違法性がある」とは認められないと判示した (202~20

3頁）

イ原判決の誤り

仮に百歩譲って、本件山下発言④の山下氏自身の意図について、

「積極的に誤解を与えようとする意図がある」とは認められないと

しても、或いは「科学的に前代末聞の虚偽である」とは認められない

としても汽上記(1)より、本件山下発言④が科学的知見から逸脱した

ものであることは十分に認定できる。そうだとすれば、このような認

定事実から、「被告県の放置に違法注がある」という判断を導くこと

が適切である。にもかかわらず、原判決は、「積極的に誤解を与えよ

うとする意図」や「前代末聞の虚偽」といった被控訴人県の違法性の

33 なお、控訴人代理人は全員、過去の原発事故（チェルノブイリ事故、スリー

マイル島事故）において、「放射線の影響はニコニコ笑ってる人には来ない」

と発言した科学者がいたとは寡聞にして聞いたことがなく、従って、経験則

上、「前代未聞の発言」と考えるのが合理的である。
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重大さ（程度）を裏付ける上記事実が認定できないという理由をもっ

て、被控訴人県の違法性の有無の判断を導いた。これは法律要件該当

性の判断を誤ったものにほかならず、法令適用違反と言わざるを得

なし＼

(3) ちなみに、山下発言④は、被ばくによる健康影響は、ニコニコやク

ヨクヨという心の持ち方ひとつで何とでもなる程度のものにすぎない

と、これを軽視する心理に県民を誘導することが目的であったと考え

られる。

7 山下発言⑤ （安定ヨウ素剤の服用の有無」発言）

(1) 原審における控訴人の主張

ここでは、安定ヨウ素剤の服用の有無につき、福島原発事故後、山下

氏が 3つの異なる時期・場所で 3通りの異なる説明をしたことについ

て、次の要証事実の認定が聞題となった。

《安定ヨウ素剤の服用の有無についての山下氏の 3つの発言（時期的

不要論・服用基準による不要輪・地理的不要論）は科学的知見から逸脱

したものか》（以下、要証事実⑤という）

この点、控訴人は、一見もっともらしく聞こえる「服用基準に照らし

た不要論」発言にしても、《後の取材に「福島に入ったときにば情報が

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，ありや

あーと」 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。》（準備書面 (76• 最終）

1 2 8頁）と、この発言が科学的知見から逸脱している意味を説明した。

さらに、控訴人は、この発言が科学的知見から逸脱していることを裏

付ける重要な間接事実として、以下の通り、福島原発事故以前の山下氏

自身の発言を主張した。この当時既に、山下氏は放射線被ばくによる健

康影響に関する専門家として一家をなしており、その科学的知見に上

記 3つの服用不要を説く山下発言を当てはめた時、上記山下発言がこ

れらの科学的知見からいかに逸脱しているかが一目瞭然である。

《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
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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プロックし，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。》 34

(2) 原判決の誤り

これに対し、原判決は、上記の福島原発事故以前の山下氏自身の発言

という璽要な間接事実を無視し、要証事実⑤の事実認定を行った。これ

は間接事実から要証事実を推認する際に用いる経験則の適用を誤った

もので、経験則違反と言わざるを褥ない。

第 8 国賠部分の本案のまとめ

以上のとおり、国と県は、①事故前対策を怠ったための情報の「収集と提

供」を遅延させ（オフサイトセンターの撤退、関係機関の相互連絡の不全）、

②事故発生直後の適助な被ばく回避措置を提供せず（安定ヨウ素剤の不配

布）、③住民による避難を抑止するため事故情報を適切に開示せず、あるい

は隠蔽し (SPEEDI、モニタリング結果等）、さらには、④被ばく基準を緩和

し（安易な学校再開通知）、⑤科学的知見を無視した安全情報の拡散する（山

下発言）といった違法行為を連鎖させた。その結果、控訴人らの被災者とし

ての人格権、主権者としての尊厳は全く無視され、本来、回避可能であった

無用な被ばくを負うこととなった

この違法行為の根底には、原発に依存するエネルギー政策が原発の安全

神話を必要とし、行政による規制がこの安全神話に絡めとられていたとい

う事実がある。また、事故後は、原発安全神話に代わる放射能安全神話によ

って行政の怠慢を正当化させようとする空気がある。国や県の個々の不作

為や作為の表層しか見ようとしない原判決に、この今の空気を把握した上

での判断は無理だったのかもしれないが、控訴審においては、是非とも、一

連の違法特為の本質を踏まえた判断を期待する。

第 7章最後に

福島原発事故によって、極島県内外の人々、とりわけ子どもたち及び子ども

を持つ親たちは翻弄されてきた。本件控訴人の中には、今現在も避難中の者、

34甲C34号証「放射線の光と影」 53 7頁左段 1行目
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一旦避難したが帰還した者、避難することなく踏みとどまった者、様々な立場

の者がいるが、いずれも子どもを被ばくから守るためにのたうち回って来た

人たちである。具体的な事情は、それぞれが陳述書を証拠として提出し、一部

の控訴人らは原審で実施された本人尋問で述べているので、是非それらを熟

読していただきたい。

人の生命や健康が災害によって危機に陥ったとき、国や行政が助けてくれ

るものと誰もが信じていた。それが幻想にすぎなかったことを福島県内外の

人たちは思い知った。低線量被ばく、内部被ばくによる健康被害の多くが長い

年月を経て発生するため、人々を広く薄く被ばくさせる政策は、今なお継続し

ている。

低線量被ばく、内部被ばくのリスクを軽視するのは、ヒロシマ・ナガサキで

も、ビキニでも、スリーマイルアイランドでも、チェルノブイリでも行われた。。

それがフクシマでも繰り返された。そこには国際的な原子力推進勢力の力が

働いている。しかし他方、人類は、国際的に人権意識を高め、被災者の権利を

確立し、毒物から人々を守る価値観も浸透してきた。二つの価値観の矛盾は覆

い隠しようがない。

この間題に司法がどのような決着をつけるのか。多くの人々が注視してい

る。原判決のように、控訴人らが提起した問題点を無視するのではなく、一つ

一つの間題点について判断を頂きたい。そして、判断するにあたっては、フク

シマの人たちの苦難、そこからほとばしる叫びに十分耳を傾けることをお願

いしたい。

以上
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