
1 
 

平成２６年（行ウ）第８号ほか 

原告  原告１－１ほか 

被告  国ほか 

準備書面(６７) 

――ＬＳＳ１４報の統計不正問題、その再検証により最良と判明 

したＬＮＴモデル及びその限界―― 

２０１９年 ２月 ８日 

福島地方裁判所民事部 御中         

 

原告ら訴訟代理人   柳 原  敏 夫 

ほか１８名   

目 次 

はじめに ..........................................................................................................................2 

第１、１００ｍＳｖ問題をめぐる統計不正と再検証による最良モデルの判明..3 

１、問題の所在 ..........................................................................................................3 

２、結論 ......................................................................................................................3 

３、理由 ......................................................................................................................4 

(1)、「モデル選択」の未完問題 ..........................................................................4 

(2)、「層別集計」による情報損失問題 ..............................................................8 

(3)、１００ｍＳｖ問題をめぐる統計不正の結論 ..........................................12 

第２、ＬＮＴモデル批判に対する反論 ....................................................................13 

１、問題の所在 ........................................................................................................15 

２、結論 ....................................................................................................................13 

３、理由 ....................................................................................................................14 

第３、ＬＮＴモデルの限界と真の課題 ....................................................................15 

１、問題の所在 ........................................................................................................15 

２、結論 ....................................................................................................................16 

３、理由 ....................................................................................................................16 



2 
 

第４、内部被ばくによる健康影響の統計的解明 ....................................................17 

１、問題の所在 ........................................................................................................17 

２、結論 ....................................................................................................................17 

３、甲Ｂ１５１大瀧ら論文 ....................................................................................17 

(1)、はじめに ......................................................................................................17 

(2)、急性症状と晩発性（後障害）症状 ..........................................................17 

４、小括 ....................................................................................................................24 

第５、結語 ....................................................................................................................25 

 

はじめに 

 本書面は以下の４点について述べる。 

第１、１００ｍＳｖ問題1をめぐる統計不正2と再検証による最良モデルの判明。 

 ＬＳＳ3最新データ（以下、ＬＳＳ１４データという）を統計分析したＬＳＳ

１４報（甲Ｂ７１）は統計解析の手法をめぐって統計不正が疑われており、不

正を除去し適正に再分析すればＬＮＴモデル4が最良のモデルであることが導か

れる、つまり正しい再検証により１００ｍＳｖ問題は決着がついていること。 

第２、ＬＮＴモデル批判に対する反論。 

 「ＬＮＴモデルは仮説にすぎない」という被告国の批判は現代の科学哲学の

常識に照らし、的外れの批判にすぎないこと。 

第３、ＬＮＴモデルの限界。 

                                                 
1 １００ｍＳｖ問題とは、一般に「１００ｍＳｖ以下の被ばく線量で健康影響があるか」と
いう問題だが、厳密には科学的レベルで、被ばく線量と健康影響の関係を問う問題と放射
線防護の政策レベルで被ばく線量と健康影響の関係を問う問題と、次元の異なる２つの問
題があり、両者を混同せずそれぞれ適正に吟味する必要がある（因果関係に事実的因果関
係と法的因果関係があるのと同様である）。 
2 従来、研究不正はねつ造、改ざん、盗用等のケースを指したが、昨今の厚生労働省の統計
不正問題、個人線量データに関する宮崎・早野論文不正問題は、統計や研究の手法をめぐ
る不正を指している、本書面の「統計不正」も統計解析の手法の不正の意味である。 
3 被爆生存者寿命調査（Life Span Study：ＬＳＳ）の略。放射線影響研究所が１９５０年
以降の国勢調査で生存が判明した原爆被爆者を対象としたコホート（固定された調査集団）
を設定し、被爆者の寿命や死因を非被爆対照群のそれらと比較するために行っている疫学
調査。 
4ＬＮＴモデルとは線形モデルのこと。閾値ありの線形モデルと区別するため、閾値なしの
線形モデル（Linear Non-Threshold Model）と英語の頭文字を取ってＬＮＴモデルと呼ん
でいる。 
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 もともと放射線被ばくによる健康影響の原因には人体の外部からの被ばく

（外部被ばく）と人体内部における被ばく（内部被ばく）の２つの類型がある。

ＬＮＴモデルではたとえ低線量被ばくによる影響を解明し得たとしても、あく

までも外部被ばくによる影響にとどまる。ＬＮＴモデルはもう一方の内部被ば

くによる影響の解明まで及ばないこと。 

第４、内部被ばくによる健康影響の統計的解明 

 ＬＮＴモデルの意義と限界を踏まえた上で、内部被ばくによる健康影響につ

いて統計的に明らかにした優れた業績がこれまでに公表されており、これらの

統計的分析によれば、放射線被ばくによる健康被害の主たる要因は内部被ばく

によるものであること、つまり内部被ばくの問題こそ放射線被ばくによる健康

影響の最重要論点であることが明らかにされていること。 

 

第１、１００ｍＳｖ問題をめぐる統計不正と再検証による最良モデルの判明 

１、問題の所在 

広島・長崎の原爆被爆生存者寿命調査データ（ＬＳＳデータ）は、放射線被ば

くによる健康影響評価のための最も重要なデータとされている。それゆえ、「１

００ｍＳｖ以下の被ばくによる健康影響はあるか」と問ういわゆる１００ｍＳ

ｖ問題を解明する上でもＬＳＳデータが最も有力なデータである。ところが、

昨今、国政を揺るがす「統計不正」問題の例に漏れず、その最新データ（以下、

ＬＳＳ１４データという）を統計解析した２０１２年の Report１４（ＬＳＳ１

４報〔甲Ｂ７１〕）に対しても「統計不正」があるのではないか、その結果、Ｌ

ＳＳ１４報のアブストラクト（概要。〔甲Ｂ４３の４〕）の記述も不明確となら

ざるを得ず、紛糾をもたらす結果となったのではないか、という問題が存在す

る。 

 

２、結論 

ＬＳＳ１４報の統計方法には「統計不正」と疑われても仕方ない複数の重大な

問題があり、それを是正した方法でＬＳＳ１４データを再分析すれば、「１００

ｍＳｖ以下の被ばくにより健康影響がある」とするいわゆるＬＮＴモデルが最

良のモデルであることが導かれる。 
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３、理由 

ＬＳＳ１４報には、以下に詳述する通り、少なくとも①「モデル選択」の未完

及び②「層別集計」による情報損失という２つの重大な「統計不正」の問題が

存在する。 

(1)、「モデル選択」の未完問題 

ア、現代統計学の基本問題である「モデル選択」 

 現代の統計学である統計的推測5の目的は、観測されたデータ（標本）に基づ

いて、母集団の特性（傾向）を推測することである。そのため、観測データに

対して、候補にあがった様々なモデルのうち最もあてはまりのよいモデルを選

択するというモデル選択が決定的に重要な問題になることは現代統計学の基本

問題としてつとに知られている（甲Ｂ１４５放送大学テキスト「改訂版統計学」

１０頁以下参照）。  

 「モデル選択」が決定的に重要な問題であることは、例えば、ＬＳＳデータ

に対し閾値なしの線形モデルを選択するのか、それとも閾値ありの線形モデル

かを選択するかは、低線量被ばくによる健康影響の有無をめぐって統計的推測

の結果が正反対になるからである。つまりモデルの選択次第で、統計的推測の

結果はいかようにも変わってしまう。  

 そこで、いかなる規準でもって「モデル選択」を行うのがよいかが、ここで

の問題となる。 

イ、「モデル選択」規準の通説であるＡＩＣ 

 この「モデル選択」規準の問題に対して、重要な貢献をしたのがＬＳＳ１４

報の概要（甲Ｂ４３の４）１１頁にも登場する赤池情報量規準（以下、ＡＩＣ

でという）である。ＡＩＣとは赤池弘次博士が「１９７０年初頭、汎用性と情

報数理的な裏付けをもった、画期的にして実用性の高いモデル選択の規準とし

てＡＩＣを提唱し、データの世界とモデルの世界を結びつける画期的な新しい

                                                 
5 統計学には記述統計と推測統計の２つがあり、前者は例えば身長のデータの平均を出し、
ばらつき（標準偏差）を出し、或いは身長と体重という２つのデータ同士の散布図を作成
し両者の関係（相関関係）を明らかにするといった観測データ自身の特徴を分析し、記述
するもの。後者は観測データ（標本）からそのデータを取り出した集団（母集団）の特性
を推測するもので、前者が「十を聞いて十を知る」ものだとしたら、後者は「一を聞いて
十を知る」ものである。 
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パラダイムを打ち立てることに成功した」世界標準の規準だからである（甲Ｂ

１４６「赤池情報量規準ＡＩＣ」はじめに。甲Ｂ１４６放送大学テキスト「改

訂版統計学」１２頁）。ＡＩＣが「モデル選択」規準として通説的地位を獲得し

た理由の１つが、統計学のモデルを選択する目的を、現在のデータをできるだ

け忠実に記述したり「真の分布」を推定することよりも、将来得られるデータ

をできるだけ精確に予測することにある(予測の視点)として捉え、この予測の視

点を実現する規準を打ち立てたことにある（甲Ｂ１４７小西貞則ほか「情報量

規準」１統計モデリングの考え方１頁以下）。 

 そして、この「予測の視点」を実現したＡＩＣは、驚くべきことに次の単純

な式で表され、この式の値が小さいほどモデルのあてはまりがよいとされる。 

            ＡＩＣ＝－２ＬＬ＋２ｋ 

ここで、ＬＬは対数尤度、ｋはモデルの未知パラメーターの数 

上記の式の１項目（－２ＬＬ）はモデルのあてはまりの悪さを表し、２項目（２

ｋ）はモデルに含まれる未知のパラメーターの数に関する項であり、未知パラ

メーターの数が多いほどあてはまりの悪さを表す。すなわち、より未知パラメ

ーターの少ないシンプルなモデルを選択するという「節約の原理」6に基づくも

のであることを示す。換言すれば「節約の原理」はＡＩＣを支える基本理念で

ある（以上、甲Ｂ１２５濱岡豊「広島・長崎被爆者データの再分析」〔以下、濱

岡論文という〕８７７頁左段参照）。 

 従って、低線量被ばくによる健康影響の有無という現在解明中の問題につい

て、できるだけ精確に予測をすることが重要なテーマであるＬＳＳデータの統

計的解析において、「予測の視点」に立って最良のモデル選択をするＡＩＣを「モ

デル選択」の規準として採用することは言うまでもない。 

ウ、ＬＳＳ１４報のモデル選択 

この点、ＬＳＳ１４報でも、過剰相対リスク7（ＥＲＲ）を推定するために、

                                                 
6 「ある事実を同様に説明できるのであれば仮説の数（またはパラメーターや制約などの数）
は少ないほうが良い」とする原理で、オッカムの剃刀とも言われる（東京大学教養学部統
計学教室「自然科学の統計学」２０５頁参照）。 
7過剰相対リスク(Excess of Relative Risk、ERR)は放射線被ばくの健康影響を表わす方
法の１つで、被ばく者を被ばくしない人に比べたリスクとして示したもの。その求め方
は、被ばく者の絶対リスク A を非被ばく者の絶対リスク A0で割った被ばく者の相対リ
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線量－応答関数のモデルが問題となり、これについて以下の表の通り、６つの

モデルが候補にあがり、これらのうちどれが最良のモデルかを選択する「モデ

ル選択」の問題に直面した。ところが、ＬＳＳ１４報はこのモデル選択に着手

しながら、どうした訳か、最良のモデルが何かを最後まで選択しなかった（そ

の具体的な内容については別紙１の「ＬＳＳ１４報のモデル選択」第１参照）。

なおかつ、不可解極まりないことに、モデル選択の作業を途中でほうり出した

まま、この未完成の統計的推測をＬＳＳ１４報として公表した（甲Ｂ７１）。当

然のこと、この「モデル選択」未完はＬＳＳ１４報のアブストラクト（概要。

甲Ｂ４３の４）にも反映し、そこにはモデル選択されなかった２つのモデル（Ｌ

ＮＴモデルと手動線形スプラインモデル）が断片的に記述され、そのため、こ

の記述の解釈をめぐり﨑山比早子氏の意見書（乙Ｂ７）１２頁とこれを否定す

る１７名連名意見書（乙Ｂ６）８頁イ及びＬＳＳ１４報筆頭著者小笹晃太郎氏

の「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関す

る専門家会議」におけるしどろもどろの証言（乙Ｂ１３）等いわゆるＬＳＳ１

４報解釈をめぐる事態紛糾をもたらした。しかし、この紛糾の原因はもとはと

言えば、ＬＳＳ１４報がモデル選択を最後まで完遂せず、途中でほおり投げた

ことにある。我が国の放射線による健康影響のリスク評価に最も影響を及ぼす

最重要データであるＬＳＳデータに対するこうした「モデル選択」未遂という

ズサン極まりない統計解析は統計学者としておよそ考えられない異常な事態で

ある。 

                                                                                                                                               
スク RR（＝ A÷A0）が被ばくしない人の相対リスク１（＝ A0÷A0）よりどれだけ大
きい（過剰）か、つまり RR ?1として求まる。 
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                     （甲Ｂ１２５濱岡論文８７６頁） 

エ、ＬＳＳデータの再分析（「モデル選択」の再実施） 

 そこで、「モデル選択」未遂事件を起こしたＬＳＳ１４報に代わって、ＬＳＳ

１４データの「モデル選択」を最後まで実施する必要がある。この「モデル選

択」を再実施したのが、前述の濱岡論文（甲Ｂ１２５）８８４頁である。その

再分析の具体的内容は別紙１第２に譲るとして、結論は以下の通りである。 

《AIC、 BIC に基づきモデル選択した結果､ＬＮＴもしくは閾値１mSv 、５mSv、

２０mSv のモデルのあてはまりが同等となった。‥‥「節約の原理」に基づけば、

ＬＮＴを選択することが妥当である》（甲Ｂ１２５濱岡論文冒頭の要約。本文８

８４頁参照） 

 すなわち、ＡＩＣを支える基本理念である「節約の原理」に基づけば、「０

～５ｍＳｖでＥＲＲ＝０」という仮定（制約）を設定している手動閾値モデル

より、このような仮定（制約）を設定していないＬＮＴモデルのほうがシンプ

ルであり、優れている。 
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 そして、濱岡論文によれば、ＬＳＳ１４報のアブストラクトの意味不明の原

因もモデル選択を最後までやらず途中でやめてしまったことにある。「モデル選

択」が未完のためアブストラクトでは、線形モデルに関する記述と手動線形ス

プラインモデルに関する記述が混在したまま記載され、読む者にとってどちら

のモデルで理解したらよいか分からないからである。 

オ、小括 

 以上から、ＬＳＳ１４データに正しく最後まで「モデル選択」を実施すれば、

ＬＮＴモデルが最もあてはまりのよいモデルであると判明しており、低線量被

ばくによる健康影響、いわゆる１００ｍＳｖ問題にとって最も重要なＬＳＳ１

４データについては統計学上、ＬＮＴモデルで基本的に決着がついている。 

 

(2)、「層別集計」による情報損失問題 

ア、層別集計による情報損失の発生 

 一般に、集めた標本データをそのまま統計的推測に利用せず、いくつかのカ

テゴリーに分類し（層別集計）、各カテゴリーの中央値でもって統計的推測を行

うと、元の標本データが有していた情報が失われてしまう（これを「層別集計

による情報損失」という）。  

 例えば、標本データが１から１０までの１０個の整数とすると、この標本デ

ータのばらつき具合を表す指標＝「分散8」を以下のように計算すると９．１７

となる。 しかし、この標本データを１～２、３～４、‥‥と５つのカテゴリに

分類し、１．５、３．５、‥‥９．５と各カテゴリーの中央値に置き換えると、

「分散」の値は８．８９に減少する。 さらに、この標本デーを１～５、６～１

０と２つのカテゴリに分類し、３と８と各カテゴリーの中央値に置き換えると、

「分散」の値はさらに６．９４に減少する。 つまり、カテゴリの区間を大きく

取れば取るほど、標本データのばらつき具合が減少し、元のばらつき具合の情

報が失われる（甲Ｂ１２５濱岡論文８７７右段～８７８頁左段参照）。  

 

不偏分散は、個々のデータの値と平均値の差を二乗した合計をデータの総数－

                                                 
8 ただし、ここでは標本分散の期待値が母分散に一致するように標本分散の算出式に
n/(n-1)をかけた不偏分散を求める。 
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１で割ったものであるから、ここでは次の計算により求める。 

１０個の整数：平均値は５．５だから、 

不偏分散＝１／９×{(１－５．５)２＋(２－５．５}２＋‥‥＋(９－５．５)２＋(１

０－５．５)２}＝９．１７  

５つのカテゴリ：平均値は５．５だから、 

不偏分散＝１／９×{(１．５－５．５)２＋(１．５－５．５)２＋‥‥＋(９．５－

５．５)２＋(９．５－５．５)２}＝８．８９ 

２つのカテゴリ：平均値は５．５だから、 

不偏分散＝１／９×{(３－５．５)２＋(３－５．５)２＋‥‥＋(８－５．５) ２＋(８

－５．５)２}＝６．９４  

 

イ、層別集計による情報損失の問題点 

 問題は、このような情報損失が正しい統計的推測にとってどんな影響を及ぼ

すかである。 

結論を言うと、 仮説検定で、本来なら帰無仮説9が棄却されるべきものが、こ

の情報損失のために、棄却できずに生き残ってしまう、つまり正しい検定がで

きなくなる可能性があることである。 

仮説検定のアイデアは数学の背理法と共通で、証明したい命題が成立しないと

仮定し、その仮定から推論を進めていき矛盾に逢着することで仮定を否定し、

命題を証明するものである。仮説検定ではこれを、標本データから計算して導

かれた統計量の実現値が標本モデルの「棄却域に落ちる」というやり方をとる。

例えば有意水準を５％と設定し、標本モデルが標準正規分布の場合、以下の図

の通り、統計量の実現値が１．９６以上になった場合、棄却域に落ちたとして

仮説が棄却される。他方、統計量の実現値が１．９６以下になると、棄却域に

落ちなくなり、仮説を棄却できなくなる。つまり、一般に統計量の実現値が小

さくなると、棄却域に落ちにくくなる。  

                                                 
9仮説検定で最初に設定する仮説のこと。仮説検定の目的は背理法と同様、最初に設定した
仮説を棄却することにあるので、「無に帰することを目的とした」仮説という意味で、こう
呼ばれている。 
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（山田 剛史/村井 潤一郎「よくわかる心理統計」１１３頁〔ミネルヴァ書房。2004 年 9 月

25 日初版第１刷〕） 

ところで、ＬＳＳ１４報で検定量を求めるｔ値10の式は以下の通りであり（甲

Ｂ１２５濱岡論文８７８頁左段）、 

 

これによると、検定量は線量の分散（Variance）の平行根に比例する。従って、

線量の分散の値が小さくなると、検定量の値も小さくなり、それだけ棄却域に

落ちにくくなる。その結果、元のデータのままなら棄却される仮説検定が、層

別集計したために分散の値が減少し、棄却できなくなるおそれがある（その詳

細は別紙２の「層別集計による情報損失は仮説検定にどのような影響を及ぼす

か」参照）。 つまり正しく統計的推測をすれば仮説を棄却して、対立仮説を採

                                                 
10標本データから計算して導かれる統計量の分布（標本分布）としてｔ分布が適用されると
き、この標本分布図の横軸の値となる統計量のことをｔ値という。 
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用できるのに、層別集計をしたために、それが阻まれる（これを検定力の低下

という）。このような不正なやり方はおよそ統計学者のやることではない。 

ウ、ＬＳＳ１４報における情報損失の具体的問題 

 以上は、観測データの情報損失が仮説検定に及ぼす不正な影響の一般論であ

るが、さらにその具体論についても述べておく。 

濱岡論文は層別集計をオリジナルの２２カテゴリを１１と６つのカテゴリへ

と集計し、ＬＮＴモデルと閾値直接推定モデルで再分析した。その結果が、以

下の表５である。 

 

（甲Ｂ１２５濱岡論文８７９頁） 

上記表５によれば、カテゴリが２２→１１→６と集中されるに従い、イで前述

した通り、データの分散の値が減少し、また線量の係数（傾き）の推定値も小

さくなる。これらの値をイのｔ値の式に代入すれば、ｔ値も小さくなる。その

結果、仮説検定で「棄却域に落ちる」ｔ値が落ちなくなり、棄却できるものが

棄却できなくなるおそれが生じる。つまり検定力の低下をもたらす。 

また、閾値直接推定モデルの閾値について、カテゴリが２２→１１→６と集中

されるに従い、閾値は－２３ｍＧｙ→３ｍＧｙ→３７ｍＧｙと高くなる。つま

り集計の集中により閾値はより高く推定される。言い換えれば、データを集計
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せず、そのまま用いれば、集計で推定される閾値より低い値が推定されること

になる。 

エ、小括 

以上の通り、層別集計による情報損失はデータの分散の値も線量の係数（傾き）

の推定値も小さくし、その結果、ｔ値も小さくし、仮説検定を正しく行う検定

力の低下をもたらすのである。 

  尤も、以上に対し、ＬＳＳ１４のような「個人レベルのデータを層別に集計

して」統計的推測を行うのが放射線疫学の標準的な手順であるという反論が出

るかもしれない。しかし、濱岡論文が指摘する通り、 

《このような手法は計算機のパワーが低い時代には正当化されたが、現在はそ

のような制約は存在しない。個人レベルデータを用いた再分析を行うべきであ

る》（８８７頁左段１８行目以下） 

実際も、マーケティング分野の統計的推測においては、１９８３年以来、個人

レベルデータを用いたロジット・モデルを適用する研究が多く行われるように

なっており（濱岡論文８８７頁注２４）、３０年以上も遅れた分析手法が正当化

される理由は乏しい。 

 

(3)、１００ｍＳｖ問題をめぐる統計不正の結論 

ア、濱岡論文の結論 

以上の通り、ＬＳＳデータの分析の問題点を指摘し、再分析をおこなった濱岡

論文のエッセンスはラストに次の通り述べられている。 

《低線量被曝の影響を評価するには、本研究で指摘した問題点を克服した分析、

つまり個人レベルのデータで、仮説を数式として明示し、全データを用いて推

定し、モデル選択を行うべきである》（８８７頁右段末尾） 

 ところで、ＬＳＳデータの分析の問題はひとりＬＳＳ１４報にとどまらず、

イに述べる通り、放射線被ばくによる健康影響に関する科学的知見とそれに基

づく国の被ばく政策を左右する重大な問題である。 

イ、放射線被ばくによる健康影響に関する科学的知見について被告国の考え方 

被告国は、低線量被ばくの健康影響に関する科学的知見については、１７名連

名の意見書（乙Ｂ６。以下、連名意見書という）に集大成されている旨を主張
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し（被告国第６準備書面第１）、従って、放射線被ばくによる健康影響に関する

科学的知見をどのように獲得するかという問題についても、連名意見書の見解

に従えば、科学的知見に関して形成された国際的合意によることになり、その

国際的合意形成のための仕組みの重要な１つが国連科学委員会（UNCSEAR）

の報告書である（乙Ｂ６。２頁２）11。ところが、その UNCSEAR が放射線被

ばくによる健康影響に関する科学的知見をまとめるにあたって最も重要視して

いるのがＬＳＳデータを分析したＬＳＳ１４報などのレポートである。しかし、

上述した通り、ＬＳＳ１４報には統計的推測にあたって重大な欠陥があり、そ

の欠陥が統計的推測の結論にも欠陥として反映し、このまま科学的知見として

取り入れることは到底不可能である。 

それゆえ、UNCSEA がこのＬＳＳレポートの欠陥に気がつかず取り入れてい

るとしたら、UNCSEAR 報告書も同様の欠陥を帯びざるを得ず、UNCSEAR 報

告書を「合意に達した科学的知見」とする被告国の根拠も失われる。被告国は、

ＬＳＳデータの分析の問題点を直視して、濱岡論文で開示された再分析の妥当

性について、すみやかに深刻かつ真摯な吟味をすべきである。 

 

第２、ＬＮＴモデル批判に対する反論 

１、問題の所在 

 ＬＮＴモデルに対しては被告国などから次の批判が寄せられている。ＬＮＴ

モデルは「仮説」にすぎず、科学的知見ではない、と（被告国第６準備書面第

２）。この批判はあたっているか。 

 

２、結論 

 現代の科学哲学の常識によれば、すべての科学的知見は所詮「仮説」にとど

まるものであって、ニュートンの万有引力の法則、アインシュタインの相対性

理論とてもその例外ではない。それゆえ、ＬＮＴモデルは「仮説」にすぎない

                                                 
11２０１４年１２月公表の「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあ
り方に関する専門家会議 中間取りまとめ」でも、《原爆被爆者等を対象とした約 12 万人の
調査の結果から、100～200mSv（短時間１回の被ばく）より高い被ばく線量では発がんに
よる死亡のリスクが増加することが確認されている[6]。》と後注[6]で UNCSEAR２０１１
年報告書が引用されている。 
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から、科学的知見ではないという批判は的外れと言うほかない。 

 以下、その理由を詳述する。 

 

３、理由 

１８世紀のヒューム12から始まり、２０世紀のポパー13に至る人たちが科学的

真理について問うていることは、次の極めて単純なことである。  

《近代科学は仮説を立て、実験によりその仮説の真理性を証明することだとさ

れるが、だが、実験によって、本当に仮説の真理性を証明することができるだ

ろうか？ 

 或る時点で、或る場所で、或る物質に関する仮説が実験により証明されたと

しても、だからといって、その仮説が、その特定の時間、場所、物質を越えて、

普遍的に、つまり全ての時間、場所、物質において成立するという保証がどこ

にあるのか？  

 全ての時間、場所、物質において同様の実験を実施した上でそう主張するの

ならともかく、特定の実験しか実施しないで、その結果からなぜ普遍的な法則

の成立を主張しうるのか？  

 なぜなら、特定の時点で実験が成功したからといって、その後の将来の時間

の性質が変化するかもしれず（変化しないという保証はどこにもない）、あるい

は、  

特定の空間で実験が成功したからといって、それ以外の空間がすべて均質化さ

れているという保証はなく、ひょっとして、別の場所で、その特定の場所とは

別の性質を帯びているかもしれないのである（帯びていないという保証はどこ

にもない）。 》 

 

                                                 
12デイヴィッド・ヒューム(1711～1776)。イギリス経験論哲学の完成者。それまでの哲学が
自明としていた知の成立過程を源泉から問い、人間本性が確実な知に達することは原理的
に保証されていないと考え、その懐疑論は、全称命題は成り立たず、ついに科学的法則は
慣習的でしかないとした。主著は「人間本性論」 
13カール・ポパー(1902～1994)。ウィーンのユダヤ人家系に生まれる。批判的合理主義の立
場を打ち出し、科学方法論で科学的法則の普遍性は、法則が反証可能なかたちで提起され
ていて、それに対する反証が出てこない限りにおいてあるという「反証可能性」を打ち出
した。２０世紀最大の哲学者とも評される。主著は「探求の論理」 
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 ヒュームのこうした懐疑は別に荒唐無稽なことではない。事実、近代科学の

最大の成功とされるニュートンの万有引力の法則すら、２０世紀に至り、マク

ロとミクロの空間では妥当しないことが判明し、別の法則（量子力学、相対性

理論）に取って代わった。  

 すわなち、仮説を立て、実験によりその仮説の真理性を検証するという近代

科学において、全ての科学的知見はどんなに実験的裏付けを得られたとしても、

依然「仮説」という性格を帯びざるを得ず、その性格を否定し去ることは不可

能である（※１）。  

このことをカール・ポパーは「科学上の学説はそれに対する反証がないかぎり、

暫定的に真理であるとみなされるという仮説にとどまる」と言った（甲Ｂ１４

８カール・ポパー「果てしなき探究」甲Ｂ１４９飯田隆「哲学の歴史第 11 巻論

理・数学・言語【20 世紀】」）。  

これに従えば、ＬＳＳ１４データに対して最も当てはまりがよいと判定された

ＬＮＴモデルについて、次の命題が成立する。  

「ＬＮＴモデルは、それに対する反証がないかぎり、暫定的に真理であるとみ

なされるという仮説にとどまる」  

 以上から、「ＬＮＴモデルは『仮説』にすぎず、科学的知見ではない」という

批判は的外れというほかない。  

 

（※１）近代科学の方法は限られた事例の実験から普遍的な命題を導き出すこ

とである。これを論理学の概念で説明すると、単称命題（有限な事例）｛あるＳ

はＰである」から、全称命題（普遍的命題）｛すべてのＳはＰである」を引き出

すことである。しかし、それは不可能である。なぜなら、すべてのＳという要

素を検証することはできないからである（甲Ｂ１５０柄谷行人「トランスクリ

ティーク」７１頁）。 

 

第３、ＬＮＴモデルの限界と真の課題 

１、問題の所在 

 もともと放射線被ばくによる健康影響の原因には人体の外部からの被ばく

（外部被ばく）と人体内部における被ばく（内部被ばく）の２つの類型がある。
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ＬＮＴモデルではたとえ低線量被ばくによる健康影響を解明し得たとしても、

あくまでも外部被ばくによる影響にとどまり、もう一方の内部被ばくによる影

響の解明まで及ばないのではないか。 

 つまり、ＬＮＴモデルの射程距離は外部被ばくの類型にとどまり、内部被ば

くの類型まで及ばないのではないか。 

 

２、結論 

 その通りであり、ＬＮＴモデルの射程距離は内部被ばくの類型まで及ばない。 

 

３、理由 

ＬＮＴモデルの当てはまりのよさが問題となったＬＳＳデータにおいて、最も

重要な情報である「被曝量」を推定するため被爆者の被爆位置と遮蔽情報の把

握に努めているが、これは被爆者がどれくらいの初期放射線を浴びたかを推定

するためである。すなわち、ここで問うている被ばくはいわゆる「ピカ」とい

う初期放射線の線量であり、外部被ばくを問題にしている。従って、ＬＳＳデ

ータに対する当てはまりのよさが問題となったＬＮＴモデルも外部被ばくによ

る健康影響を解明するものであり、それ以上、内部被ばくによる健康影響にま

で及ばない（この点を指摘した甲Ｂ１５１大瀧慈・大谷敬子「広島原爆被爆者

における健康障害の主要因は放射性微粒子被曝である」（以下大瀧ら論文とい

う）８２６頁左段参照）。 

４、ＬＮＴモデルの限界が示す真の課題 

ＬＮＴモデルが明らかにしようとしているのは低線量による健康被害のうち

「外部被ばく」による健康影響であって、それ自身が重要なものであることは

いくら強調してもし足りないが、にもかかわらず、このモデルが「内部被ばく」

による健康影響について解明するものでないことは、このモデルの限界として

明確にしておく必要がある。そこで、我々は、外部被ばくの１００ｍＳｖ問題

を解決した次に、「内部被ばく」による健康影響という論点と取り組む必要があ

る。なぜなら、「内部被ばく」に踏み込んでこそ、「低線量被ばくによる健康影

響」という問題の全体像に初めて迫ることができ、「内部被ばく」抜きでは、「低

線量被ばくによる健康影響」という問題の核心部分が依然未解明のままである
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からである。 

 

第４、内部被ばくによる健康影響の統計的解明 

１、問題の所在 

 「内部被ばくによる健康影響」については、原爆投下直後、広島で被爆者の救

援にあたった肥田俊太郎医師の次の証言が知られている。 

《（原告代理人注：４０度の）熱がありますから、当然扁桃腺を診るんですよね。

扁桃腺が腫れれば高い熱が出ますからね。そう思って、非常に苦労して被爆者

の口の中を診ますと、医者が自分の顔を被爆者の口に近づけて持って行けない

ほど、もの凄く臭いんですよね。これは、単に口臭があるというような匂いな

んかではなくって、腐敗している匂いなんですね。人間がまだ生きているのに、

何で口の中が腐っていくのかが解らない。》（2012 年 1 月 27 日日本記者クラブ

での「市民と科学者の内部被曝問題研究会」の設立記者会見）  

では、この証言で示された「内部被ばくによる健康影響」について、これまで、

統計的に解明した研究が存在するか。 

 

２、結論 

 既に優れた研究が公表されており、その代表的なものの１つとして、甲Ｂ１

５１大瀧ら論文を紹介する。 

 

３、甲Ｂ１５１大瀧ら論文 

(1)、はじめに 

 外部被ばくと同様、「内部被ばくによる健康影響」の「健康影響」の態様にも、

被ばく直後に発症する急性症状と長い潜伏期間を経て発症する晩発性（後障害）

症状の２つの類型がある。以下、両者を区別して論じる。 

 

(2)、急性症状と晩発性（後障害）症状 

 雑誌「科学」２０１６年８月号掲載の論文「広島原爆被爆者における健康障

害の主要因は放射性微粒子被曝である」は、広島の原爆被爆者の健康被害の実

態をつぶさに検討する中で、従来の分析手法である初期放射線＝「外部被ばく
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による健康影響」という観点では解明できない矛盾を明らかにし、この矛盾を

解くカギを放射性微粒子の吸飲により体内にもたらされた「内部被ばくによる

健康影響」に見い出し、その観点から「内部被ばくによる健康影響」について

急性症状と晩発性症状の両方の類型を統計的に解明した研究である。 

 以下、順番に解説する。 

①．急性症状 

 大瀧ら論文は、１９５７年に広島市で広島原爆被爆者（直爆者及び入市者）

の被爆直後にみられた急性症状発症と被爆状況について聞き取り調査をした於

保医師が公表したデータに基づき、初期放射線被曝ではなく、残留放射線被曝

と急性症状発症の有無との関係について再分析を行った（８２０～８２１頁）。

この分析により得られた結果が以下の表２である（甲Ｂ１５１。８２２頁）。 

 

大瀧ら論文によると、ここから「③ 原爆直後に市内に入った人は遠くで被爆し

た人ほど高値」（大瀧ら論文８２０頁右段中ほど）が得られた。初期放射線被曝

だけなら遠くで被爆した人ほど値が低くなるのに、ここではそれと正反対の「遠

くで被爆した人ほど値が高くなる」事態が起きたことになる。どのようにして

この結論が得られたか。それは次のようにして得られたものである。 

 表２の結果を今回の回帰分析の以下の式（８２０頁右段１４～２０行目）に

当てはめると、 

ここで、‘dist’は被爆地点の爆心地からの距離（km）、‘outd’は遮蔽状況を表す指示変

数（屋外で被爆：0、 屋内で被爆：1）、‘ent’は中心地（爆心地近傍）への出入りを表

す指示変数（中心地に入った：1、入らなかった：0） 

 

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

p
p

? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
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上記式の４番目の項の (dist 2.0) ent? ?  の影響を表す係数（傾き） 4? の推定

値は表２により０．５であるから、その結果、 4? (dist－2.0)×ent は、中心地に

入った ent=1 の場合のみに dist（被爆地点の爆心地からの距離）が大きければ

大きいほど 1km 当たり０．５ずつ急性症状発症の危険度が増加することを意味

する。 

 

②．晩発性（後障害）症状 

ア、広島大学の被爆者コホート14データに基づく最近の研究結果 

(ｱ)、大瀧ら論文は、広島原爆被爆者のうち、６０歳未満のときに爆心地から２

km 以内で被爆し、1970 年 1 月 1 日時点で広島県内に居住(生存)していた 18181

人(男性 6823 人、女性 11358人)における 1970年～2010 年の期間での固形がん

死亡数と初期被爆線量、被爆距離等のデータを解析し、男女別、被爆時年齢階

級別、被爆距離階級別および被爆地点方向別に、全日本を基準集団とした期待

死亡数、観察対象者の死亡数および両者の比（標準化死亡率。ここではＳＭＲ

と略称）を算出した。それが大瀧ら論文表４（甲Ｂ１５１。８２３～８２４頁）

であり、それを視覚化したのが以下の図４（甲Ｂ１５１。８２５頁）である。 

                                                 
14 疫学用語で、「一定期間にわたって追跡される人の集団」という意味。ある疾患の起こる
可能性がある集団を設定し、一定期間、疾患の罹患や死亡などを観察し追跡を続ける研究
をコホート研究という。 
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(ｲ)、考察 

一見すると、上記図４は観察対象者の初期被爆線量と被爆距離との関係を示

した以下の図３（甲Ｂ１５１大瀧ら論文８２２頁）とおおむね似ているすなわ

ち初期被爆線量とＳＭＲの間に強い関連性があるように見えるかもしれない。 
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しかし、大瀧ら論文は「詳細に観てみるといろいろ両者の距離依存性には大き

な違いが存在していることが判る」と、以下の「注目される違い」を指摘する。 

第１に、図３から被爆距離が 1.2km～1.4km での初期被爆線量（約 700mSv 前後）

は 1.0km～1.2km での初期被爆線量（約 1.5Sv）の約 50%程度となだらかに減少

しているが、これに対し、ＳＭＲの値は図４から、男女ともほぼ全ての被爆時

年齢層において、被爆距離１．２ｋｍ付近まで急激に低下し、それ以降は２．

０ｋｍ付近までほぼ同一の水準で推移している。なぜこれが注目に値するかと

いうと、放射線被曝による発がんの過剰相対リスク（ＥＲＲ）は被曝線量と共

に直線的に増大するというＬＮＴモデルではこのような被曝距離依存性に対し

て図３の初期被爆線量では説明できないからである. 

第２に、ＳＭＲが爆心地を中心としてどのように地理分布をしているかを見る

と、被爆時年齢が１０歳代の男性の場合（図４の②）、爆心地近傍を含めて爆心

地から西側ではＳＭＲの値は被爆距離が遠くなると共に増大し、2.0km の円環付

近に限ってみると、西側の方が東側よりも高い傾向が認められる。これは、Ｓ

ＭＲの値がピカによる初期線量（初期被爆線量）だけでは単純に説明できない

特徴を有していることを物語る15。 

                                                 
15 その後、大瀧氏らは、 多段階発がん数理モデルの適用による解析を行い、 広島原爆被
爆者の固形がん死亡危険度に対しては図４が示した被爆距離に関する折れ線モデルの方が
従来の初期放射線に基づくモデルよりも高い適合度を持つことを明らかにし、初期放射線
以外の遮蔽の影響を受けにくい曝露要因が広島原爆被爆者の固形がん死亡の超過リスクに
大きく影響していることを見出した（大瀧 慈、 大谷敬子、冨田哲治、佐藤裕哉、 原 憲
行、川上秀史、瀧原義弘、 星 正治、佐藤健一: 広島原爆被爆者における固形がん死亡超
過の主要因は初期被爆線量ではない－性別・被爆時年齢階級別の初期線量・被爆距離の説
明力の比較解析－、 広島医学、 69、 369-373、 2016.。甲Ｂ１５２）。 
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(ウ)、小括 

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

を対象にした被爆後の後障害である固形がん死亡の超過危険度の被爆地点依存

性の特徴は、外部被ばくを前提とした初期線量やＬＮＴモデルでは説明できな

いことが明らかとなった。 

 

イ、広島原爆投下当日、広島市内に入市した兵士集団のアンケート調査（2016

年）の検討 

(ｱ)、問題の所在 

広島原爆では被爆距離が 1.9km 以遠の遠距離被爆者や入市者の中から高頻度

で急性症状を発症した。しかし、彼らは全員、急性症状発症の閾値とされてい

る 1Gy の線量に達しない、100mGy未満の被爆線量（初期線量＋残留放射線量）

だった。では、なぜ彼らの多くが急性症状を発症したのか。 

この疑問に答えるため、大瀧氏らは、「放射性微粒子の吸飲による内部被曝がそ

の要因ではないか」という仮説を立て、これを検証するため、２０１６年、原

爆投下当日広島市外で招集され、当日広島市内に入市した陸軍船舶特別幹部候

補生１４２名を対象としたアンケート調査を行った（有効回答者数は６４名）。 

(ｲ)、調査結果と解析 

主な質問項目は、入市した場所および時間、その時の市内の火事や‘粉塵’の

状況、作業した場所、作業内容およびその時の‘粉塵曝露状況、その後の健康

状態である。作業場所および作業中の粉塵曝露の有無により、以下の表７（甲

Ｂ１５１大瀧ら論文８２７頁）の通り、A 群、B 群、C 群、D 群の４群に分け、 

急性症状の発症の有無およびがん罹患既往歴の有無について、A 群を基準（対

照）とする各群のオッズ比16を次のようにして算出した。 

①．ある集団である疾患が起こるリスクを P とするとその疾病に関するその集

団のオッズは次のように表される。 

                                                 
16生命科学等の分野で、ある疾患などへの罹りやすさを２つの群で比較して示す統計学的な
尺度である．オッズ比が１の場合、ある疾患への罹りやすさが両群で同じことを意味し、
１より大きい場合、疾患への罹りやすさが分母の群でより高いこと、１より小さい場合、
分母の群でより低いことを意味する。 
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オッズ＝P／(1－P) 

②．症例の集団（群）と対照の集団（群）との間で、ある疾患への罹りやすさ

を示す尺度であるオッズ比は、両群のオッズの値の比として次のように表され

る。 

オッズ比＝症例群のオッズ／対照群のオッズ 

③．急性症状発症について、例えばＡ群及びＤ群のデータが以下の通りである

とき（ただし、不詳は対象外とした）、Ａ群を基準としたＤ群のオッズ比は次の

計算で導かれる。 

 症状有 症状無 

Ａ群（2km 以遠かつ曝露無） 3 11 

Ｄ群（2km 以内かつ曝露有） 16 5 

Ａ群のオッズ＝3／11 

Ｄ群のオッズ＝16／5 

∴Ａ群を基準としたＤ群のオッズ比＝Ｄ群のオッズ／Ａ群のオッズ＝16/5／

3/11＝16×11／5×3＝11.7‥‥ 

 

 

 

結果は以下の図５および図６（甲Ｂ１５１大瀧ら論文８２７頁）の通りである． 
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爆心地から半径２．０km 以内で作業し、‘粉塵’を浴びた D 群において、急

性症状様の症状の発症危険度やがんの既往歴危険度が対照群である A 群に比べ

てオッズ比（の推定値）として１０倍を超える高い上昇が検出された。 

この結果について、大瀧ら論文は次のような結論を述べている。 

《この解析での標本数は総計で６４例とかなり少数ではあるが、 A 群～D 群の

何れの群も年齢、健康状況、原爆投下当日の行動などの背景要因がほぼ均一な

集団で構成されていることや爆心地近くに入市していても粉塵に非被曝（被曝

関連の記載が無い場合も含む）であった C 群でのオッズ比が何れも３．０未満

であることに留意すれば、この結果は、放射化した微粒子を吸い込んだことに

よる内部被曝による健康影響を如実に示唆しているのではなかろうか．》（甲Ｂ

１５１。８２７頁右段９行目以下） 

 

４、小括 

以上の通り、広島原爆の被爆者の健康障害の原因を統計的に解析した大瀧ら論

文の結論は明快であり、 

そのエッセンスは同論文のラストに次の通り述べられている。 

《これまでに報告されている研究によれば，原爆被爆者のうち遠距離被爆者や

入市者の場合に推定されている放射線量は高々数十 mGy であるということにな

っている。この程度の低線量放射線被曝が，ほんとうに急性症状発症の頻発や

20%近い固形がん死亡超過危険度をもたらしたのであろうか？この疑問に対し

て，我々は，曝露源が微粒子である場合の放射線量が桁違いに過小評価されて
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いることが問題の根源であり，それを適正化すれば，自然に解決できるものと

考えている。特に, 放射線の線種がα線やβ線の電荷を持った粒子線の場合に

は，透過力が弱いために内部被曝の状況では従来法による測定そのものが困難

であったことを付記しておく。‥‥ 

５ 結語 

広島原爆被爆者の急性症状発症状況や固形がん死亡の超過危険度は,初期放射

線だけでは説明できず，残留放射能を含む放射性微粒子の曝露が大きく関与し

ているものと思われる。》（甲Ｂ１５１。８２８頁右段下から１２行目～８２９

頁） 

 

第５、結語 

以上の第１から第４までの検討により、一方で外部被ばくを前提とした低線量

被ばくによる健康影響についてはＬＮＴモデルに基づいて防護対策をとること

が最良であること、他方で、内部被ばくの問題こそ、外部被ばくだけでは説明

し切れない放射線被ばくによる健康影響を解明する最重要論点であることが明

らかにされた。そして、福島原発事故によって放出された放射性セシウムを含

有する不溶性放射性微粒子の内部被ばくがもたらす健康被害の究明はこれから

なのである。行政訴訟原告らが現在の学校環境で教育を受けることについて最

も恐れているのはその点であり、国賠訴訟原告らが無用な被ばくをさせられた

ことによる健康影響について最も懸念し、苦痛を感じているのもその点にある。

裁判所におかれては、内部被ばくの危険性を具体的に追求した原告主張「セシ

ウムボールの危険性」（原告準備書面（４５））、「不溶性放射性微粒子による被

ばくリスク」（同書面（５１））、「土壌に含まれる放射性物質の存在形態」（同書

面（６３））が本裁判の中心論点であることを肝に銘じられたい。 

以 上 

 

  

 



別紙１ 

ＬＳＳ１４報のモデル選択 

 

以下の２つの問題について、濱岡論文に沿って解説する。 

１、ＬＳＳ１４報は「モデル選択」で何をしたか。 

２、ＬＳＳ１４データに「モデル選択」を最後まで実施するとどういう結果になるか。 

 

第１、ＬＳＳ１４報が行った「モデル選択」 

１、本来のモデル選択 

 ＬＳＳ１４報はＬＳＳ１４データに対して、以下のグラフに示した６つの統計的モデル

を候補にあげた。 

①．閾値なし線形モデル（ＬＮＴモデル） 

②．一次＋二次関数モデル（ＬＱモデル） 

③．二次関数モデル（Ｑモデル） 

④．線量をカテゴリーダミー変数を用いて推定するダミー変数モデル 

⑤．閾値を設定して傾きのみを推定する（手動）閾値モデル 

⑥．境界値 d0 の上下で傾きが異なるという（手動）線形スプラインモデル 

 

 

                            （濱岡豊教授の作成による） 

従って、ＬＳＳ１４報が次にやることは、言うまでもなく、この６つのモデルすべてを

「モデル選択」規準に基づき比較検討することである。 
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２、実際の「モデル選択」 

 しかし、ＬＳＳ１４報はこれをしなかった。ＬＳＳ１４報がやったことは下記の表２（濱

岡論文８７６頁）の「適合度の比較」という列の左の「LSS14」に記載の通り、６つのモデル

を次の３つに分けて検討し、そしてそれにとどまった。 

 

 

（甲Ｂ１２５濱岡論文８７６頁） 

 すなわち、ＬＳＳ１４報は｢モデル選択｣について次の検討を行った。 

①．ＬＮＴモデルと二次関数のＱモデルと一次と二次関数の和のＬＱモデルの３つについ

て、尤度比検定1及びＡＩＣ検定を行った。 

②，手動閾値モデルについて、最大尤度の方法により、閾値を１０ｍＧｙずつ増加させて

推定し尤度が最大になるモデルを選択した。 

③．線形スプラインモデルについても②と同様の方法でモデルを選択した。 

 そして、「モデル選択」はここで終わった。肝心の６つのモデルすべてを比較検討し、最

良のモデルを選択するという最終ゴールは踏まなかった。いわば統計的推測は未完にとど

まったのである（しかし、あたかも完結したものであるかのようにＬＳＳ１４報は公表さ

                                                 
1 「モデル選択」規準の１つ。ただし、包含関係にあるモデル同士の間でしか比較できないという限界
があるため、ＬＳＳ１４報では上記の３つのモデル以外では使えない。これに対し、ＡＩＣ、ＢＩＣは
包含関係にないモデル同士でも比較できるという強味がある。 
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れた）。 

 

第２、ＬＳＳ１４データに対する「モデル選択」の再実施 

１、濱岡論文の「モデル選択」の再実施のやり方 

「モデル選択」について濱岡論文がやったことは、ＬＳＳ１４報が候補にあげた６つの

モデルにさらに２つのモデルを追加した計８つのモデルに対して、より確実なモデル選択

を実施するため、「モデル選択」のスタンダードな規準であるＡＩＣのみならず、その改良

版として広く使われているＢＩＣ規準も当てはめて「モデル選択」を実施した。以下が、

その結果（８つのモデルについてＡＩＣ、ＢＩＣの値）の一覧表（濱岡論文８８３頁）で

ある。ＡＩＣ、ＢＩＣともに値が小さいほど、あてはまりがよいことを意味する。 

 

 
                                                   （甲Ｂ１２５濱岡論文８８３頁） 

２、ＡＩＣ、ＢＩＣの値の評価 

では、上記一覧表のＡＩＣ、ＢＩＣの値をどのように評価したらよいか。濱岡論文は次

の２つの観点からこれを評価する。 

①．ＡＩＣの値が１～２以上の差がある場合、有意な差があると考えられる。 

②．ＡＩＣとＢＩＣの両方が小さいことが条件で、仮にＡＩＣがわずかに小さくともＢＩ

Ｃがかなり大きい場合にはモデルとして劣る。上記一覧表でＬＮＴモデルに対する「２Ｇ

ｙで屈折モデル」がこれに該当する。 

 

 以上の観点から、上記一覧表のＡＩＣ、ＢＩＣの値を評価すると次のようになる。 
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(1)、上記②の理由から、「２Ｇｙで屈折モデル」はＬＮＴモデルに劣る。 

(2)、ＡＩＣ、ＢＩＣの値を単純比較すると、ＬＮＴモデルと閾値１、５、１０、２０ｍＧ

ｙとした手動閾値モデルがほぼ同じで、上記①の理由から、閾値５０ｍＧｙとした手動閾

値モデルもこの程度の差なら「有意な差」があるとは言えないので、ＬＮＴモデルと同等

と考えられる。つまり、ＬＮＴモデルと手動閾値１～５０ｍＧｙモデルのあてはまりは同

等である。 

(3)、濱岡論文で新たに追加された「閾値を直接推定するモデル」では、閾値が－２３ｍＧ

ｙとなり、ＡＩＣ、ＢＩＣの値もＬＮＴモデルより大きく、あてはまりは悪かった。 

 以上から、ＡＩＣ、ＢＩＣ規準からは、ＬＮＴモデルと手動閾値１～５０ｍＧｙモデル

の２つが同等のものとして選抜された。残された課題は、この２つのモデルの優劣を判断

することである。 

この点、手動閾値モデルでは、例えば「０～５ｍＳｖでＥＲＲ＝０」という仮定（制約）

を設定している。そこで、ＡＩＣを支える基本理念である「節約の原理」に基づけば、こ

のような仮定（制約）を設定していないＬＮＴモデルが優れている。 

以上から候補にあげた８つのモデルの中では、ＬＮＴモデルが最良である。 

 

３、「モデル選択」を再実施した結果を反映したＬＳＳ１４報完成版 

 以上の再実施して得られた結果を、ＬＳＳ１４報に反映させ完成させたら、どのように

書き改められるべきか。 

 この点、濱岡論文は次の通り、明快に説明した。 

《ＬＳＳ１４報のアブストラクトから（手動）スプラインモデルについての記述は削除し、

線形モデルが最良であることを明示すべきである》（濱岡論文８８４頁）。 

以 上 

 

 



別紙２ 

層別集計による情報損失は仮説検定にどのような影響を及ぼすか。 

→分散の値の減少により統計量の実現値が小さくなり、棄却域に落ちるのも落ちなくなる 
 

１、仮説検定の仕組みを事例検討を通じて解説 

【事例】 

ある工場で製品Ａを製造しているが、従来の製造方法だと製品の重量平均が 53.5kg、標準

偏差が 12.0kg であることが分かっている。 

製品Ａを今回新しい製造方法で製造開始したが、新しい製造方法で製造した製品のうち 20

個を無作為抽出で標本調査したところ、重量平均は 60.0kg であった。 

新しい製造方法は従来の製造方法と比べて製品の重量に差があるといえるだろうか。 

 

【仮説検定の仕組み】 

手順１：帰無仮説と対立仮説を設定 

新旧の製品の平均値に差があるかないかをめぐって、 

帰無仮説：平均値に差はない  

対立仮説：平均値に差はある 

       ↓ 

手順２：「新旧の製品の平均値に差はない」いう帰無仮説に応じた統計量を決定（かつ統計

量の分布も決定） 

(1)、ここでは以下のことを基本的な前提とする。 

母集団が正規分布に従い、なおかつ母分散 s2 が既知の場合、標本平均の集団も分散 s2/ｎ

の正規分布に従うことが知られている。言い換えると標本平均¯x は正規分布 N（μ，s/√n）

に従う。 

次に、標本平均¯x の正規分布を標準化。すると、確率変数（¯x－μ）/s/√n は標準正規分

布 N（０，１）に従う。 

(2)、次に、この確率変数を本題に当てはめる。        

本題では、母平均μは 53.5 kg、母標準偏差 s は 12.0kg、サンプルサイズ nは 20 だから、 

標準正規分布 N（０，１）に従う確率変数を統計量μとして決定すると 

μ＝（¯x－μ）/s/√n＝¯x－53.5／12.0/√20                （１） 

この統計量μの分布（標本分布）は標準正規分布 N（０，１）である。 

       ↓ 

手順３：有意水準αの決定 

 両側検定で５％とする←その意味は、仮説検定を 100 回やったら、そのうち５回は誤っ

て棄却すること。 

       ↓ 

手順４：棄却域の設定 

上記の検定量の実現値が１．９６以上のとき、「５％以下の、偶然には起こり得ないこと

が起きた」（おかしい！）と評価される。 
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       ↓   （山田 剛史/村井 潤一郎「よくわかる心理統計」１１３頁） 

手順５：観測データに基づき、検定量の実現値を計算 

本題で、新しい製造方法で製造した製品の重量平均¯x は 60.0kg だから、これを検定量μ

の式に代入して検定量の実現値を求めると、 

→ μ＝60－53.5／12.0/√20＝２．４３ 

 

下記の確率分布の図で確かめると、この実現値は確かに、斜線の「棄却域に落ちている！」

つまり、 

「５％以下の、偶然には起こり得ないことが起きた」（おかしい！）と評価。 

 

       ↓          （原告ら訴訟代理人の作成による） 

手順６：統計的判断（最終判断） 

検定量の実現値２．４３は≧１．９６を満たす。 

よって、仮説検定の結論は 

帰無仮説を棄却する。 

そして、（当初の目的通り）対立仮説「平均値に差はある」を採択する。 
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２、仮説検定のポイント 

仮説を棄却するかどうかは、観測データに基づき計算された「統計量の実現値」の評価

によって決まる。 

その具体的なやり方は、分布（確率分布）と「統計量の実現値」の１点との比較で決まる。 

つまり、 

現実に得られた「統計量の実現値」という 1 点が統計量の分布（標本分布）のどこに位置

するか、それを確認することによって、その「統計量の実現値」の評価、つまり「有意水

準（例えば５％）以下の、偶然には起こり得ないことが起きた」（おかしい！）と評価する

かどうかが決まる。 

       ↓ 

有意水準を５％とした本件事例では、「統計量の実現値」が１．９６以上のとき、「偶然

には起こり得ないことが起きた」と評価され、帰無仮説が棄却される。つまり「統計量の

実現値」が１．９６未満の時、帰無仮説は棄却されない。 

 では、それは標本平均値がどんな値のときか。それは、３０頁の統計量μの式(1)に標本

平均値を代入して「統計量の実現値」を求め、両者の関係を確認すればよい。すなわち、 

標本平均値が５９のとき「統計量の実現値」は２．０４９となり、 

標本平均値が５８のとき「統計量の実現値」は１．６７７となり、 

標本平均値が５７のとき「統計量の実現値」は１．３０４‥‥ 

つまり、統計量μは標本平均値¯x に比例し、¯x が減少すればμも減少する。その結果、¯x

が５８．７６‥‥以下に減少すると、「統計量の実現値」は１．９６より小さくなり、棄却

域に落ちなくなる。 

        

３、広島・長崎被爆者データの仮説検定のポイント 

上記の仮説検定のポイントは広島・長崎被爆者データの仮説検定においても同様である。 

統計量（ここではｔ値という）を求める以下の式から、線量ｄの分散（Variance）の平方根

に比例する。 

 

従って、線量ｄの分散の値が減少すれば統計量ｔ値も減少し、線量ｄの分散の値が一定

以下に減少すると、本件事案と同様、「統計量の実現値」は棄却域に落ちなくなる。 

問題はいかなる場合に線量ｄの分散の値が減少するかである。ＬＳＳ１４報では、線量

ｄの分散の値の減少が「層別集計」により発生する。つまり、本文８～９頁の例を示した

ように、分散の値は標本調査した線量データをそのまま使用した時より「層別集計」した

時のほうが減少する。その結果、「統計量の実現値」も同様に減少する。そこで、「層別集

計」しなければ「統計量の実現値」が棄却域に落ちたかもしれないのに、「層別集計」した

ために棄却域に落ちなくなる可能性がある。言い換えれば「層別集計」しなければ「放射

線被ばくと健康影響は無関係である」という帰無仮説は棄却され、「放射線被ばくと健康影

響は関係がある」という対立仮説が採択されたかもしれないのに、「層別集計」したために、

帰無仮説が棄却できなくなった可能性がある。つまり、「層別集計」は正しく仮説検定する

確率（検定力・検出力）の低下をもたらしたのである。 
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言うまでもなく、ＬＳＳデータを分析した放影研は、広島・長崎原爆被爆者という無実

の莫大な市民の貴い犠牲の上に獲得された公共的情報である被爆者データに対して適正な

仮説検定を行なうという責務を負っている。にもかかわらず、放射線被ばくによる健康影

響の関係の有無をめぐる仮説検定において、敢えて、「層別集計」により正しく仮説検定す

る確率を低下させたものであり、これを重大な「統計不正」と評されても仕方ない。 

以 上 

 


