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平成 26 年（行ウ）第 8号 安全な場所で教育を受ける権利の確認請求事件ほか 

原告  原告１－１ほか 

被告  国ほか 

準備書面(73) 
２０１９年６月  日 

福島地方裁判所民事部御中 

 

原告ら訴訟代理人                

弁護士  井  戸  謙  一 

ほか１８名 

  

被告国は、第１２準備書面で「低線量被ばくによる健康影響」について、第

１３準備書面で「内部被ばく及びセシウム含有不溶性放射性微粒子」について、

それぞれ原告らの主張に対する反論をした。 

原告らは、これらの主張に対し、なるべく重複を避けつつ、必要な範囲で反

論をするとともに、若干の補充主張をする。 
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【本文】 

第１章 被告国第１２準備書面に対する反論 

第１ 「はじめに」について 

   被告国は、「原告らの主張する『年１mSv 以下の被ばくであっても、無用

な被ばくによる健康影響を心配しないで生活する利益』なるもの」と述べ

ている（同準備書面１頁第１の第２段落）ところ、この部分は、原告らの

子ども達が受けた被ばく量が年１mSv 以下であることを前提にしているよ

うな印象を与え、不適切である。原告らは、子どもらが年１mSv を超える

被ばくをしてきていると考えているが（もっとも、今となっては初期被ば

くを正確に測定することは困難であるため、被告国が求めた県民健康調査

「基本調査」の推計結果を提出しなかった。）、仮に被ばく量が年１mSv を

下回っていたとしても、被ばく量に応じた健康リスクがある以上、無用な

被ばくをさせられたことによる精神的苦痛は、法的保護に値するというの

が原告らの主張である。 

 

第２ 「ＬＮＴモデルの仮説が科学的に実証されていないこと」について 

１ ＬＮＴモデルに関する原告と被告の主張の経緯 

⑴ 被告の主張 

     被告国は、被告国の「第２準備書面」において、「国際的な合意に基

づく科学的な知見によれば、臓器の機能障害等の確定的影響は、特定

の臓器に関するしきい値を超える被ばくがあった場合や、少なくとも

１００ｍＳｖを超えた場合でない限り、認められないと考えられてい

る。」として、「がん発症の確率的影響についても」あたかも１００ｍ

Ｓｖがしきい値であるがごとく説明し、引き続き、「２００７年勧告等
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で述べられているＬＮＴモデルも、飽くまでも科学的な不確かさを補

う観点から、公衆衛生サイドに立った判断として採用されているもの

に過ぎないことが明言されている」（同９頁）と主張していた。 

⑵ 原告の主張 

     これに対して、原告は、原告「準備書面（１９）」において、ＬＳＳ

第１４報その他の根拠を示したうえで（同２頁～）、「現時点では，１

００ｍＳｖ 以下の低線量被ばくにおいても白血病を含むガンのリス

クが存在し，統計的にも有意であることは，もはや科学的に明らかで

あって、争点たり得ない事実である。「放射線による発ガンのリスクは，

１００ミリシーベルト以下の被ばく線量では，他の要因による発ガン

の影響によって隠れてしまう」などというＷＧ報告書記載の事実は、

国際的には到底通用しない議論である。」と反論した（「原告第１９準

備書面」１２頁「結論」）。 

⑶ 争点 

     以上の主張の流れを考えると、「１００ミリシーベルト以下の低線量

の放射線被ばく」に関する原告と被告国の主張に関する争点は、ＬＮ

Ｔモデルについて、①本当に「科学的な根拠」がないのか、そして、

②証明されるべきはしきい値なのか、ＬＮＴモデルなのかという２点

に絞られたのである。 

⑷ 「科学的な根拠」に関する「原告準備書面(37)」 

そこでＬＮＴモデルを採用した理由についてＩＣＲＰから刊行され

た【99 報告】（甲Ｂ９８号証）を検討して、ＬＮＴモデルについて「科

学的な根拠」（上記➀）が存在することを示したのが「原告準備書面(37)」

である。 

詳細な検討内容については同準備書面を参照していただくとして、

要約すると、【99 報告】は、「疫学的考察」から考察を始めて、「低線量

リスクと生物学」、「放射線誘発損傷の細胞影響」、「電離放射線の発が

ん影響」、「不確実性の定量的解析」等、多角的に考察した結果、「大半

の臓器や組織における発がんの線量反応における低線量しきい存在の

主張は支持されないであろう。」とし、「ＬＮＴ理論は、放射線防護と

いう実務的な目的のためには最も思慮深いモデルであることに変わり
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はない。」と結論付けた。 

さらに【99 報告】、【2007 年勧告】を経て、放射線影響研究所（以下

「放影研」）も【LSS14】において、疫学検討を経た結果「ゼロ線量が

最良の閾値推定値」であるとした（「甲Ｂ第４３号証の４」・「甲Ｂ第７

１号の１」１頁）。このように、【99 報告】【LSS14 報】によって、Ｌ

ＮＴモデルは十分な科学的根拠を有することが明確にされ、統計的に

もしきい値はゼロであるとして、ＬＮＴモデルの「科学的な根拠」が

明確にされた。 

⑸ 立証の対象は「しきい値」なのか「ＬＮＴモデル」なのか 

また、被告国は、「疫学調査等に基づき科学的に証明されたものとし

て同仮説を採用したのではなく」（被告国「第６準備書面」５頁３行目）

とか「ＬＮＴモデルの仮説が、科学的に証明された真実として受け入

れられているのではなく」（被告国「第１２準備書面」２頁下から３行

目）と主張する。 

しきい値の存在が証明されるべきなのか、しきい値が無いこと（つ

まりＬＮＴモデル）が証明されるべきなのか？ 被告国は、当初から

一貫して、証明されるべきは「ＬＮＴモデル」であるという立場にあ

る。 

しかし、この点については、原告「準備書面（６８）」の「第 2 証

明すべきは「しきい値の存在」である」において説明したとおり、「低

線量放射線リスクの科学的基盤―現状と課題―」（甲Ｂ１５３【報告

書】）では、証明されるべきはＬＮＴではなく「しきい値の存在」であ

ることが明確にされ、さらに「しきい値の存在」を証明することが不

可能であることも明らかにされているのである。 

にもかかわらず、被告国及び被告国が引用する【連名意見書】（乙Ｂ

６）では、そのことについては全く沈黙しながら、さもＬＮＴ仮説が

統計的に証明されていないということをおうむ返しに繰り返している

だけなのである。 

⑹ 【連名意見書】の内容の信用性は完全に否定される 

【連名意見書】の最後のページには１７人の署名があるが、同署名

の数名と、上記【報告書】（甲Ｂ１５３）を提出した低線量放射線影響
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分科会の名簿（同３５頁）とは数名重なっている。「しきい値」が証明

されるべきなのか、それとも「ＬＮＴモデル」が証明されるべきなの

かは相矛盾する考え方であるから、両方の考え方を支持するというこ

とはあり得ない。にもかかわらず【報告書】（甲Ｂ１５３）と【連名意

見書】との双方に署名するというのは学者としては有り得ない態度と

いうべきである。 

原告「準備書面（６８）」においても指摘したとおり（１３頁⑶）、

１５頁⑷）、「【連名意見書】は、被告国の訴訟対策として作成されたも

のにすぎず、公刊が予定されている文書ではない。【連名意見書】の署

名者には研究者として、その内容について全く責任が生じない類の文

書であり、私的な文書以上のものではない。いくら署名があったとし

ても、署名者には何の責任も発生する余地がない以上、内容の真実性

が担保される余地はない。」（原告「準備書面（６８）」１５頁） 

上記双方に署名が重なっている署名者が学者としての良心を有して

いるとしたら、双方の相互に矛盾する内容を知りながら、双方に署名

することは考えられないから、同人らは【連名意見書】の内容を知ら

ないのに請われるままに署名したに可能性がある。 

そうすると、【連名意見書】が本当に署名のある１７名によって作成

されたのかすら疑わしく、その信用性は完全に否定されなければなら

ない。 

 

２ ＬＮＴモデルの議論は外部被ばくに限定されたものである 

⑴ 「100 ミリシーベルト以下の低線量の放射線被ばく」とは「γ線によ

る外部被ばく」を意味する 

原告「準備書面（６８）」において主張したが、被告国が「100 ミリ

シーベルト以下の低線量の放射線被ばくによる健康への影響は、実証

されているわけではない。」（被告国「第 6 準備書面」4 頁）という場合

の「放射線被ばく」とは、「γ線による外部被ばく」を意味するから、

結局、「100 ミリシーベルト以下の低線量のγ線による放射線外部被ば

くによる健康への影響は、実証されているわけではない。」という主張

を被告国はしていることになる。 
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⑵ 「100 ミリシーベルト以下の低線量の放射線被ばく」には内部被ばく

は考慮されていない 

     このように「100 ミリシーベルト以下の低線量のγ線による放射線外

部被ばくによる健康への影響は、実証されているわけではない。」とい

う場合の１００ミリシーベルト以下の線量には内部被ばくによる被ば

く線量は考慮されていない。したがって、本件の原告らのように、放

射性微粒子等を吸引して内部被ばくした場合を被ばく線量として考慮

するならば、被告国が主張するように、「健康への影響は、実証されて

いるわけではない。」として健康への影響を無視することは底低できな

いのである。 

原告は、内部被ばくを全く考慮しないで外部被ばくに限定した低線

量被ばくの場合であってさえも、しきい値が無い以上、原告らにはが

ん等の発症のリスクが存在するのであるから、内部被ばくを考慮した

場合には、さらに高度なリスクを有することを、再度強調する。 

 

３ 環境省のサイトには適切な記載がある 

環境省のサイトには「放射線による健康障害等に関する統一的な基礎

資料」として「放射線の基礎知識と健康影響」についての文献が掲載さ

れている。これは放射線医学総合研究所が作成したものであるが、その

「３章 放射線による健康障害」の「確率的影響」という項目には次の

ような記述がある。 

「細胞の突然変異で起こる影響は、一つの細胞に突然変異が起こった

としてもそのリスクが増加すると考えられています。突然変異を起こし

た細胞は、ほとんどが修復されたり排除されたりしますが、一部の変異

細胞が生き残り、その子孫細胞に複数の遺伝子突然変異や遺伝子発現レ

ベルの変化が追加的に起こると、がん細胞が生じる可能性が高まります。

がん細胞が増殖すると、臨床的な（身体的症状から、医師が診断する）

がんとして発症します。細胞のがん化は、複数の遺伝子に変異が起こり、

修復されずに蓄積された結果として生じるため、発がん影響を評価する

際には、受けた線量を全て考慮する必要があります。」1 

                                            
1 https://www.env.go.jp/chemi/rhm/kisoshiryo/pdf_h30/2018tk1s03.pdf 

https://www.env.go.jp/chemi/rhm/kisoshiryo/pdf_h30/2018tk1s03.pdf
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上記記述では、たった一つの細胞の突然変異でリスクが増加し、一部

の変異細胞が生き残って、「がん細胞が生じる可能性が高まる。」と明言

している。原告らが言わんとするのは正にそのことである。被告国はＬ

ＮＴモデルを「疫学調査等に基づき科学的に証明されたもの」ではない

と非難するが、環境省のサイトが明言するように、たとえ一つの細胞か

らでもがん細胞が生じる可能性が否定できないのである。そのような可

能性が存在することは明らかであるから、ＩＣＲＰを初めとする国際機

関もがんにはしきい値が無いというＬＮＴモデルを支持しているのであ

る。 

 

第３ 「各種論文に基づいた原告らの主張が誤りであること」について 

１、「「放影研報告書」（ＬＳＳ１４報）に関する主張について」に対する反論  

(1)、被告国の全面的否認（５頁下から９～７行目） 

原告の準備書面（６７）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に対し、被告国は、《ＬＳＳ１４報の正しい解

釈については被告国第６準備書面第３の１(2)で述べた通りであって、原告

らの批判は全く当たらない》（５頁）と全面的に否認または争う。 

 これに対し、以下の通り、反論する。 

ア、取りも直さず被告国の認否は、上記原告主張の中心論点である第１、

３(1)、「モデル選択」の未完問題（４頁５行目以下）すなわち「ＬＳＳ１

４報はモデル選択を最後まで遂行せず、途中で中止した」という主張を

全面的に争うことを意味する。そうだとしたら、原告は上記３(1)で、「Ｌ

ＳＳ１４報はモデル選択を最後まで遂行せず、途中で中止した」という

事実について主張、立証を尽くしたのに対し、被告がこれを全面的に否

認ないしは争う以上、否認の理由である「ＬＳＳ１４報はモデル選択を

最後まで遂行した」という事実をみずから明らかにし、立証する責任が

ある。ところが、被告国は今般提出の第１２準備書面、第１３準備書面

でもその責任を全く果していない。もし上記否認を撤回するのなら格別、

これを今後とも維持したいのであれば、民事訴訟規則第７９条３項に従

い、速やかに否認の理由である「ＬＳＳ１４報はモデル選択を最後まで

遂行した」という事実を明らかにしなければならない。 

イ、言うまでもなく、「モデル選択」は検定、推定の統計的推測にとって

ゴールではなく、あくまでも通過点の作業である。しかし、ひとたび「モ

デル選択」を間違えた時には、それに続く検討過程で得られる結果が本

来のものと違ってしまい、統計的な最終判断も間違った結果をもたらす。
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この意味で、統計的推測の成功を決定するものが「モデル選択」と言わ

れている（甲Ｂ１４６の３赤池弘次「ＡＩＣ」第１編第２章「統計的推

論とモデリング」１８頁冒頭）。従って、「ＬＳＳ１４報はモデル選択を

最後まで遂行せず、途中で中止した」場合、つまり正しい「モデル選択」

が実施されなかった場合には、それに続く検討過程で得られた統計的な

最終判断も間違った結果のものとならざるを得ない。つまり、正しい「モ

デル選択」をしなかった「ＬＳＳ１４報の統計的な最終判断」もまた正

しいものでないことは自明である。それゆえ、ＬＳＳ１４報の筆頭著者

の小笹晃太郎氏が専門家会議に呼ばれ、「ＬＳＳ１４報の統計的な最終判

断」の意味について一生懸命弁明し、被告国も第１２準備書面６～７頁

で引用するが、小笹氏は弁明するのなら、まず第１に「なぜＬＳＳ１４

報はモデル選択を最後まで遂行したと言えるか」について、正面から説

明すべきである。それをせずに、間違った「モデル選択」に基づく「Ｌ

ＳＳ１４報の統計的な最終判断」についてあれこれ解釈したところで、

所詮、論理的、科学的な説明は不可能である。 

ウ、なお、被告国は、原告準備書面（６８）第１の１、同準備書面(１４)

第３の２及び３（１０～１５頁）、同準備書面（１９）第１の１（２頁）

等を根拠にして、原告は《ＬＳＳ１４報を根拠にＬＮＴモデルが科学的

に実証されていると主張している》（５頁下から３行目～６頁１行目）と

主張する。しかし、原告はそのような主張をしていない2。一体、被告国

が根拠として掲げる原告準備書面らのどこに《ＬＳＳ１４報を根拠にＬ

ＮＴモデルが科学的に実証されていると主張している》のか、具体的に

示してもらいたい。これは原告の事実主張を捏造した上で反論に及んだ

ものであり、撤回を求める。 

 

⑵ 小笹晃太郎氏の専門家会議での証言（６頁(2)） 

被告国は、ＬＳＳ１４報の筆頭著者である小笹氏の、「『リスクが有意

となる最低の線量域がゼロ～０．２Ｇｙである』という表現をしますの

で、この表現をそのままゼロ～０，２Ｇｙで有意なのだというように解

釈、誤解される方もおられますが、（中略）その意味しているところは、

０．２Ｇｙ以上でリスクが有意になるとことでございます。」（被告国「第

１２準備書面」６頁下から５行目以下。下線は原告代理人）という発言

を引用する。 

しかし、上記発言はＬＳＳ１４報には記載されていない内容である。

                                            
2 例えば、原告準備書面（６８）第１の１は、内容について全く信用性を欠く【連名意見書】

との対比でＬＳＳ１４報を論じているのであって、それ以上でもそれ以下でもない。 
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上記小笹氏の発言とは異なって、【Beir VII】3（甲４３号証の３の１（翻

訳）．甲４３号証の３の２（英文））は、次のような結論を取っている。 

「一般的に全がん死亡率あるいは白血病に関するリスク評価の大きさは、

BEIR V および最近の UNSCEAR、ICRP の各報告書などの過去の報告

書で報告された評価と大幅には変わっていない。新しいデータと分析は

サンプリングの不確実性を減少させているが、低線量・線量率での被曝

に対するリスク評価に関する不確実性および日本人原爆生存者からアメ

リカ人集団へのリスクの移行に関する不確実性は大きいままである。特

に、部位特異的ながんのリスク評価における不確実性は大きい。」 

「ひとつの図示として、図ＥＳ－１で次のことを示した。線量に対する

固形がんの過剰相対リスク（ERR）評価（性別に関しては平均をとり、

30 歳で被曝し 60 歳に到達した被曝した個人を表すように標準化）であ

る。原爆生存者について線量２．０Ｓｖ．以下で１１の線量区間をとっ

た。挿入された図は白血病に関して線量に対する ERR を表す。この図は

寿命調査コホートによる全般的な線量－応答関係および低線量リスク評

価におけるその関係の役割を伝える。低線量域における線形モデルと線

形－二次モデルとの間の差異が、誤差線と比較して小さいことに留意す

ることは重要である。そのため、これらのモデルの間での差異は、これ

らのモデルから導きだされたリスク評価における不確実性に比較して小

さい。固形がん発症率に関しては、線形－二次モデルで曲線を引いても

統計的に有意な改良にはならなかった。そのため線形モデルが利用され

た。白血病に関しては、線形－二次モデル（図 ES-1 に挿入）の曲線が

線形モデルよりも有意に良くデータに合うので採用された。」（「甲４３号

証の３の１」の２４頁下から１０行目以下。下線は原告代理人）。 

                                            
3 放射線のリスク評価と防護に関する調査・検討するために、米国科学アカデミー（NAS）

の実働部隊である全米研究評議会（NRC）内に設置にされた委員会（名称「電離放射線の

生物影響に関する委員会（BEIR）」が 2005 年に公表した７番目の報告書（表題「低線量被

ばくによる健康リスク」）のこと。原告準備書面⑹２６頁脚注４５参照。 
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【Beir VII】の上記引用の図は、横線が被ばく線量で縦線が過剰相対リ

スクを意味するが、上記の大きい図（固形がん）と大きい図の中の

「Leukemia」（白血病）という文字のある図を比較して論じている。そ

して、白血病の場合は若干下に凸の曲線を描くが（従って低線量では過

剰相対リスクは低い）、固形がんの場合は直線の線形モデルとなるという

意味である。従って、固形がんの場合には過剰相対リスクは線量に直線

的に比例するとして（要するにＬＮＴモデルを意味する。）、ＬＳＳ１４

報がしきい値がゼロであるという意味と同じことをいっているのである。 

ＬＳＳ１４報には、明確に「最小推定線量範囲は０－０．２Ｇｙであ

り、定型的な線量閾値解析では閾値は認められなかった。」（「甲Ｂ第４３

号証」の１枚目。「甲Ｂ第７１号」１頁）と記載されているのにもかかわ

らず、上記小笹氏は、「ゼロ～０，２Ｇｙで有意なのだというように解釈、

誤解される方もおられますが、（中略）その意味しているところは、０．

２Ｇｙ以上でリスクが有意になるとことでございます。」とするが、これ

は【Beir VII】の説明と異なる。 

同じく放影研のデータを分析する【Beir VII】では、「固形がん発症率

に関しては、線形－二次モデルで曲線を引いても統計的に有意な改良に

はならなかった。そのため線形モデルが利用された。」とし、結論として
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「本委員会は、人間における電離放射線被ばくとがんの発生との間にし

きい値なし線量―応答関係が有るという仮説に現在の科学的証拠が合致

しているという結論に達した。」（「甲Ｂ第４３号証の３の１・２６頁「結

論」」）とし、低線量域においても線形モデルが有意だという結論となっ

ているのである。上記小笹氏の説明はＬＳＳ１４報の解釈を誤っている

といわざるを得ない。 

 

２、「スイス自然放射線による小児ガンのリスク研究」（甲Ｂ第７６）に関

する主張について 

(1)、原告準備書面（９）の補充及び訂正 

ア、原告準備書面（９）７頁(2)の３～８行目、 

《外部放射線による累積被ばく１mSv 増加当たりのハザード比は‥‥要

約部分中の「RESULTS」部分）。》 

の冒頭に次の主張を追加する。 

《本研究では、「建物の遮蔽効果により線量が 20％低下すると仮定すると

（UNSCEAR2000）、われわれのデータの累積線量１mSv の違いは、屋

内では 0.8mSv の違いに相当》（甲Ｂ第７６の２．７枚目１１～１３行目）

するので、これを踏まえると表４の第１列目の数値は、次のように読み

替えることになる。》 

 追加の趣旨は、表４のデータを再計算した結果がここの値であること

を明らかにするためである。 

イ、原告準備書面（９）７頁(2)の１４～１５行目、 

《中枢神経系腫瘍（CNStumors）（ＨＲ＝1.99；９５％信頼区間 0.98～

4.05）》 

 これを削除する。その理由は、ハザード比において増加が有意と認め

られるためにはその区間推定の結果である信頼区間の下限が１より大き

いことが必要だからである。 

 

(2)、被告国の第１２準備書面に対する反論 

被告国第１２準備書面の主張の論拠は基本的に連名意見書（乙Ｂ６）に

依拠するものであるので、以下、連名意見書の問題点を指摘する。 

ア、表２の読み間違い 

 「毎時０．１μＳ未満ｖと０．２μＳｖ以上のグループ間」で有意に増

加した疾病について、連名意見書は、本研究の表２を引用して、「全がん」

「白血病」と述べる（１４頁下から９行目）が、間違いである。何故な

ら、表２の「ＡＬＬ＝急性リンパ性白血病」も信頼区間の下限が１より
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大きいからである。 

イ、交絡の読み間違い 

連名意見書は、１１個の変量について、《著者らは、これらの交絡変数

を含めても結果に大きな変化はなかったと述べている》（１５頁１行目。

下線は原告代理人）と述べるが、本研究はその逆である。本研究が述べて

いるのは《考えられる交絡因子の調整を行っても、結果は大きく変化しな

かった》（甲Ｂ第７６の２．６頁７行目。アンダーラインは代理人）であ

り、通常、「交絡因子の調整」とは、例えば年齢が交絡因子と考えられる

とき、年齢層をそろえた集団を対象として観測する、或いは３０代、４０

代と年齢層別にグループを分けて分析する（層別解析）というように、交

絡因子を取り除き、或いは制御して（その意味で「交絡因子を含める」の

反対である）観測・分析することを意味するからである。 

従って、《考えられる交絡因子の調整を行っても、結果は大きく変化し

なかった》と本研究を正しく理解すれば、これでなぜ、《交絡因子の検討

が十分でなかった可能性がある》（１５頁２行目）と主張するのか全く理

解困難である。 

ウ、線量推定の方法 

 連名意見書は、《実際の子どもの居住地ではなく地理的モデルで線量推定

がされており線量推定の精度に問題が見受けられる》（１５頁４～５行目）

と述べる。 

 しかし、昨年来、マスコミでも大きく取り上げられている宮崎真氏と早

野龍五氏の論文「東京電力福島第一原子力発電所事故後５ヶ月から５１ヶ

月までに、伊達市の全市民を対象にした個人の外部被ばく線量測定：（その

１）個人線量と航空機で測定された周辺線量率の比較」――連名意見書の

著者も委員を務める放射線審議会で、空間線量率と実効線量の関係の参考

文献として指定された――これも市民の空間線量率を「市民の居住地では

なく、地理的モデルで線量推定されており、連名意見書の主張は首尾一貫

しない。 

エ、線量率カテゴリーの対象者数について 

 連名意見書は、《線量率 200ｎSv/ｈ以上のの対象者数が２万 2000人弱

と他の線量率カテゴリーの対象者に比して、極端に少ない》（１５頁６～

７行目）と最大６０分の１近いちがいがあることを指摘する。しかし、連

名意見書が推奨してやまないＬＳＳ１４報もまた、線量率カテゴリーの対

象者数の概要は以下の通りであり（実際は２２カテゴリーでより細分化さ

れている）、この概要だけでも最大２００分の１強もちがいがあるのに、
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連名意見書がＬＳＳ１４報のこの点について何も指摘をしないのは首尾一

貫しない。 

 

      （甲Ｂ１２５濱岡豊「広島・長崎被曝者データの再分析」８７６頁） 

 

オ、ＣＴ検査など医療被ばくの影響について、 

 連名意見書は、《ＣＴ検査など医療被ばくの影響が全く考慮されてお

らず》（１５頁５行目）と指摘する。しかし、ＣＴ検査など医療被ばく

の影響が考慮されていないからといってそれが、自然放射線の被ばくに

より発ガンリスクが増加することを疫学的に証明する妨げになるもので

はない。なぜなら、発ガンリスクの増加に影響を与える要因として、自

然放射線の被ばくも医療被ばくも考えられる以上、両方の要因を説明変

数として重回帰分析を行えばより精度の高い回帰分析ができるというだ

けのことであって、自然放射線の被ばくだけを説明変数にした単回帰分

析であっても、その精度を決定係数により定量化することもでき、十分

に意義のある回帰分析ができるからである。連名意見書の批判はいちゃ

もんのレベルである。 

  カ、連名意見書の根本的な問題点１ 

 これまでのまとめの意味を込めて、連名意見書を根拠にする主張自体

が失当である根本的な問題点も指摘しておく。 

    【連名意見書】の内容について信用性が存在しないことについては、

第 2 の１の⑹において述べたとおりであるが、次の事実を補充する。 

   【連名意見書】の最後のページには１７人の署名には種々の肩書が付さ

れているが、その肩書が同意見書の内容を担保する状況にはない。なぜ
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ならば、そもそも１７人は同意見書の内容を知らない可能性が高いから

である。 

文書に署名が要求されるのは、その署名者がその文書を作成したであ

ろうという推定が働くことによって、その署名者が文書の内容を認識し

ているであろうというという推定が働き、その推定が内容の信用性をも

たらすからある。 

ところが、【連名意見書】の署名者と【報告書】（甲Ｂ１５３）のメン

バーとは重なっているのである。これは何を意味するか？ 

【報告書】と【連名意見書】の内容とは、証明されるべき対象という基

本的事項について次のとおり大きな違いがある（原告「準備書面（６８）

参照」）。 

(ｱ) 【報告書】では証明されるべきは「しきい値の存在」であるという前

提で論理を組み立てているが、【連名意見書】の方では、証明されるべ

きは「しきい値の無いこと（すなわち LNT）」が証明される対象である

という間違った前提に立っている。 

(ｲ) 【報告書】では「しきい値の判断の有無は、統計学上の問題を伴わ

ないメカニズム」（同 13 頁 8 行目～）をとおして考察するしかないが、

その考察は「疫学的調査」に限定されないという見解に立つが、一方、

【連名意見書】では統計学上の議論に終始している。 

(ｳ) ICRP の【99 報告】や【2007 年勧告】では、上記の「統計学上の問

題を伴わないメカニズム」として、「低線量リスクと生物学」「放射線誘

発損書の細胞影響」「電離放射線の発がん影響」「不確実性の定量的解析」

等の多角的考察を行って「科学的事実は普遍的なしきいの存在を支持し

ない。」と結論づけているとおり、LNT について科学的根拠を否定する

【連名意見書】の立場とは根本的に異なる立場に立っている。ところが、

ICRP の元委員 3 名が【連名意見書】の署名者に含まれているのである。

学者であるならばあり得ないことであるが、もし説明できるとすれば、

同 3 名は【連名意見書】の内容を知らないまま、署名したということで

ある。 

以上の(ｱ)～(ｳ)を考慮すると、【連名意見書】の署名者はいずれも請

われて署名だけをしたと考えざるを得ず、【連名意見書】の内容は署名

者以外の第 3 者が作成したと考えざるを得ない。ところが、実際に【連

名意見書】を作成した者を、被告国は明らかにしていない、訴訟におい

ては、書証となる書類の作成名義人が明らかにされなければならない。

被告国は、【連名意見書】が誰によって作成されたかについて明らかに

していないのであり、その内容の信用性は否定されなければならない。 
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キ 連名意見書の根本的な問題点２ 

しきい値に関する被告国の主張は、正しい考え方に反している 

(ｱ) しきい値に関する正しい考え方 

      原告が「スイス自然放射線による小児ガンのリスク研究」及び「イ

ギリス自然放射線による小児ガンのリスク研究」を引用して「LNT

モデルの正しさが裏付けられている」と主張したのは（原告「準備

書面（５４）１６・１７頁」次の理由による。 

本来、しきい値に関しては、「しきい値が存在すること」を証明し

なければならないのであって、「しきい値が無いことすなわち LNT」

を証明する必要があるとは考えられていなかった。「原告準備書面

（６８）」においても説明したとおり、「低線量放射線被ばくのリス

ク評価の疫学的方法は「しきい値の存在」を証明することであるか

ら、「しきい値の存在」が立証命題である。帰無仮説は、しきい値が

無いこと、すなわち LNT である。つまり、「しきいの存在」を証明

するために、LNT を帰無仮説として設定し、その LNT が正しいと

いう想定のもとで LNT の P 値を計算するのである。そして、LNT

の P 値がある一定の数値より小さい場合には、その LNT という仮説

を棄却することによって「しきい値の存在」が正しいという評価を

することになる。」のである（原告「準備書面（６８）７頁下から１

１行目以下）。 

本件では被告国が LNT について争っているのであるが、それは

LNT の反対の概念である「しきい値の存在」を主張することを意味

する。したがって、被告国が本来的に、「しきい値の存在」を主張し、

立証・する必要があるのである。つまり、本件において LNT が争点

となる場合には、被告国が「しきい値の存在」についての主張立証

責任があるのである。したがって、被告国が「しきい値の存在」に

ついて主張し立証することができなかった場合には、LNT モデルに

対する反証が成功しなかったものとして、本件訴訟においては、LNT

モデルは正しいものとして認定されるのである。これは、従来から

低線量放射線被ばくに関する国（「低線量放射線影響分科会」）の考

え方の基本であったことは、同分科会が作成した【報告書】（甲 B１

５３号証）においても明らかにされていたし、そのことについては

原告「準備書面（６８）」５頁⑴において詳細に説明した。 

(ｲ) 被告国の主張・立証は崎山氏に対する論難の域を出ないものであ

り、LNT を否定することは不可 

以上の前提で原告が提出した「スイス自然放射線による小児ガン
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のリスク研究」及び「イギリス自然放射線による小児ガンのリスク

研究」についてみると、この研究は、LNT を根拠づけるために提出

されたというよりは、LNT を否定する研究でないことを前提としつ

つ、LNT と整合性が否定されないということを示し、LNT を補強す

るという趣旨で提出されたのである。 

したがって、被告国が、上記の両研究を取り上げる場合には、「崎

山氏が、自説の根拠として取り上げる疫学的調査論文すらまともに

検討しておらず、疫学調査結果を公正・正確に分析、評価する専門

的知見も持ち合わせていないことが容易にうかがわれる」（被告国

「第１２準備書面」１０頁８行目～）とか、「崎山氏はこのような観

点で前記論文を分析、評価できていない。」（被告国「第１２準備書

面」１０頁下から２行目）とか、「スイス国勢調査に基づく…論文を

もって、低線量被ばくの健康影響の考え方についての誤りが明らか

になったとの原告らの主張は誤りである。」（被告国「第１２準備書

面」１２頁（ウ））とか、「イギリス高線量・・・の論文をもって、

自然放射線被ばくによって小児がんが増加したことが実証されたと

する原告らの前記主張や崎山氏の前記証言は誤りである。」（被告国

「第１２準備書面」１６頁（イ））などという抽象的な主張では、「し

きい値の存在」について主張・立証がなされたということができな

いのはもちろんである。したがって、そのような被告国の主張によ

って LNT が否定されたと考えることはできないのである。 

被告国は、「しきい値の存在」を根拠づける等の理由を積極的に立

証する必要があるのであり、崎山氏に対する論難の域を出ない被告

国の主張では、LNT が否定されることはないのである。 

 

３、「イギリス自然放射線被ばくと小児がんのリスク研究」（甲Ｂ第７７）

に関する主張について 

 (1)、症例対照研究のやり方について 

 被告国は、本研究が症例対照研究にもかかわらず、《個々の対象者に質問

調査をしなかったこと》（１４頁６行目）を最大の欠点であるかのように批

判する。 

確かに、１９６１年、サリドマイド問題で症例対照研究を行った西ドイ

ツのレンツ博士の場合なら、サリドマイド服用の有無の事実を調べるため

には、個々の対象者にその質問調査することが不可欠であった。しかし、

本研究の個々の対象者の被ばく線量は、一方で、個々の対象者にその質問

をしたところで分かるはずもなく、他方で、個々の対象者の出生登録によ
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り被ばく線量の情報を推定することが可能であった。この点で質問調査が

不可欠のサリドマイド問題とは状況が異なる。すなわち本研究において、

質問調査が症例対照研究の精度を高めるために有益だったとしても、質問

調査をしなかったからといって統計的推測が不可能になるものではない。 

(2)、交絡因子の調整について  

 被告国は、《本研究では、社会経済状態の尺度以外の交絡因子として考え

られるものについての情報を持っていない》（１４頁２～３行目）と批判す

る。 

しかし、交絡因子として考えられる「感染症」については検討しており、

その結果、いわゆる「多重共線性」の問題が起きないことを指摘しており

（甲Ｂ第７７の２．１０～１１頁）、 また、客観的にも、本研究より２年

後のスイスの自然放射線と小児がんの疫学研究（甲Ｂ第７６）の中で、詳

細な交絡因子の調整をおこない、それらの影響がなかったことが明らかに

なっており、この意味でも問題がない。 

(3)、化学物質の調査 

 被告国は、柴田証言を引用して、《白血病の原因としては、放射線以外に

も化学物質などがありますから、そういうものも調査できていないと》（１

６頁１～2 行目）と批判する。 

 しかし、化学物質の影響が考慮されていないからといってそれが、自然

放射線の被ばくにより発ガンリスクが増加することを疫学的に証明する妨

げになるものではない。なぜなら、発ガンリスクの増加に影響を与える要

因として、自然放射線の被ばく以外に化学物質も考えられるとしたら、両

方の要因を説明変数として重回帰分析を行えばより精度の高い回帰分析が

できるだけのことであって、自然放射線の被ばくだけを説明変数にした単

回帰分析であっても、その精度を決定係数により定量化することもでき、

十分に意義のある回帰分析が可能である。連名意見書の批判はいちゃもん

のレベルである。 

(4)、小児白血病とそれ以外の小児がんとで結果が異なったこと 

 被告国は、本研究の統計的推測が小児白血病とそれ以外の小児がんとで

結果が異なったことに対して、崎山氏がその理由について全く説明してい

ないとか、その理由を検討していないと批判するが、本研究自身がその理

由について説明しており（甲Ｂ第７７の２。８頁）、既にそれで足りたから

である。 

 

４ 「イギリスＣＴ被ばくによる白血病のリスク研究（甲Ｂ第７８）に関

する主張について 
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今回、被告国は、新たに、本研究の再分析をおこなった研究自身に基づ

くのではなく、当該研究をを紹介した「最近のトピックス」というレポー

ト（乙Ｂ２１）に基づいて、本研究の統計的推測の結論に対して、異議を

述べている。 

どうやら、連名意見書だけでは本研究の統計的推測の結論は否定できず、

新たな証拠を探索しているものと思われる。しかし、そのような間接的な

レポートだけでは、果たして、ＣＴ開始前からがんが存在していたこと、

またはその存在が疑われていたことをどういう証拠からどのようにして認

定したのか、これらの具体的な事実及び推論の詳細が全く明らかにされて

おらず、これだけで本研究の統計的推測の結論を軽々に否定することはと

うてい不可能である。被告国は、もし本研究の統計的推測の結論を否定す

るのであれば、本研究の再分析をおこなった研究そのものを取り上げて、

具体的に議論する必要がある。 

また仮に百歩譲って、上記レポート（乙Ｂ２１）の紹介が正しいとして、

本研究で、白血病とＭＤＳの１Ｇｙあたりの過剰相対リスク（ＥＲＲ）は

３６、９５％信頼区間は（５，１２０）と下限が０より大きかったので、

有意が認められたものが、９症例を除いた新たな研究により、過剰相対リ

スク（ＥＲＲ）は１９、９５％信頼区間は（－１２，７９）と０をまたい

だため、有意が認められなかったという。しかし、これは母集団の過剰相

対リスクが９５％の確率で０を超えるとは言えないと言うにとどまり、他

方で、本研究の対象となった１７万人強の標本の過剰相対リスクは１９と

いうプラスの値を示しており、上記標本において、被ばくにより白血病と

ＭＤＳの発症が増加の傾向にあることは否定されない。そして、新たな研

究によっても、脳腫瘍については、母集団の過剰相対リスクは引き続き、

有意が認められており、これと考え合わせれば、今後、標本のサンプルサ

イズを拡大して同様の疫学研究をおこなえば、白血病とＭＤＳについて、

母集団の過剰相対リスクが０を超えることは十分可能である。 

 

第４ 「第４ 福島県県民健康調査の結果に係る原告らの主張に理由がな

いこと」について 

１ UNSCEAR2017年白書による反論 

被告国は、福島県民健康調査の結果について疫学研究をおこない、福

島県における甲状腺がんの多発を証明した津田教授らの論文（甲Ｂ１６

８）に対して、UNSCEAR2017 年白書（乙Ｂ２２。パラグラフ１０８）

を根拠に、福島県民健康調査の結果は《放射線の影響を示唆するもので

はない》と主張している。（被告国第１２準備書面１８頁１～４行目） 
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しかし、第１に、UNSCEAR2017 年白書は、６歳未満の甲状腺がんの

症例が発見されたチェルノブイリ事故との対比で、福島原発事故では《甲

状腺がんの症例について‥‥６歳未満の症例はなかった。》（パラグラフ

１１０）ことを指摘するが、事実は、事故当時４歳児が経過観察中に甲

状腺がんを発症したにも関わらず福島県民健康調査で報告されなかった

のであり（その詳細は原告準備書面（３３）参照）、「６歳未満の症例は

なかった」ことを論拠することは失当である。 

第２に、もともと UNSCEAR は疫学研究など科学研究をみずから独自

に実施する機関ではなく、世界で公表された疫学等の科学研究論文を収

集、評価する機関であり、UNSCEAR2017 年白書も同様の手法で作成さ

れた報告書である。従って、UNSCEAR2017 年白書の意義を正当に評価

するためには、当該白書で紹介された科学研究論文自身を吟味検討する

必要がある。 

この点、UNSCEAR2017 年白書が福島県における甲状腺がんは《放射

線の影響を示唆するものではない》という見解の論拠としている主要な

科学研究論文はパラグラフ１１１で詳しく紹介された福島県内の市町村

の被曝量と甲状腺がんの関係を分析し、有意な地域差が認められなかっ

たことを導いた次の２つの論文（以下、本論文という）である。 

Suzuki, S., S. Suzuki, T. Fukushima et al.Comprehensive survey 

results of childhood thyroid ultrasound examinations in Fukushima in 

the first four years after the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant 

accident. Thyroid 26(6): 843-851 (2016). 

 

Ohira, T., H. Takahashi, S. Yasumura et al.Comparison of childhood 

thyroid cancer prevalence among 3 areas based on external radiation 

dose after the Fukushima Daiichi nuclear power plant accident. 

Medicine 95(35): e4472 (2016). 

 

しかし、本論文は疫学論文として次の基本的な問題がある（甲Ｂ１６

９濱岡豊「福島県における甲状腺検査の諸問題」による ）。 

第１に、地域差があったとしてもそれを検出する確率がどれくらいか

を示す検定力（検出力）において、通常８０％が妥当されているところ、

本論文はいずれも１０％前後という検定力が圧倒的に不足しており、地

域差の有無を論じる資格が備わっていないこと（甲Ｂ１６９．１０９０

頁・１０９２頁）。 

第２に、福島県内の５９市町村を５つ（Suzuki ら論文）、３つ（Ohira
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ら論文）に区分しているが、同じ区分の中に被ばく量の差が大きい市町

村が１つの地域にまとめられていて、区分が不適切であること（甲Ｂ１

６９．１０９１頁・１０９３頁）である。 

従って、本論文を主要な論拠として福島県における甲状腺がんは《放

射線の影響を示唆するものではない》とする UNSCEAR2017 年白書の見

解もまた失当というほかない。 

 

２ 津田教授ら論文（甲Ｂ１６８）の「P＝ID」について 

被告国は、なお書の付言として、津田教授らの論文の「P＝ID」が間違

っていることを２０１７年１月、京都地方裁判所で実施された柴田徳思

氏の証人尋問結果（乙Ｂ１０の１～３。以下、柴田証言という）を引用

しながら縷々主張する。 

しかし、柴田証言に対しては、直後の２０１７年２月、津田教授自身

による反論の意見書（甲Ｂ１７０）が作成、京都地方裁判所に提出され

反論済みであるので、本裁判でも同意見書を提出する。 

 

第５ 「第５ 子どもの放射線に対する感受性についての原告らの主張に

理由がないこと」について 

１ 被告国の主張 

被告国は、原告らの平成３１年２月４日付準備書面（６６）第２の２

（１２）で、原告らが、「被告国は、子どもや妊娠中の女性等の放射線弱

者に対する保護規定の存在については認めながら、福島原発事故直後の

住民に対する保護対策において、放射線弱者に対する保護措置が全くと

られなかったことに対する批判については、認否をしなかった」とし、

この点について「被告国が認否反論できない」と指摘している点につい

て、被告国第 3 準備書面第２の３、同書面第３の 1 においてすでに反論

済みであると主張している。 

 

２ 被告国は、単に防災指針の内容や、その改定の経緯を主張し、防災

指針の合理性を主張しているに過ぎないこと。 

しかし、被告が反論箇所であると指摘する被告国第３準備書面第２は、

「防災指針の策定経過等」（同書面２ページ）を述べたものであり、第２

の３は「避難、屋内退避及び安定ヨウ素剤服用に関する防災指針の定め」
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について述べるに過ぎない。また、同書面第３は、防災指針の指標の合

理性について一般的に説明したに過ぎない。 

防災指針の指標は、放射線に対して感受性の強い子どもに合わせて統

一された安全側に立った指標である、とする被告国の主張について、原

告らは２０１７年１０月１８日付準備書面（４１）で詳細に反論したと

ころである。すなわち、避難の基準とすべき指標は、法令上の一般公衆

の被ばく限度である年間 1mSv とすべきであって、防災指針の定める「５

０mSv」（しかも積算期間の記載はなく、この点について原告らは釈明を

求めた（原告準備書面（４１）３ページ）が、被告国の回答はない）に

よることは不合理であり、このような不合理な基準を成人のみならず子

どもにも適用すべきとする防災指針に合理性はない。 

 

３ 子どもに対しては優先した防護措置をとるべきであったこと 

被告国は、福島第一原発事故当時の防災指針について、上記の通り、

放射線に対して感受性の強い子どもに合わせて統一された指標であって

合理性を有する、としている。しかし、防災指針の定める指標自体が不

合理であることは、上記に述べたとおりであり、すでに原告ら準備書面

（４１）で詳細に述べた。 

被告国も平成１１年９月の防災指針改訂により、「乳幼児・児童・妊婦」

という指標が「見た目には見えなくなった」ことは認めている（被告国

第３準備書面２０ページ）。しかし、放射線に対する感受性には個人差が

あり、とくに年齢による感受性の差異が大きいこと、若年者が発達段階

にありかつ余命が長いことに照らせば、子どもについては優先して防護

措置を取り、避難についても優先させなければならない。そしてそのよ

うに子どもたちの防護措置と避難を地方自治体や周辺住民の協力を得て

優先させることは、決して難しいことではない。子どもを優先すること

に、周囲の大人たちの理解協力を得ることはむしろ容易であろう。とこ

ろが防災指針は、「乳幼児・児童・妊婦」のグループと成人のグループを

一括りにしてしまった結果、子どもへの何らの配慮を求めない内容とな

ってしまった。このこともまた不合理である。 

そして、被告国は、現に子どもたちの高い放射線感受性に配慮した措



23 

 

置を一切取らなかったのであり、本訴訟においても被告国も子どもたち

の被ばくを避けるための配慮をしていないことについて、何の反論もし

ていない。 

 

４ 被告国第１２準備書面１９ページのなお書き部分について 

ところで、被告国は、第１２準備書面１９ページ３行目以下で、「低線

量被ばくでは、年齢層の違いによる発がんリスクの違いは明らかでない」

と述べる。これは、子どもの放射線に対する感受性が高いとする主張を

否認し争う趣旨に見えるので、原告らは準備書面（７２）でその意図に

ついて釈明を求めている。原告らは、被告国の釈明を待って、その上で

必要があればさらに反論する。 

 

第２章 被告国第１３準備書面に対する反論 

第１ 「はじめに」について 

被告国は、原告らのいう「セシウム含有不溶性放射性微粒子」は、原告

ら準備書面(45)の「セシウムボール」をいうと理解されたとのことである（被

告国第１３準備書面 1 頁下から 2 行目～2 頁 2 行目）。 

当初、原告らは、福島原発事故によって環境中に放出された放射性セシ

ウムを含む不溶性の微粒子を表すのに「セシウムボール」という名称を使

ったが、この微粒子には、球形のものもあれば、不整形のものもある（甲

Ｂ第１１８号証 18 頁）一方、「セシウムボール」は気象庁気象研究所の足

立光司氏らが発見した球形の微粒子（甲Ｂ第９６号証の１、２）だけを指

す用法もあることから、その後は、原告らは、「セシウム含有不溶性放射性

微粒子」という名称を使っている。 

 

第２ 被告国の「第２ 内部被ばくの健康リスクの考え方及びセシウム含

有不溶性微粒子摂取の健康リスクについて」に対して 

１ 「内部被ばくの意義等」について 

⑴ 被告の説明 

被告国の「１ 内部被ばくの意義等」においては一般的な説明をし

ているので、ここでは特に内部被ばくについて検討する際の注意点に
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ついて述べる。 

まず、被告国は外部被ばくについて、「地表にある放射性物質や空気

中に浮遊する放射性物質、あるいは衣服や体表面に付いた放射性物質

等から放射線を受けること」であり、内部被ばくとは「放射性物質を

体内に取り込んだ」りした場合であるとし、「一旦放射性物質が体内に

入ると、排泄物として体外に排泄されたり（生物学的半減期）、時間の

経過と共に放射線が弱まるまで、人体は放射線をうけることになる。」

（同２頁下から２行目～）と説明する。そして、「外部被ばくと内部被

ばくは、放射性物質から放射線が体外で発生する（外部被ばく）か体

内で発生するか（内部被ばく）の違いはあれ、体が放射線を受けると

いう点では全く同じである。」（被告国「第１３準備書面」３頁下から

１０行目～）というのである。 

被告国の説明は、一般的な説明に過ぎず当然の意味のことを言って

いるに過ぎない。原告が主張しているのは、外部被ばくも内部被ばく

も放射線を被ばくすること自体は同じであるとして、被ばくの態様及

び被ばく量において決定的な違いがあるということなのである。 

⑵ 原告の主張の補充 

ア 外部被ばくと内部被ばくの違い（その１） 

      外部被ばくという場合の「外部」の意味は、身体の外部を言うの

で、放射性物質は身体から離れている場合である。放射線の強さ（線

量率）をＩ、放射性物質と身体との間の距離をｒ、ｋを定数とする

と、その関係は次の式で表される（甲Ｂ１１号証２７頁））。 

              I＝      ➀式 

      線量率（時間毎の被曝線量を言う）I は、放射性物質と身体との間

の距離の２乗に反比例する。つまり、距離が遠くなっても近くなっ

ても距離の２乗に反比例するのである。したがって、外部被ばくか

ら身を守ろうとするならば、先ず放射性物質から離れて距離を置く

ことが第１である。 

ところが、内部被ばくの場合にこの式を当てはめるとどうなる

か？ 

放射性物質が身体の内部に取り込まれているということは距離が
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ゼロということである。したがって、➀式の分母がゼロということ

になるから、線量率Ｉは数学的には無限大となる。この意味を図で

説明すると以下のとおりである。 

下の図は球を表す。球の中心から球の表面積までの距離がＲa であ

る。 

この中心に放射線を放出する放射性物質の塊がある場合、この放

射性物質の塊から放出される放射線は、球の表面全体に等方的に放

出される。 

この放射性物質が下記の「外部被ばく」の図（甲Ｂ１１号証２８

頁）のように外部に存在する場合には、上記➀式のように距離（球

の半径に相当する）の二乗に反比例する。その距離が大きくなれば

なるほど、中心の塊から放出される放射線が当たる球の表面におい

て、その放射線が当たるところ（点）の密度が小さくなることを意

味する。 

外部被ばくの場合には、被ばくする者は、放射性物質を中心とす

る球の表面積に接する状況で存在すると考えることが出来るから、

その者の被曝線量は、中心となる放射性物質との距離に依存する。

つまり、中心に近くなれば球の表面にまで飛んでくる放射線の当た

る表面積の密度が密になるし、遠くなれば疎になるのである。密度

が密なほど、外部被ばくする場合の被ばく線量が高くなることは当

然である。 

このことを分かりやすく図にしているのが下の図である。この図
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では「浮遊物」（上記説明の中心にある放射性物質の塊を意味する。）

から４本の放射線が放出されている図が描かれている。その４本の 

放射線はある一定の角度を持って飛んでくる。したがって、その

「浮遊物」から離れれば離れるほど４本の放射線相互の間隔は大き 

くなり（したがって密度は疎になる）、被ばく者に当たらない放射

線が出てくるが、反対に、「浮遊物」に近くなればなるほど（放射線 

の当たる表面積の密度が密になる）、４本の放射線の間隔は近くな

り、４本とも被ばく者に命中してしまう。 

 

上の「外部被ばく」の図では、同方向に４本の放射線しか描かれ

ていないが、実は「浮遊物」を中心とした球の表面に等方的に４本

の放射線に限らず無数の放射線が放出されているのである。しかし、

外部被ばくの場合は上の図で描かれているように、その一部（上の

図では４本）にしか被ばくしないのである。ところが、放射線物質

が体内に取り込まれると、放射性物質の周囲は全て体組織であるか

ら、中心の放射性物質から等方的に放出される放射線は全て体組織

に命中する。 
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上の「内部被ばく」の図（甲Ｂ１１号証２８頁）では、放射性物

質から２～３本の放射線が放出されている図が描かれているが、一

定方向ではなく種々の方向に描かれている。「外部被ばく」の図では、

浮遊物から放出されている放射線は一定方向に向かっているが、下

の「内部被ばく」の図では、色々な方向に向かって放出されている

放射線であることが分かる。 

通常、外部被ばくの場合には、色々な状況が想定されるから放射

性物質との距離を確定することは非常に困難であるが、例えば、そ

の距離を１メートルとした場合には、次のように考えることができ

る。 

被ばくする者が放射線物質から１メートル（１００ｃｍ）の距離

にいるということは、半径１メートルの球の表面積の１点に接して

いると考えることができるから、その接点における被ばく量が被ば

く者の外部被ばく線量と見ることができる。 

したがって、半径１メートルの球の表面積は「４π ㎠」（通常単

位は㎠とする。）となるから、被ばく線量は、全放出線量の４π 分

の１となる。すなわち、１２，５６０分の１となる。 

１メートルの距離の場合の外部被ばくは、放射性物質の放射能の

数千の１から１万分の１程度となる。逆にいうと、放射性物質を体
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内に取り込んだ場合には、その影響は、外部被ばくの数千倍から１

万倍程度と考えて良いということである。これが外部被ばくとの関

係で内部被ばくを考えた場合の第 1 の違いである。 

イ 被告の「イ 内部被ばく実効線量の算出について」について（そ

の２） 

      被告国の「第１３準備書面」では、「イ 内部被ばく実効線量の算

出について」という項目で内部被ばくの実効線量について説明する。 

  そして、その中の記述において「それぞれの組織が受ける放射線

量を計算するという作業を経て、すなわち、内部被ばくによる特徴

も十分考慮し、内部被ばくによる影響を検討、評価した上で、公表

されている。」（同８頁本文の下から３行目～）と説明する。 

しかし、この説明は不正確である。原告の「準備書面（５８）」１

２頁「３ 内部被ばくの特徴」において説明したように、ＩＣＲＰ

の考え方は、内部被ばくについては全身の均等被ばくを前提とする

実効線量で規制するという考え方をとっている。したがって、特定

の臓器等の身体内の局部的限定的部分に滞留・沈着した放射性物質

が周辺の組織・細胞に放射線を発射する場合の線量評価はしていな

いのである。 

「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」（平成１２年１

０月２３日科学技術庁告示第５号）１９条では「内部被ばくによる

線量の測定」について規定するが、ここでは「内部被ばくによる実

効線量」に関する規定しか存在しない。同２０条では「実効線量お

よび等価線量の算定」について規定するが、これは外部被ばくに関

する規定である。この規定は、ＩＣＲＰ１９９０年勧告に基づいて

規定された「放射性同位元素等の規制に関する法律」に基づく施行

規則２０条に根拠を置いている。したがって、日本の法制度上内部

被ばくについては、実効線量でのみ規制する立場なのである。した

がって、上記の被告国の「それぞれの組織が受ける放射線量を計算

するという作業を経て、すなわち、内部被ばくによる特徴も十分考

慮し」という意味が、均等被ばく以外の被ばくをも考慮していると
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いう趣旨であるならば、現行法上、それは間違いなのである。4 

ウ 均等被ばくを想定して規定された現行法の実効線量という手法で

は巨大な放射性微粒子からの内部被ばく線量を適正に評価すること

は不可能である（その３） 

      このように、動脈・静脈・毛細血管を通って身体全面に拡散し均

等に被ばくすることを仮定している放射線障害防止法上の実効線量

（預託実効線量）という線量評価方法では、特定の組織・臓器とい

う局部的限定的部位に長期間沈着する巨大な放射性微粒子からの周

辺組織・細胞への被ばく線量を適正かつ適切に評価することは不可

能なのである。このような微粒子は、セシウムで構成された微粒子

という意味で「セシウムボール」と呼ばれている（原告「準備書面

（３１）」5 頁⑵～）。 

このような巨大な放射性微粒子が吸引・経口摂取された場合には、

ある特定の組織・臓器に沈着すると考えざるを得ない。特定の組織・

臓器に沈着しないで血管を通って身体の全面に拡散し均等に被ばく

するという仮定で内部被ばくを実効線量で規制しようというＩＣＲ

Ｐの考え方は、放射性微粒子による内部被ばくについては適用でき

ないのである。 

そして、被告国は、放射性物質を取り込んだとしても排泄を通し

て排出すると主張するが、均等被ばくとは異なる巨大な放射性微粒

子は一旦沈着すると、相当長期間沈着場所の細胞に絡められて滞留

すると考えなければならない。特に、呼吸器を通して肺に沈着した

場合には、便や汗等による排出機能が働かないので、排出に期待す

ることはできない。いずれにしても、内部被ばくについては実効線

量や等価線量による線量評価で規制することは、現行法上想定外で

                                            
4  原告「準備書面（５８）９頁「４ 以上のまとめ」 

「法令上は、線量限度については基本的に実効線量で規制する立場にあり、

例外的に等価線量で規制しているのは眼の水晶体（150mSv）と皮膚

（500mSv）、妊娠中の女子については特に腹部表面（2mSv）だけである。内

部被ばくについていえば、唯一内部被ばくについて規定しているのは、妊娠

中の女子（1mSv）についてであるが、これは実効線量として規制しているの

であり、等価線量によっては内部被ばくを規制しないということが日本の法

令上の立場である。」 



30 

 

あり、適用できないと考えざるを得ない。 

⑶ 被告国の「ウ 内部被ばくの健康リスクについて」について 

ア 被告国の主張 

被告国は、「医療現場等においては放射線物質の人体への投与が行

われている。しかるに、原告らの主張は、これらの事実に全く触れ

ず、被ばくの形態のみを捉えて、殊更に内部被ばくの危険性を強調

するものであって、もはや独自の見解といわざるを得ない。」と暴論

を述べるのでこの点について言及する（被告国「第１３準備書面」

９頁下から３行目～）。 

イ なぜ医療現場において放射性核種が利用されるのか 

      現在の医療現場において、多くの放射性核種（放射性の原子核を

いう。）が利用されているのは周知の事実である。トレーサ実験5にお

いては、C14（炭素 14）、H3（トリチウム）、P32（リン 32）、S35

（硫黄 35）等の放射性核種が良く知られている6。これらの核種がな

ぜ医療現場において利用されているのか。それについては、利用さ

れる目的、放射線のエネルギー、半減期等を考慮しなければならな

い。 

  通常、放射性核種を使った診断・治療は、特にがん等の重病を診

断し、腫瘍に放射線を照射して腫瘍細胞を殺すという治療のために

用いられる。その場合、できるだけ身体の他の正常細胞に対して悪

影響を及ぼさないように、弱いエネルギーの半減期が短い核種が選

ばれている。 

C14 は、β線放出核種であるがそのエネルギーは 157KeV、H3（ト

リチウム）は比較的に低い 18.6KeV、P32 は 1.711MeV とエネルギ

ーは比較的高いが半減期が約 14 日、S35 は比較的に低い 167 KeV

で半減期が 87.5 日というふうに、比較的エネルギーが低く、比較的

高い場合でも半減期が短いというふうにして投与した生体にできる

限り負担とならないように配慮されながら放射性核種が使用されて

                                            
5  トレーサ実験とは「物質中の元素を放射性同位元素で置き換えて標識し、そ

の放射線を測定することによりその物質の挙動を追跡するものである。」（【生

物領域における放射線の利用】403 頁） 
6 【生物領域における放射線の利用】（甲Ｂ１６７号証）403 頁 
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いる。 

また下に【生物領域における放射線の利用】（甲Ｂ１６７号証）413

頁の表 9.4 を転載する。 

 

 

 

陽電子放出核種を用いて断層撮影する方法をＰＥＴ（positron 

emission tomography）検査というが。上記の図の「使用核種」欄に

代表的な４つの核種が記載されている。半減期は上から、約 20 分、

約 10 分、約 122 秒（約 2 分）、約 110 分であり、いずれも短い。ま

た、ＰＥＴを用いる目的は、上記「検査目的」にあるように、脳腫

瘍や腫瘍等の重篤な疾患が対象となっている。 

要するに、診断・治療目的で生体に放射性核種を投与するといっ

ても、何でも出来るわけではなく、その診断・治療目的とその放射

性核種を用いる場合の生体に対する負担等を考慮してなされるので

ある。 

ウ 被告国の主張は暴論である 

これに対して上記の被告国の主張は、医療上の放射性核種の投与

と原告が主張する内部被ばくとを同視した上で、医療上の被ばくが

許されているのであるから、原告の内部被ばくも危険ではない、だ

から許されるべきだ。だから、福島第１の原発事故による放射線被
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ばくも許容されるべきだという主張のようである。しかし、これは

暴論というものである。 

原告らが今回被ばくしたと考えられている放射線は、セシウム 137、

セシウム 134、ヨウ素 131、プルトニウム 239、その他キセノン等々

の短半減期各種多数に及ぶ。セシウム 137 は半減期が 30 年、セシウ

ム 134 は 2 年、プルトニウム 239 は 24,000 年であり、放出放射線

のエネルギーも高い。このような放射性核種と上記診断・治療で用

いる放射性核種とを同視することはできない。また、そもそも医療

上の放射性核種の投与については診断・治療目的という正当な治療

目的のためにのみ用いられるが、原告らには福島第１原発から飛来

した放射性物質の被ばくを正当化する理由は全く存在しない。 

医療による被ばく診断・治療は、診断・治療という正当な目的の

もとで、やむを得ない最小限度の範囲で許容されているのであって、

被ばくしなければならない理由が全く存在しない原告らの被ばくと

は全く異なる次元の話である。被告国の論理の行く着くところは、

医療上の被ばくが許されているから福島第１原発による原告らの放

射線被ばくも我慢すべきだという暴論である。被告国の論理は、他

人に傷を負わせた傷害犯人が、病院ではどこでも手術をしていると

いう理由で、自分の傷害行為を正当化しようとするのと同じである。 

 

２ 「原告らが主張する『セシウム含有不溶性放射性微粒子』について」 

(1) 「(1)福島第一発電所から放出された放射性セシウムについて」 

ア 被告国は、「福島原発事故により環境中に放出された放射性物質の

うち、主に被ばくに寄与するのは、ヨウ素 131、セシウム 134、同

137 であると考えられている」と主張する（被告国第１３準備書面

12 頁下から６行目～３行目）。しかし、被告国が証拠として掲げる乙

Ｂ第１８号証の１の３１頁によれば、上記に加えて「ストロンチウ

ム 90」も取り上げられている。被告国は、福島原発事故により環境

に放出された放射性物質で、健康や環境への影響において主に問題

になるものとしてストロンチウム 90 を指摘しておきながら、「スト
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ロンチウム 90」については、ほとんど被ばく量調査をしていない7こ

とを指摘しておく。なお、原告らは、プルトニウム 239、240 による

健康影響も重要であると考えている（原告ら準備書面(71)）。 

イ 被告国は、「放射性セシウムは・・・土壌に強く吸着しやすく、一

度吸着するとなかなか取れない」「土は数ナノメートルの厚さの薄い

板が積み重なった構造を持つものが多く、その板と板の隙間に放射

性セシウムが入り込むと、その隙間に放射性セシウムがぴったりと

挟み込まれ、固定されることがある。」と主張する（被告国第１３準

備書面１３頁３行目～下から２行目）。 

      福島原発事故前、放射性セシウムの挙動についてこのように認識

されていたことは争わない。しかし、これは、放射性セシウムがセ

シウム含有放射性微粒子を形成するとの新たな知見が得られる前の

認識であることに注意が必要である。福島原発事故前は、放射性セ

シウムは、陽イオンとして振る舞い、土はマイナスに荷電されてい

るため、プラスの陽イオンを引き付けてとどめると考えられていた

のである（乙Ｂ第３２号証Ａ４参照）。 

      ところが、福島原発事故によって放出された放射性セシウムは、

そうではなかった。茨城大学フロンティア応用原子科学研究センタ

ー新村信雄らの「土壌・タケノコ・椎茸に含まれる福島第一原子力

発電所由来の放射性セシウムの物性・構造・形状」と題する論文（甲

Ｂ第１０６号証の１、２）を見てみよう。ここで新村らは、これま

で放射性または非放射性セシウムが土壌鉱物に吸着されているとい

う多くの報告があったことを紹介し、「土壌鉱物に吸着されるセシウ

ムのメカニズムによれば、セシウムはイオン状態あるいは原子状態

で存在していることになる」と分析するとともに（甲Ｂ第１０６号

証の２の２枚目第３段落）、福島原発事故で放出された放射性セシウ

ムについては、「粒子状の非イオン状の物質として地面に降下したた

め、土壌中の鉱物質に吸着または捕獲されず、物理的に土壌鉱物粒

                                            
7  ストロンチウム 90 はβ崩壊してβ線を放出するが、γ線を放出しないので、

その内部被ばくの有無、程度はホールボディカウンターでは全く測定できな

い。 
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子の荒い表面に付着することが分かった」の結論付けているのであ

る（甲Ｂ第１０６号証の２の１枚目「概要」参照）。 

      以上のとおり、被告国の上記主張は、福島原発事故前の古い知見

に基づくものに過ぎないことが明らかである。 

ウ なお、原告らは、福島原発事故によって放出された放射性セシウ

ムがすべてセシウム含有不溶性放射性微粒子として存在していると

主張しているものではない。陽イオンとして土壌に付着し、土壌粒

子に吸着しているものが存在することも争わない。しかし、被告国

の「一度土に吸着した放射性セシウムは、容易に土から離れること

はなく、土に溜まった放射性セシウムは、そのまま自然減衰性によ

り放射能が少なくなっていく」という主張（被告国第１３準備書面

１３頁下から５行目～下から３行目）は明らかに誤りである。土壌

粒子に吸着した放射性セシウムは、土壌粒子とともに再浮遊し【そ

のことは、産業技術総合研究所の兼保直樹氏らの研究が明らかにし

ているところである（甲Ｂ第１１７号証の２０の１、２）】、人は、

呼吸によってこれを取り込むのである（甲Ｂ第１１７号証の２０の

２の図２によれば、放射性セシウムを含む粒子の粒径分布は１ミク

ロン程度が多数であるから、呼吸によって十分肺に達する大きさで

ある。）。土壌粒子に吸着した放射性セシウムは不溶性であることは、

被告国が提出した証拠で十二分に証明されている（乙Ｂ第３３号証

の２の３２頁～４７頁。（独）国立環境研究所資源循環・廃棄物研究

センターがした土壌に吸着した放射性セシウムの溶出試験では、溶

出率は 1.2％未満であった。）から、肺に対する内部被ばくという観

点では、セシウム含有不溶性放射性微粒子も土壌に吸着した放射性

セシウムも同様の危険性があるのである。 

      陽イオンとして土壌に降下した放射性セシウムが吸着するのは、

風等によって浮遊する「土壌粒子」であって、動かない「地面」で

はない。被告国の上記主張は、「土」という概念を使って混乱を生じ

させようとするものである。 

 

(2) 降下物質の再浮遊について 
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ア 被告国は、降下した放射性物質の再浮遊が内部被ばくに与える寄

与は小さいと主張したいようであるが、その根拠としているのは、

ＵＮＳＣＥＡＲ２０１３年報告書（乙Ｂ第２４号証）のパラグラフ

65 及びＵＮＳＣＥＡＲの２０１７年白書（乙Ｂ第２２号証）のパラ

グラフ23だけである（被告国第１３準備書面14頁4行目～12行目）。 

イ そこで、ＵＮＳＣＥＡＲ２０１３年報告書のパラグラフ 65 をみる

と、「福島第一原発から放出された重要な放射性核種（すなわちヨウ

素 131、セシウム 134、同 137）の場合、この（再浮遊の）被ばく経

路の寄与は小さい」との結論が書いてあり、参考文献として「I1、J7」

を指摘しているのみで、理由、根拠の記載は全くない。そこで参考

文献をみると、「I7」は、ＩＡＥＡの２００６年に発刊されたチェル

ノブイリ原発事故の環境影響についての報告書であり、「J7」は、

Jones らの２００６年の論文である。いずれも、福島原発事故におい

て、放射性セシウムの多くが非イオン状の微粒子として放出された

という事実を踏まえない論文であるから、福島原発事故後によって

放出された放射性物質の再浮遊による危険性を判断するについては、

全く意味を持たない。 

ウ 次にＵＮＳＣＥＡＲ２０１７年白書のパラグラフ 23 をみると、事

故後数年間における沈着したセシウムの再浮遊について調査した落

合らの論文（参考文献 O1）を紹介し、①「セシウム 137 を含有する

粗い粒子と細かい粒子では、再浮遊過程の起源および挙動が異なる

ことを示した」こと、②「チェルノブイリ原発事故後に観察された

再浮遊係数の年間平均よりもわずかに低い新たな再浮遊係数を紹介

している」ことを指摘し、再浮遊は長期的な公衆の被ばくに有意に

寄与しないというＵＮＳＣＥＡＲ２０１３年報告書の仮定が実証さ

れていると結論付けている。 

      そこで、上記落合らの論文のアブストラクト部分を証拠提出する

（甲Ｂ第１７１号証）。ここには、大気中のセシウム 137 濃度が季節

変動を示したこと、高濃度は、セシウム 137 の堆積量が多い地域か

らの風によるものであること、粗いセシウム 137 と細かいセシウム

137 を含む粒子は異なる振る舞いをすること、研究期間中に再懸濁係
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数（再浮遊係数）が徐々に減少したことが書かれているのみであり、

上記②に相当する記載は存在しない。本文中には上記②に相当する

記載があるのかもしれないが、仮にあったとしても、再浮遊による

健康リスクを否定する根拠にはならない。何故なら、チェルノブイ

リにおいても、放射性物質の再浮遊によって健康被害が生じた可能

性があるし、そもそも放射性物質の再浮遊、呼吸による体内への取

り入れによる内部被ばくのリスクは、空気中の放射性物質の濃度だ

けではなく、体内における挙動、吸着場所、生物学的半減期など、

様々な要因によって規定されるからである。 

エ 以上を要するに、放射性物質の再浮遊による健康リスクを否定す

る被告国の主張は、なんら根拠が示されていないというべきである。 

 

(3) セシウム含有不溶性放射性微粒子の健康リスクについて 

ア ＵＮＳＣＥＡＲ２０１７年白書について 

(ｱ)被告国は、ＵＮＳＣＥＡＲ２０１７年白書によれば、①セシウム

含有粒子等についてさらなる研究が必要であることを認めつつも、

結論として、「２０１３年報告書の結果に有意な影響を与えるとは

考えていない。」と結論付けていること、②同白書中の「公衆の線

量評価に関する更新情報」「作業者と公衆における健康影響に関す

る更新情報」にはセシウム含有不溶性放射性微粒子についての記

載がないことを指摘する（被告国第１３準備書面 14 頁下から 12

行目～末行）。 

(ｲ) 上記①についていえば、ＵＮＳＣＥＡＲは、その結論に至る理

由も根拠も全く示しておらず、何の参考にもならない。上記②に

ついて言えば、ＵＮＳＣＥＡＲは、都合の悪い情報には触れなか

っただけと解釈できる。ＵＮＳＣＥＡＲの見解は、ＵＮＳＣＥＡ

Ｒという団体の性格、目的を踏まえて（上記第１章第４の１参照）、

慎重に吟味すべきである。 

イ ＩＣＲＰ国内メンバーの見解について 

(ｱ) 被告国は、ＩＣＲＰ国内メンバーの見解として、乙Ｂ第２６号

証を引用し、「微粒子状の内部被ばくのリスクは同じ組織線量を与
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える外部被ばくと同様であると評価し得る」等と主張する（被告

国第１３準備書面 15 頁 14 行目～15 行目）。 

(ｲ) しかし、ＩＣＲＰを頂点とする放射線影響学や保健物理学の研

究者らは、放射性微粒子による健康リスクの問題を意図的に無視

してきたのである。そのことは、原子力の利用を促進する立場に

立つ国際原子力機関（ＩＡＥＡ）ですら、２０１１年に発刊した

「環境における放射性粒子－発生源、粒子特性、分析法」（甲Ｂ第

１２０号証の１５、１６）において、次のように述べて、ＩＣＲ

Ｐを名指しこそしていないものの、世界の放射線影響学や保健物

理学の研究動向を批判していることからも窺える。 

「長年、放射性粒子は、核兵器や核実験、核燃料施設により、

環境中に放出されてきた。しかし、環境中の放射能やそれに関連

する評価は、あたかも放射性物質が単一のイオンかした放射性核

種で、均一に分布しているかのように仮定し、放射能量や表面線

量の平均値を基礎にして評価してきた。環境中の放射性粒子が、

放射線量を測定しようとする検体中に、無視できない破片として

つどつどママ混在している。しかし、その検体がよもや不均一な性質

を持っているなどとは考えていない。その結果、データは偽りや

間違った測定データであったりすることが当たり前のように認識

されてこなかったのである。さらに、輸送や生体に対する影響に

ついても、放射性粒子と化学形やイオン化した放射性物質では、

本来異なっていることを殆ど無視し、評価してきた。」 

(ｳ) ＩＣＲＰが放射性微粒子による健康リスクの問題を意図的に無

視してきたため、セシウム含有不溶性放射性微粒子や土壌に吸着

した放射性セシウムを肺に取り込んだ場合の内部被ばくの線量評

価の手法は、議論さえされてこなかったのである。線量評価の手

法が確立されていないのにリスクについて判断できるはずがない。 

ウ 甲斐倫明教授の見解について 

(ｱ) 被告国は、ＩＣＲＰの国内主要メンバーである甲斐倫明氏が、

不溶性放射性微粒子の問題について、「追加調査の必要性を肯定し

つつも、平均吸収線量により評価することの重要性を指摘してい
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る」と主張し、内部被ばくについての健康リスクの評価が大きく

変わるものではないと見込まれることを明らかにしていると指摘

する（被告国第１３準備書面 15 頁下から 5 行目～16 頁下から 5

行目）。 

(ｲ) 字面だけを追えば、被告国の指摘は正しい。しかし、物事の正

しい認識に辿り着くためには、発言者の立場、真意等を読み解く

必要がある。甲斐氏は、放射性微粒子による内部被ばくのリスク

問題を意図的に無視していたＩＣＲＰの主要メンバーである。福

島原発事故によるセシウム含有不溶性放射性微粒子の発見によっ

て無視を決め込むことができなくなっても、自分たちが長年築き

上げてきた健康リスクの評価体系に与える影響をできるだけ小さ

くしたいのは、その立場がもたらす当然の発想であり、甲斐氏の

発言はそういうものとして理解しなければならない。他方で甲斐

氏は、「非常に局所的には線量が高くなる可能性がございますので、

そういった心配もされるので、そこも、きちんと評価していくこ

とが大切である」、「きちんと調べて、押さえておく必要がある。」

と述べている（乙Ｂ第３４号証９頁）。甲斐氏のような立場の人で

さえ、従前のリスク評価だけで割り切ることができないことを吐

露していることが重要である。 

エ 石川徹夫教授の見解について 

(ｱ) 被告国は、石川徹夫教授が「体内に取り込まれたセシウムの大

半は可溶性であったと考えられる」との見解を発表したと主張す

る（被告国第１３準備書面 16 頁下から 3 行目～17 頁 3 行目）。 

(ｲ) この主張が、単に石川教授の見解を紹介しているだけなのか、

被告国自身が、福島原発事故によって人々の体内に取り込まれた

放射性セシウムの大部分が可溶性であったと主張するのか明確で

ない。被告国は、その点を明確にするべきである。 

なお、被告国が上記主張の根拠として提出した乙Ｂ第３５号証

は、石川氏が作成したパワーポイントスライドであって、詳細説

明は省かれている。石川氏は、２０１１年から２０１３年にかけ

て福島県三春町で６歳から１５歳までの子どもを対象に複数回実
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施したホールボディーカウンター検査の結果、セシウム検出者数

が、激減したことをその主張の根拠にするようであるが、検査の

目的、検査時間、検出限界値も分からず、個人ごとにベクレル数

（壊変数）がどの程度減少したのかも分からない（仮にセシウム

が体外に排出されなくても、セシウム 134 は半減期２年で減って

いく）のであるから、この程度のデータで放射性セシウムが不溶

性か可溶性かの判断がつくとは考えられない。 

(4) セシウム含有不溶性放射性微粒子に関する調査研究の動向について 

ア セシウム含有不溶性放射性微粒子の発見について 

(ｱ) 被告国は、「原告らの主張するような福島第一発電所から放出さ

れた放射性セシウムの相当部分及び福島県内の土壌中の放射性セ

シウムの大部分が不溶性放射性微粒子の形態であったことを示唆

するものとはなっていない。」と主張する（被告国第１３準備書面

17 頁 7 行目～17 頁下から 8 行目）。 

(ｲ) 原告らは、東京都内から採取された大気エアロゾルサンプルの

分析によって、セシウムの大部分はガラス状微粒子に取り込まれ

た状態で地表に降り注いだとの研究結果（甲Ｂ１０５号証）、２０

１１年３月１５日に東京で採取したエアフィルターの分析結果に

よれば、放射能の８０～８９％は高濃度セシウム含有微粒子によ

るものであることが明らかになったとの研究結果（甲Ｂ１０５号

証）、福島県内の各所の土壌に含まれる放射性セシウムを調査した

ところ９８％以上が不溶性であったとの調査結果（甲Ｂ第１４２

号証）を提出した。また、福島第一原発事故由来の放射性セシウ

ムの物理的・化学的特性を明らかにするために、さまざまな試薬

の水溶液を使った汚染土壌からの溶出実験と汚染したタケノコと

シイタケのオートラジオグラフィーによる測定を行った新村らの

論文（甲Ｂ第１０６号証の１、２）では、研究結果と文献に基づ

いて、「事故で放出された放射性セシウムは粒子状の非イオン性の

物質として地面に降下した」と結論付けている（甲Ｂ第１０６号

証の２の「概要」部分）。以上のとおり、原告らの上記主張事実は、

十分な科学的研究結果に基づくものである。 
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       なお、前述（第２の２(1)ウ）したように、原告らは、被告が主

張するように陽イオンとして放出され、土壌に吸着している放射

性セシウムが存在することを否定しない。しかし、肺への内部被

ばくという点では、土壌に吸着した放射性セシウムは、セシウム

含有不溶性放射性微粒子と同様に危険性があると主張するもので

ある。 

イ セシウム含有不溶性放射性微粒子の研究状況等について 

(ｱ) 被告は、原子力研究開発機構の真辺健太郎氏が「不溶性セシウ

ムの内部被ばく線量のモデル化」と題してした発表（甲Ｂ第１１

２号証）について、郷地意見書（甲Ｂ第１１８号証）が、「厄介な

不溶性の金属粒子である放射性セシウムの内部被ばく線量の求め

方を提言した発表」と評価した（26～27 頁）ことについて、この

発表が環境省の環境研究総合推進費により実施された「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」の一部であるとして、その終了研究成果報告書を

証拠提出し（乙Ｂ第３６号証、この研究部分は８１頁～９９頁）、

「この研究の成果を見れば、ＩＣＲＰにより従前公表された内部

被ばくの線量評価が過小評価であることを示唆する結果が示され

たものでないことはもとより、具体的な健康リスクの存在を示唆

する結果が示されたものでもない」と主張する（被告国第１３準

備書面 18 頁 12 行目～18 頁末行）。 

(ｲ) 確かに上記終了研究成果報告書では、ＩＣＲＰの内部被ばくの

線量評価を改めるべきであるとの結論いは至っていないようであ

るが、「単一の粒子を吸入した場合には沈着する部位、移動経路、

残留時間の確率的な振舞いによる不確かさによってＩＣＲＰの線

量係数で計算した値に比べて最大１００倍程度までの非常に幅広

い範囲の値を取り得る」こと（81 頁第２段落）、「不溶性微粒子の

ごく近傍（0.1ｍｍ以内程度）の領域は特に線量が高くなる」こと

（81 頁第３段落）、作業者のデータによれば、「セシウムに関する

通常の生物学的半減期である１００日程度よりもずっと長期に残

留している成分が観察されている」こと（84 頁第１段落）等が指
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摘され、「多数の粒子数を吸入して多数の細胞が影響を受ける場合

には、線量を評価する組織の領域との関係の点から動物実験で確

かめる必要があるかもしれ」ず、「動物実験の結果によっては、多

数の粒子が局所に集中的にエネルギーを付与することの健康影響

が想定される場合には、被災動物を用いた研究やこれまでの研究

成果を踏まえて疫学研究を検討する必要があるかも知れない。」

（96 頁第１段落）等と、慎重な姿勢に終始していることに留意す

べきである。 

 

第３ 「請求原因①、③、④及び損害に係る内部被ばくに関する原告らの

主張は、独自の見解であり、失当であること等」について 

１ 「原告らの主張」について 

    特に述べることはない。 

 

２ 「内部被ばくは、子どもたちに、外部被ばくにはない深刻な健康被

害を与える可能性が高いのであるから、」「内部被ばくは、低線量被ば

く（外部被ばく）と同様に扱ってはならない」との原告らの主張は、

独自の見解にとどまり、失当であること」に対して 

⑴ 本項の要点 

被告国は、「内部被曝というのは、さきほどから何ミリシーベルトと

いうかたちで 言われていますが、そういうのはまったく意味があり

ません。I131（ヨウ素 131）は甲状腺に集まります。トロトラストは

肝臓に集まります。Cs は尿管上皮、膀胱に集まります。これらの体内

の集積点をみなければ、いくらホールボディカウンター（体内に取り

込まれた放射性物質の量を体外から測定する装置）で全身をスキャン

しても、まったく意味がありません。」（甲Ｂ第６４号証１９頁以下）

等々の児玉氏の見解等に対して批判し、「内部被ばくの実効線量の算出

に当たっては、放射性物質（元素）ごとに特徴を踏まえた線量換算係

数が用いられて」いるとか（被告国「第１３準備書面」２０頁（イ））、

その他種々の事柄を挙げて非難を展開している（同２１頁（ウ）、（エ）、

同２２頁 b、２４頁 c）。しかし被告国が児玉氏の発言を批判するため
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に引用する丹羽氏の発言が「「金属の議論」である旨の指摘」がなされ

ているとか、全く抽象論に過ぎないのを見ても分かるように、被告国

の批判は、論理的具体的な反論の体をなしておらず抽象的な非難にと

どまっている。 

そこでここでは具体的な説明にするために、ある設問を取り上げて、

その説明をとおして、日本の放射線関連の法体系で規定している実効

線量とはどういう意味なのかについて具体的に説明する。 

⑵ 設問 

     甲 B１６６号証は、通商産業研究社から出版されている放射線管理

学の教科書である。その「放射線防護に関する線量」という項目に関

する箇所（１７頁～２４頁）と演習問題の写しを提出した。その５に

は次のような問題がある（２５頁の５）。 

【問題文】 

    

そしてこの問題の解答と解説は、１８８頁に次のとおり書かれてい

る。 

  【解答・解説】 

γ線による Gy の全身被曝は等価線量で 0.01Sv であり、これが実

効線量の値である。 

β線による Gy の被曝は等価線量で 0.1Sv であり、特定の臓器甲状

腺のみの被曝であるから、その実効線量 HE は 

       HE= WT×HT＝0.05×0.1＝0.005Sv 

となるため、前者の方が大きい。 

 

⑶ 実効線量とは特定の組織・臓器の被曝も均等被ばくと看做してしま

い、それ故に過小評価の問題が生じる 

     問題文においては、γ線による全身被ばく線量が等価線量で

1/100Gy（0.01Gy）、β線による甲状腺のみの被ばく線量が等価線量で

５ γ線による全身の Gy の被曝とβ線による甲状腺のみの Gy の被

曝では、実効線量はどちらが大きいか。 

    ただし、甲状腺の組織荷重係数（WT）は 0.05 である。 
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1/10Gy（0.1Gy）となっており、β線による甲状腺のみの被ばくの場

合が、線量が大きいにもかかわらず、実効線量は甲状腺の組織荷重8係

数（WT）を乗じることによって、0.005Sv となり、当初の線量よりも

低くなってしまうのである。 

解説によると、「γ線による 1/100Gy の全身被曝の場合は、その数値

がそのまま実効線量となるが、「特定の臓器甲状腺のみの被曝」の場合

は、甲状腺の組織荷重係数を乗じることになるので、むしろ数値が低

くなってしまう。 

組織荷重係数とは、「組織・臓器 T が全リスク中に占める割合を意味

するもの」（甲Ｂ１６６号証【放射線安全管理学】２１頁「1.5.5.」の

本文の 8 行目）ということなので、γ線による全身被曝の場合には、

全リスク中に占める組織・臓器の割合というものが想定されないため

に、組織荷重係数を乗じないでそのまま実効線量となるのであろう。

しかし、β線による特定の臓器甲状腺のみの 0.1Gy の被ばくにおいて

は、甲状腺という特定の臓器であるから、全リスク中に占める甲状腺

の割合を想定できると考えるのであろう。そこで、甲状腺の等価線量

0.1 Sv に甲状腺の組織荷重係数の 0.05 を乗じて、0.005Sv という数値

を出すのである。このように甲状腺の等価線量 0.1 Sv に甲状腺の組織

荷重係数の 0.05 を乗じるということは、甲状腺の等価線量 0.1Sv を一

旦は身体全体に対する均等被ばくと看做し、その 0.1Sv を全リスクと

した上で、その 0.1Sv の中に占める甲状腺の割合を算出するために、

甲状腺の組織荷重係数の 0.05 を乗じているということになるのである。 

⑷ 特定の組織・臓器の被曝を均等被ばくと看做してしまうことから生

じる過小評価の問題 

そこで疑問は、0.1Sv とは元々は、β線による特定の臓器である甲状

腺のみが被ばくした線量であるにもかかわらず、それを身体全体に対

する均等被ばくと看做すことができるのかということである。均等被

ばくと看做すことができるのかという疑問があるだけではなく、更に

は、小数点以下の数字である組織荷重係数を特定臓器の等価線量に乗

じることで、結局、被ばく線量を過小評価しているのではないかとい

                                            
8 組織加重係数と同じ意味である。 
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う疑問も出てくるのである。 

以上の説明は、外部被ばくに関する説明であるが、【放射線安全管理

学】（甲Ｂ１６６号証）には、内部被ばくの場合の線量である預託実効

線量について「放射性物質の体内摂取に由来する組織・臓器の預託等

価線量に適切な荷重係数 WT を乗じて加え合わせたものが預託実効線

量（E（τ））である。」（同２２頁下から４行目～）とあるので、内部

被ばくについても荷重係数 WT を乗じることになっており、上記外部

被ばくと同様の疑問が生じる。 

現行法上は、「告示」19 条（「放射線を放出する同位元素の数量を定

める件」）において、内部被ばくの実効線量についての計算方法が規定

されている（甲Ｂ１６５号証【放射線関係法規概説】７１頁の⑷参照）。 

         Ei=e×I 

      Ei：内部被ばくによる実効線量［ｍＳｖ］ 

    ｅ：実効線量係数［ｍＳｖ／Ｂｑ］ 

    Ｉ：摂取量［Ｂｑ］ 

 

ｅは、吸入摂取した場合は同告示の別表第 2 の第２欄、経口摂取し

た場合には第３欄にかかげる実効線量係数であるが、ほとんどが 

ある。）、最終的に導き出される上記 Ei の数値は非常に低くなってしま

う。ｅ（実効線量係数）を乗じることで、被ばく線量を過小評価して

いるのではないかという同じ疑問が出てくる。 

 

 

⑸ 現行法体系上実効線量は大規模災害等の被ばく線量評価には適用が

できないと考えるべきである 

日本の放射線関連の法体系上、このような等価線量とか実効線量は、

放射線障害防止法（「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関す

る法律」）に規定する放射線業務従事者の線量限度のために規定されて
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いるのであり、上記計算方法は、放射線業務従事者の被ばく管理のた

めの実効線量、等価線量として同法上に規定されているのである。つ

まり、放射線業務従事者の被ばく管理という目的のために「実効線量」、

「等価線量」という線量の概念を定義したと理解できる。とするなら

ば、日本において「実効線量」、「等価線量」という線量概念を使用す

る場合には、放射線障害防止法が予定している場合（同「告示」5 条、

6 条等）に限定して適用されるべきであって、同法が想定していない事

態、例えば、原発事故等の大規模災害には適用されないと考えなけれ

ばならない。 

このように実効線量の単位であるシーベルト［Sv］という単位には、

過小評価ではないかという疑問があるので、研究論文においては、純

粋な物理量の単位であるグレイ［Gy］によって被ばく線量を評価する

傾向にある。 

原告ら準備書面（７１）において、「長崎原爆被爆者のプルトニウム

内部被ばく」（甲Ｂ１５８号証）を提出したが、「今回、アルファ線に

よる内部被ばくに特異的である局所的に高い吸収線量による細胞レベ

ルの生物効果に着目し、アルファ粒子飛跡末端近く(Bragg peak)におけ

る細胞核の線量を算出しました。結果、そのアルファ粒子が当たった

肝細胞の核では 1.29Gy、血管内皮細胞核では 3.35Gy と高線量を示し

ました。このことは、内部被ばくにおける細胞局所への影響の重要性

を示すものです。」という記載の中では、Sv ではなく Gy を使用してい

る。 

Gy は、もともと１kg 当たりのエネルギー（ジュール［Ｊ］）である

が、科学論文では Sv が組織荷重（加重）加重とか放射線荷重（加重）

係数を乗じるという操作を伴うので、物理学者たちはSvの使用を避け、

Gy を使用する傾向にある。ただ、Gy であれば、全く問題がないとい

うのではなく、実は Gy においても、放射線の飛程との関係でやはり過

小評価という問題が発生するのである。そこで次にグレイについて説

明する。 

⑹ Gy においても過小評価の問題が生じる   

「物質１ｋｇに吸収された放射線のエネルギー［Ｊ／ｋｇ］は、特
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別な単位としてグレイ（ｇｒａｙ，記号Ｇｙ）で示すことがＳＩ単位

として認められている。」（【放射線安全管理学】（１８頁））。 

内部被ばくの場合、放射線として特に問題となるのは、α線やβ線

であるが、ほとんど水でできている人間の身体の場合には、α線の場

合はエネルギーが４～５ＭｅＶでもその飛程は数ミリに過ぎず、β線

の場合エネルギーが１MeV でも 5ｍｍ、２MeV で１０ｍｍ程である。 

そこで、例えば、α線放出核種であるプルトニウム 239 やβ線放出

核種であるセシウム 137 を吸引して肺に沈着したとすると、α線もβ

線もせいぜい１立方センチメートル以内（α線の場合には、１立法ミ

リメートル内とも考えられる。）に飛程がおさまってしまうのであり、

それ以上は飛ばない。つまり、α線もβ線もそのエネルギーは１立方

センチメートル内ですべて吸収されてしまうのであり、それを超えて

身体組織・臓器にエネルギーが吸収されることはない（それを超えて、

全く影響を与えないという意味である。）。 

ということは、吸収線量を計算する場合、１キログラム当たりのエ

ネルギーを考えるのではなく、１グラム（水の場合、１立方センチメ

ートルは 1 グラムである。）当たりに吸収されたエネルギーを問題とす

るべきだと考えられるのである。この考え方は、実際、数値に次のよ

うに影響を与える。 

例えば、β線 1MeV の場合、飛程は 5mm であるが、従来のとおり物

質１kg に吸収された放射線のエネルギーとして吸収線量を計算すると、 
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つまり、内部被ばくについて、従前のグレイの定義をそのまま適用

すれば、少なくとも 1000 倍の過小評価になっているのである。そして、

特にα線の飛程が身体内において、その飛程が１ｍｍ以内だとすると、

１立方ミリメートル（ミリメートルの 3 乗）の中で、α線のエネルギ

ーが全部吸収されてしまうということであるから、分母には１立方ミ

リメートル（つまり 1 ミリグラムであり 100 万分の 1kg＝0.000001kg）

9がくるので、1 ミリグラム（＝0.000001kg）当たりに吸収されたエネ

ルギーを考えることになる。 

 

 

  

 

 

  

                                            
9 １立方ミリメートルは１ｍｍの 3 乗であるから、１グラム（＝0.001kg）の１

０００分の１を意味する。生体組織が水と比重が同じだとすると、１立方ミリ

メートルは 0.000001kg（100 万分の 1kg）となる。 
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    （a）は１キログラム当たりの吸収線量とした場合、（b）は１グラム当

たりの吸収線量とした場合、（c）は１ミリグラム当たりの吸収線量と

した場合の数値であるが、１キログラム当たりの吸収線量（（a））と１

ミリグラム当たりの吸収線量（（c））とを比較すると、その差は 100 万

倍になる。 

ということは、放射線又は放射性物質の飛程が１ミリメートル以内

のα線の吸収線量を１キログラム当たりの吸収線量で計算した場合

（a）、100 万分の 1 の過小評価となること意味する。 

また、β線の場合はエネルギーにもよるが 1 センチメートルほどの

飛程の場合の吸収線量を、１キログラム当たりの吸収線量で計算する

と（（a））、１グラム当たりの吸収線量で計算した場合（（b））の 1000

分の 1 の過小評価となるということである。 

⑺ 内部被ばくについては Sv や Gy による線量評価には常に過小評価の

問題が生じる 

     以上から明確になったのは、内部被ばくを、吸収線量を基礎とした

線量評価で行う場合には、常に過小評価の問題が生じているというこ

とである。内部被ばくについては飛程が短いα線やβ線が特に問題と

なるが、β線においても１０００倍の過小評価、α線に至っては１０

０万倍程度の過小評価があるということを念頭に置かなければならな

い。 

  既に引用したように、「長崎原爆被爆者のプルトニウム内部被ばく」

（甲Ｂ１５８号証）では、「今回、アルファ線による内部被ばくに特異

的である局所的に高い吸収線量による細胞レベルの生物効果に着目し、

アルファ粒子飛跡末端近く(Bragg peak)における細胞核の線量を算出

しました。結果、そのアルファ粒子が当たった肝細胞の核では 1.29Gy、

血管内皮細胞核では 3.35Gy と高線量を示しました。このことは、内

部被ばくにおける細胞局所への影響の重要性を示すものです。」との記

載があるが、「1.29Gy」とは１２９０ミリグレイを、「3.35Gy」とは３

３５０ミリグレイという高線量を意味するのである。上記記載には「ア

ルファ粒子飛跡末端近く(Bragg peak)における細胞核の線量を算出し
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ました。」とあるので、この論文作成者は、できるだけ線量評価に生じ

る過小評価を克服しようとしている。 

⑻ 被告国は多重の誤りを犯している 

     被告国の内部被ばくに関する主張によれば、以下の様な過小評価の

問題が発生する。 

① 大規模災害による内部被ばくについて、放射線障害防止法上の実

効線量の考え方に立って被ばく線量を評価する場合の過小評価の問

題 

② 1 キログラム当たりの吸収線量（Gy）を基礎とする実効線量とか

預託実効線量（Sv）を算出する過程においては、特定臓器・組織の

被ばくという不均等被曝の場合でさえも均等被ばくであると見做し

て、組織加重係数とか実効線量係数等の係数を乗じるが、これには

過小評価の問題が生じる。実効線量という考え方は、日本の現行法

上、放射線業務従事者の被ばく管理の為に用いられるものであって、

それとは全く状況を異にする福島第 1 原発事故によって被ばくした

地域住民の被ばく評価に適用することはできない。 

③ 実効線量とか預託実効線量（Sv）が基礎としているのは、1 キロ

グラム当たりの吸収線量（Gy）という被ばく線量計算であるが、α

線とかβ線による内部被ばくの場合には、1000 分の１から 100 万分

の１の過小評価の問題が生じる。 

    等々。 

α線、β線による内部被ばくは、放射性核種が身体内部に沈着して

放射線を出し続けるというところに特徴がある。そして、沈着した場

所からごく近くの周辺組織に数ミリ（せいぜい数センチ）の距離で集

中的にエネルギーを与えるのであって、その周辺を超えた組織には放

射線は届かず全く影響を与えない。そういう意味で、内部被ばくは、

身体全体が放射線被ばくする均等被ばくとは、対極にあるのであって、

均等被ばくと見なして実効線量を計算するということは基本的に不可

能な場合である。そして、これは放射性微粒子の場合には特に顕著で

ある。福島第 1 原発事故の場合に放出された放射性核種による内部被

ばくに関しては、現行法上の実効線量で線量評価することはできない
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と解すべきである。 

「内部被曝というのは、さきほどから何ミリシーベルトというかた

ちで言われていますが、そういうのはまったく意味がありません。」と

いう児玉教授の見解は、以上の各問題を考慮しての事であって、全く

正当な指摘である。 

⑼ 被告国「第 13 準備書面」25 頁「「アルファ線核種について論じた「広

島フォールアウト地域 4 重がん症例の肺がん組織で証明された内部被

ばく」は本件と関連性を有しないこと」に対する反論 

     被告国は「広島フォールアウト地域 4 重がん症例の肺がん組織で証

明された内部被ばく」という論文（甲 B 第 54 号証）について本件と関

連性が無いと主張するが、関連性は非常に大きい。 

今回の準備書面では、α線やβ線の内部被ばくの危険性について論

じた。特に、上記⑻においては、「被告国は多重の誤りを犯している」

として、①、②、③の各点について、内部被ばくを過小評価している

ことについて詳細に説明した。内部被ばくは、α線、β線について特

に問題となるが、同論文をとおして、実効線量やグレイでの線量評価

する場合の過小評価について論証した。 

そして上記論文が、過小評価について説明する場合の最も分かりや

すい例として考えられるので、同論文を上げて説明したのである。し

たがって、本件において原告が主張する過小評価に関して関連性を有

するのである。 

そして「原告準備書面（７１）」では、飯館においてプルトニウムが

検出された事例について主張しているが、プルトニウム 239 と同様に

α線放出核種について論じている上記論文は、本件と決して無関係で

はないのである。 

⑽ 被告国の［第１２準備書面］の２６頁の「ウ 土壌汚染の程度に依

拠した原告らの主張は誤りであること」 

    ア 被告国は、被ばくによる健康リスクを評価するに当たっては土壌

汚染を考慮すべきだとの原告らの主張を批判し、「放射線による健康

リスクを検討するに当たっては、特定の場所における空間線量をそ

の場所において人が被ばくすることがある放射線量をしめすものと
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して考慮するのが合理的である」等と主張する（被告国第１３準備

書面 27 頁初行から 8 行目）。 

イ 空間線量は、クラウドシャイン（大気中の放射性物質からの放射

線）とグラウンドシャイン（土壌の放射性物質からの放射線）によ

って構成されている。いずれも外部被ばくである。原告らは、内部

被ばくによる健康リスクを重視すべきであると主張している。内部

被ばくには、吸入摂取による内部被ばくと経口摂取による内部被ば

くがある。吸入摂取は、大気中の放射性物質を呼吸によって体内に

取り込んでしまうことであるが、大気中の放射性物質は、今なお福

島第一原発から放出されている放射性物質と土壌から再浮遊する放

射性物質によって供給されている。土壌汚染濃度が高ければ、再浮

遊する放射性物質の量が多く、吸入摂取の危険も高くなることは当

然である。 

ウ 被告は、「空間線量を測定することで放射性物質の存在量を把握す

ることが可能となっており、これにより内部被ばく預託実効線量を

適切に算出することができる」と主張する（被告国第１３準備書面

27 頁第２段落）が、空間線量は、クラウドシャインとグラウンドシ

ャインの合計であり、空間線量の値だけから、大気中の放射性物質

の量を算出することはできない。 

 

３ 「内部被ばくの危険性をいう原告らの主張を前提としても、請求原

因③に係る原告らの主張に理由がないこと」について 

(1) 被告国の主張 

     被告国は，４月１９日通知の発出に際して，内部被ばくを考慮しな

かったが，その理由として，下記の３点を主張した。 

ア 被告国の論拠その１－内部被ばく線量の割合が低いこと 

      被告国は，４月１９日通知を発出するにあたり，内部被ばくの線

量は全体の線量の平均２パーセント程度で極めて小さいと評価され

ることが判明したため，内部被ばくを理由とする安全係数の考慮を

行わないこととした。 

イ 被告国の論拠その２－安全側にたった仮定に基づいており，内部
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被ばく線量が低レベルであること 

 被告国は，４月１９日通知は，十分に安全側に立った仮定に基づ

き，結果としても，内部被ばく線量は極めて低いレベルであったか

ら，４月１９日通知で示された暫定的な目安は保守的なものであっ

た。 

ウ 被告国の論拠その３－実際に内部被ばく線量は低い線量であった

こと 

   福島県の調査によれば，内部被ばく線量は極めて低いものであっ

たから，４月１９日通知で示された暫定的な目安は保守的なもので

あったと評価すべきである。 

エ 被告国の論拠その４－ＩＣＲＰの見解を踏まえていること 

   ４月１９日通知は，国際機関の見解を踏まえた合理的なものであ

った。 

(2) 「内部被ばく線量の割合が低いこと」（論拠その１）について 

   ４月１９日通知において，被告国が，内部被ばく線量が全体の線量

の平均２パーセント程度と評価したとする根拠は，放射線医学総合研

究所の協力を得て実施した算定である（甲Ａ第５２号証）。以下，放射

線医学総合研究所の協力を得て実施した算定を「２パーセント評価」

という。 

２パーセント評価は，下記の通り，子ども達の安全を守るという観

点から十分な検討を行ったものではない。 

ア 文部科学省が学校再開基準を検討した経緯 

   文部科学省は，原子力安全委員会に対し，福島県内の小学校の再

開にあたっての安全性について，平成２３年４月６日（２回），同月

７日と３回にわたって，事務連絡文書によって助言依頼を行った（甲

Ｃ第９４号証６頁以下。なお，甲Ｃ第９４号証は複数の文書が一体

的に綴じられた資料であり，個々の文書の表題，作成者，作成日付

等は，目次である甲Ｃ第９５号証を参照されたい）。 

最初の助言依頼（４月６日）は，福島県内の２０施設の再開の可

否について助言を依頼したものである。 

２回目の助言依頼（同日）は，福島県内の小学校等５５２施設の
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再開の可否及び安全といえる具体的な空間線量率について助言を依

頼したものである。 

３回目の助言依頼（４月７日）は，福島県内の小学校等５９４施

設の再開の可否について助言を依頼したものである。 

その上で，平成２３年４月９日，文部科学省は，原子力安全委員

会に対し，４月５日から７日に行われた福島県による学校等の空間

線量率測定の結果を報告するとともに，「暫定的考え方（案）」の叩

き台を提示した。 

この叩き台は，ＥＯＣ（文部科学省内に設置された非常災害対策

センター）が放射線医学総合研究所の専門家と相談しつつ作成され

たものである。 

この叩き台に対して，原子力安全委員会から，内部被ばくについ

て情報が不足している中，何らかの安全係数をかけるべきではない

かとのコメントが出された。 

その結果，文部科学省は，上記叩き台を修正し，内部被ばくが全

体の被ばく線量の半分となることを前提にした学校再開の方針が作

成された。 

ところが，そのわずか３日後である同月１２日，文部科学省から

原子力安全委員会に対し，２０校の土壌調査の結果に基づく内部被

ばく評価について説明を行った。その後，文部科学省は，内部被ば

くの影響は極めて小さいとして３．８μＳｖ／ｈの基準をとることを

決定した。 

４月１９日通知が発出されたのは，その１週間後である（以上の

経過全般について甲Ｃ第９４号証 １頁，２頁）。 

イ 問題点 

(ｱ) ２パーセント評価は，一つの推計に過ぎないこと 

   当時，福島県環境放射線モニタリングの調査対象数は，県下全

域で１４２８校にも達していた（甲Ｃ第９４号証１１頁「福島県

環境放射線モニタリング実施計画」）。 

これをわずか２０校の土壌調査によって，福島県全域の学校す

べてで，内部被ばくの影響を全く無視することとするのは，十分
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な情報に基づく判断とは言えない。 

また，土壌調査データによって，子ども達の内部被ばくが完全

に評価できるわけではない。 

その後の原子力安全委員会における質疑でも，文部科学省は，

実際の被ばく状況について追加の調査を求められたり，年少者が

砂場で砂を口にする可能性の指摘を受けるなどしていた（甲Ｃ第

９５号証 ２３頁，２４頁）。 

このように，２パーセント評価は，僅少なデータに基づく不十

分なものである上に，実際に子ども達がどれだけの内部被ばくを

するのかを全体的に把握できるものでもなかった。せいぜい，一

つの推計という位置付けしか与えることはできない。 

したがって，２パーセント評価をもって，内部被ばくの考慮を

しないとすることの根拠に用いる合理性はない。 

(ｲ) 検証可能でないこと 

   内部被ばくを評価した算定過程について公表した資料は，平成

２３年５月１２日に開催された第３１回原子力安全委員会に文部

科学省が提出した資料（甲Ａ第５２号証。「暫定的考え方」の取り

まとめに際し検討した内部被ばくに関する算定結果と根拠）が唯

一である。 

同資料には，ＩＣＲＰ，ＮＣＲＰ，ＩＡＥＡ等の発行する文献

に依拠したことが記載されている。しかし，これらの文献そのも

のは同資料には添付されておらず，そもそも，このような文献に

記載された係数等が適切に適用されているか否かが検証できない。 

また，同資料は，外部被ばくと内部被ばくのトータルに対して，

内部被ばくが何パーセントであるかということを計算しているが，

外部被ばくについては数字が示されていない。 

このように，同資料は，十分に検証可能な形で作成されている

とは言えない。 

現に久木田委員からは，「外部被ばくについては数値が示されて

いない」，「技術的資料として十分にトレーサブルであること，つ

まり特に評価においては，どういう仮定で求めた値であるかとい
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うことが，この資料以外の報告書等で結構だと思うんですけれど

も，ちゃんと参照されていて，追跡できることが必要ではないか

というふうに思います。」と厳しい指摘を受けている（甲Ｃ第９７

号証 ２０頁）。 

(ｳ) そもそも土壌が高濃度に汚染されていること 

   しかもサンプル数が極めて少ないだけではなく，この内部被ば

くの評価には次のような問題点がある。 

４月１２日に原子力安全委員会に示されたという２０校の土壌

調査の元データを示す資料は公表されていないが，平成２３年４

月１９日，文部科学省は，「福島県学校等空間線量率及び土壌モニ

タリング実施結果について」と題する報道発表を行っている（甲

Ｃ第９６号証の２ ７頁以下）。 

この報道発表には，５１校分の土壌モニタリング実施結果が記

載されている。実施結果は，地点毎の土壌放射能がキログラムあ

たりのベクレル数で表記されているが，文部科学省が行った２パ

ーセント評価と同様に土壌密度を１３００ｋｇ／㎥とし，土壌中

の核種がすべて最表面にあると仮定して，表面汚染密度を求める

と次のようになる（下記算定式については，甲Ａ第５２号証 ４

頁）。 

汚染密度（Ｂｑ／㎡） 

＝採取深さ（０．０５ｍ）×土壌密度（ｋｇ／㎥）×土壌の濃度（Ｂｑ／ｋｇ） 

＝０．０５×１３００×土壌の濃度（Ｂｑ／ｋｇ） 

＝６５×土壌の濃度（Ｂｑ／ｋｇ） 

   上記算定式によって５１校分の土壌モニタリング実施結果につ

いて表面汚染密度を求めたのが，本準備書面に添付された別紙「福

島県内の学校再調査の結果一覧」である。 

これによると，調査された土壌の平均汚染密度は７８万ベクレ

ル以上となり，最小値でも２１万ベクレルを超え，最大値は１４

４万ベクレルにも達した。 

放射線障害防止法（科学技術告示第１５号）では，放射線施設

内で，常時人が立入る場所においては，人が触れる物の表面の放
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射性同位元素の表面密度限度は，α線を放出する放射物質の場合４

Ｂｑ／ｃ㎡，α 線を放出しない放射性物質の場合４０Ｂｑ／ｃ㎡

（４０万Ｂｑ／㎡）である。管理区域からの持出物の表面密度限

度は，これらの値の１０分の１となっている（公衆被ばくを考慮

するからである）。 

したがって，α線を放出しない放射性物質であっても，４万Ｂｑ

／㎡を超えるような放射性物質を含む土壌は，そもそも学校の環

境中にあってはいけない物質である。 

つまり，調査対象となった福島県内のすべての校庭において，

土壌は，そもそも，そこに存在してはいけない程度に高濃度に汚

染されていたのである。 

内部被ばくの評価以前の問題であることが見落とされている。 

この点，被告国は，被告国第１１準備書面８ページにおいて，「炉

規法等における線量限度あるいは放射線管理区域は，いずれも『防

護最適化』に基づいて定められた計画被ばく状況における事業者

に対する義務を定めた放射線防護の基準であるのに対し，同通知

（註：４月１９日通知）は，２００７年勧告の現存被ばく状況に

おける参考レベル及びＩＣＲＰが２０１１（平成２３）年３月２

１日に発出した声明（乙Ａ第４号証）を踏まえ，できる限り児童

生徒の受ける線量を減らしていくための出発点として，夏期休業

終了までの期間を対象とした暫定的な目安として，『１年間当たり

１～２０ミリシーベルト』を示したもの（中略）。それゆえ，原告

らの指摘する基準と同通知とは性格を異にするものであるから，

これらを単純に比較することは不適切である。」と主張する。 

しかし，被告国の上記主張には少なくとも２点，重大な欠陥が

ある。 

第一に本件事故時において，日本国内において存在した法令上

の基準は，炉規法等であり，ＩＣＲＰの２００７年勧告ではない。

ＩＣＲＰの２００７年勧告は，そもそも本件事故時において参照

すべき法的規範ではないから，同勧告に従うことによって，炉規

法等の現行法を超える被ばくを法的に認容すべきこととはならな
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い。 

第二に，被告国の主張は，公衆被ばく線量限度を遵守するため

の法令上の基準を超えるような被ばくを子ども達にさせて良い実

質的な理由が示されていない。 

ウ 小括 

   文部科学省が４月１９日通知の策定にあたって，内部被ばくを考

慮しないこととした根拠となった内部被ばくの評価は，致命的な欠

陥を有していた。調査の元となった土壌のサンプル数が極めて少な

く，かつ，算定経過が明らかでなかったからである。 

さらに，そもそも，調査対象となった土壌は，いずれも高濃度に

汚染されていたのであるから，校庭等は，内部被ばくの評価以前の

状態にあった。 

したがって，内部被ばくを考慮せずに校庭等の利用を認めた４月

１９日通知は，著しく妥当性を欠く内容だったと言わざるを得ず，

文部科学省の姿勢は不合理そのものである。 

エ 問題の背景 

   このように不合理な判断がなされた背景には，学校における実際

の線量率が高かったという事情があると考えられる。 

すなわち，平成２３年５月２日，第２８回原子力安全委員会に提

出された「福島県学校等空間線量率モニタリングの実施結果につい

て（その１）」によれば，調査した５５施設のうち，３．８μＳｖ／

ｈを上回るのは，わずか２校であった（甲Ｃ第９６号証の２）。 

しかし，仮にこれを１．９μＳｖ／ｈを基準とすると，殆どの学校

（５１校）が，基準を上回ることとなる（空間線量率の校舎外平均

値・高さ１ｍ）。 

これでは，大半の学校で校庭等の利用ができないこととなる。 

被告国の前記不合理な判断は，保護者，生徒らの不安が出ること

を恐れた結果だと推認される。 

(3) 被告国が安全側にたっていなかったこと（論拠その２） 

ア ４月１９日通知検討過程における考え方の変遷 

(ｱ) 文部科学省が安全側でない基準を採用したこと 
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   １時間あたり３．８マイクロシーベルトとしたのは，安全側に

たった仮定ではない。むしろ，原子力安全委員会から安全側に立

つよう求められたにも関わらず，文部科学省が独自の考え方に基

づいて，安全側でない基準を採用したものである。以下，詳述す

る。 

(ｲ) 原子力安全委員会が示していた助言の内容 

 原子力安全委員会は，文部科学省の依頼に応じて助言をしてい

るが，平成２３年４月６日，まず次の３点を助言した（以下「４

月６日助言」という。甲Ｃ９４号証 ６頁）。 

「１．福島第１原子力発電所から２０ｋｍ－３０ｋｍは，現在，

屋内退避の地域となっており，学校を再開するとしてもスポ

ーツ等の屋外授業を行う事や屋外で遊ばせることは被ばくの

程度を極力低いものとする観点からは，好ましくありません。 

２．屋内退避の地域以外の地域においても，空間線量率の値が

低くない地域においては，被ばくの程度を極力低いものとす

る観点からは，学校を再開するかどうか十分に検討すべきと

考えます。 

３．現在も事故は，終息しているわけではないことから，引き

続きモニタリングを継続しつつ，適切な対応をとっていくこ

とが重要です。」 

   すなわち，原子力安全委員会は，屋内退避の地域については，

空間線量率を問わず，屋外での活動を好ましくないと考えていた。 

また，屋内退避の地域以外においても学校再開については十分

に検討するべきと考えていたのであり，早急に結論を出すことに

は消極的であった。 

翌日である平成２３年４月７日，原子力安全委員会は，文部科

学省の第２回目の助言依頼に応じて，次の４点を助言した（以下

「４月７日助言」という。甲Ｃ９４号証 １６頁）。 

「１．文部科学省として，福島県内の小学校等の再開にあたって

の判断基準を示されたい。 

２．原子力安全委員会は、示された判断基準に対して，助言し
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ます。 

３．“「福島県内の小学校等の再開に当たっての安全性について

仕その１）」に対する助言（回答）”は，上記，判断基準の策

定にあたって参考になるものと考えます。 

４．なお、公衆の被ばくに関する線量限度は，１ｍＳｖ／年と

されています。」 

   つまり，原子力安全委員会は，文部科学省に対し，４月６日助

言に基づいて学校再開基準を策定するよう求めたのである。加え

て，４月７日助言では，公衆被ばく線量限度が１ｍＳｖ／年であ

ることを指摘しているのであるから，学校再開基準として，公衆

被ばく線量限度を勘案することをも求めたと解される。 

(ｳ) ４月９日打合せ時の文部科学省の考え方 

   ４月１９日通知を発出するに際し，文部科学省は，平成２３年

４月９日，原子力安全委員会と打合を行っている（以下「４月９

日打合せ」という。甲Ｃ９４号証 ２頁）。 

４月９日打合せ用に文部科学省が作成した資料「福島県内の学

校等等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方（案）」（甲

Ｃ９４号証 ４８頁。以下「４月９日資料」という。）には，以下

のとおりに記載されていた。 

「学校等の敷地（校庭・園庭）において３．８μＳｖ／時間を示し

た場合においても，校舎内の滞在には被ばく軽減効果が期待で

きることから，学校等での生活により年間の被ばく線量を２０

ｍｓｖ以下とすることが可能である。」 

「（１）今回のモニタリングにより，３μＳｖ／時間以上の空間線

量率が測定された学校等については，別に示す要領によ

り詳細な再調査を実施することが適当（３μＳｖ／時間と

したのは，測定誤差等を考慮したため）。なお，避難区域・

計画的避難区域・緊急時避難準備区域以外に所在する学

校等が再調査の結果が出るまで及びその後の対処が定ま

るまでの間に校舎・園舎の使用を継続することは差し支

えない。この際にはⅡ．に述べる屋外活動授業の自粛，
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生活指導等に念のため留意すること。」 

「（２）今回のモニタリングにより，３μＳｖ／時間（１ｍ高さの

数値）を下回った学校等については，設置者の判断によ

り，校舎，校庭等を使用して差し支えない。」 

   すなわち，４月９日打合せ前において，文部科学省は，①空

間線量率３．８μＳｖ／時間を基準として，年２０ｍＳｖ以下の

被ばく線量とすることができる，②測定誤差を考慮し，３μＳｖ

／時間を超える空間線量率が測定された学校等では，詳細な再

調査を実施すべき，③校舎，校庭等の利用基準は，空間線量率

を基準に３μＳｖ／時間未満とすると考えていたのである。この

考え方は，内部被ばくを理由とする安全係数の考慮を行わない

ものである。 

また，３μＳｖ／時間以上の空間線量率が測定された学校等に

ついて屋外活動授業の自粛には触れるものの，校庭・園庭の利

用を全面的に制限する表現はなかった。 

この４月９日資料は，屋内退避の地域での屋外活動を認める

内容であること，公衆被ばく線量限度ではなく，年２０ｍＳｖ

といういわゆる参考レベルを基準にしている点で，４月６日助

言，４月７日助言と比較して安全側とは言えない考え方に立脚

している。 

(ｴ) ４月９日打合せにおける原子力安全委員会の要請 

   上記の４月９日資料は，４月９日打合せ後に改訂された（甲Ｃ

９４号証 ５１頁。以下「４月９日改訂資料」という。）。 

下記のとおり，４月９日改訂資料は，４月９日資料と比較して

より安全側にたった改訂がなされていた。 

４月９日改訂資料は，４月９日打合せにおいて原子力安全委員

会から文部科学省に対する指摘ないし要請を反映させて文章化に

したものと考えられる。 

具体的には，４月９日改訂資料は，以下の通りに記載されてい

た。変更点が分かるよう，原告代理人において，４月９日資料と

比較して，加えられた部分に下線，削除された部分に取消線を引
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いた。 

「学校等の敷地（校庭・園庭）において３．８μＳｖ／時間を示し

た場合においても，校舎内の滞在には被ばく軽減効果が期待で

きることから，学校等での生活により年間の被ばく線量を２０

ｍｓｖ以下とすることが可能である。さらに，内部被ばくの寄

与が外部被ばくと同様にあると安全側に仮定すると２０ｍｓｖ

／年に到達する空間線量率は，１．９μＳｖ／時間となる。」 

「（１）今回のモニタリングにより，３μＳｖ／時間（１ｍ高さの

数値：以下同じ）以上の空間線量率が測定された学校等

については，別に示す要領により詳細な再調査を実施す

ることが適当（３μＳｖ／時間としたのは，測定誤差等を

考慮したため）。なお，避難区域・計画的避難区域・緊急

時避難準備区域以外に所在する学校等が再調査の結果が

出るまで及びその後の対処が定まるまでの間に校舎・園

舎の使用を継続することは差し支えない。この際にはⅡ．

に述べる屋外活動授業の自粛，生活指導等に念のため留

意すること。再調査の結果が出るまでの間は，校庭・園

庭の利用をできるだけ控える等（一日１時間程度の屋外

活動の実施は差し支えない）の短期的措置を当面講じ，

別添１に示す生活上の配慮事項に留意すること。また，

今後３～４カ月にわたり継続的なモニタリングを実施す

ることが適当。」 

「（２）今回のモニタリングにより，３．０μＳｖ／時間未満から

１．９μＳｖ／時間以上の空間線量率が測定された学校等

については，①校舎・園舎の利用，②校庭・園庭の利用

をして差し支えない。今回，再調査は求めないが，別添

１に示す生活上の配慮事項に留意することが望ましい。

また，今後３～４カ月にわたり継続的なモニタリングを

実施することが適当。（１ｍ高さの数値）を下回った学校

等については，設置者の判断により，校舎，校庭等を使

用して差し支えない。」 
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「（３）今回のモニタリングにより，１．９μＳｖ／時間未満の学

校等については，校舎，校庭等を利用して差し支えない。」 

   すなわち，４月９日打合せ後において，文部科学省は，①内

部被ばくの寄与が外部被ばくと同様にあると安全側に仮定し，

②３μＳｖ／時間を超える空間線量率が測定された学校等では，

校庭・園庭の利用を控え，③校舎，校庭等の利用基準は，空間

線量率を基準に１．９μＳｖ／時間未満とすると考えていたので

ある。 

 この考え方は，内部被ばくを理由とする安全係数の考慮を行

い，かつ，３μＳｖ／時間以上の空間線量率が測定された学校等

について屋外活動授業の自粛を求めるものであった。 

４月６日助言，４月７日助言に比較すると安全側とは評価で

きないが，それでも，原子力安全委員会の考え方を一部取り入

れたことは否定できない。 

(ｵ) ４月１９日通知 

   ４月９日改訂資料における方針は，４月１９日通知においては，

大きく後退し，内部被ばくの考慮をしなくなった（甲Ｃ９４号証 

５４頁）。 

そればかりか，４月１９日通知は，４月９日資料及び４月９日

改訂資料にあった測定誤差に対する配慮すらしなくなった。 

内部被ばくの考慮をしなくなった理由として被告国は，２パー

セント評価を指摘するが，測定誤差に対する配慮をしなくなった

理由は，何ら説明がなされていない。 

すなわち，被告国が，４月９日以前よりも安全という観点から

より後退した立場をとったことが明白である。 

イ 小括 

   以上の通り，被告国が，４月１９日通知を発出するまでの間に考

え方に大きな変遷がある。 

そもそも，出発点から，文部科学省の考え方は，原子力安全委員

会による４月６日助言，４月７日助言の求めた内容からはほど遠い

ものであったが，それでも，４月９日打合せ後までは，より安全側
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に立とうという意思が見受けられた。 

ところが，その後，４月１２日以降の被告国の立場は，より安全

に対して消極的な姿勢を示したといわざるを得ない。 

(4) 実際に内部被ばく線量は低い線量であったこと（論拠その３） 

   前記の通り，内部被ばくについては，いまだに未解明の点が多い。 

  これは，個別に子ども達の線量測定をしていないからである。 

その上，ホールボディカウンターによって計測されるのは，基本的

にガンマ線のみである。 

様々な核種が本件事故によって放出されており，その中にはアルフ

ァ線，ベータ線を放出する核種もあることに照らせば，ホールボディ

カウンターによる計測は，内部被ばくの一部しか明らかにできないこ

とは言うまでもない。 

極めて微量であっても，こうした核種が取り込まれる危険性は皆無

ではなく，現状では，そうしたリスクは全く評価の対象となっていな

い。 

さらに，ホールボディカウンターによる内部被ばくの測定値から導

いている健康リスクは，放射性物質が水溶性であることを前提として

いる。ところが，実際には，不溶性の形で放射性物質が環境中に存在

することが分かっている。 

この不溶性放射性微粒子は，存在が確認されただけで，動態も分か

らず，定量的な評価もできない状態にある。ただ，不溶性放射性微粒

子は，水溶性の放射性物質と異なり，生体にとって極めて危険である

可能性があることが指摘されている。 

このように現状のホールボディカウンターによる内部被ばくの測定

は，リスクの過小評価を導くことがほぼ確実である。 

したがって，ホールボディカウンターによる観測をもって，内部被

ばくの評価をしないことの後付けの理由とすることはできない。 

(5) ＩＣＲＰの見解にも必ずしも合致していないこと（論拠その４） 

ア ＩＣＲＰ２００７年勧告との関係 

   被告国は，４月１９日通知が発出された当時を現存被ばく状況と

し，これがＩＣＲＰ２００７年勧告に合致していると主張している
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と解される。 

ＩＣＲＰ２００７年勧告は，年１ｍＳｖより大きく２０ｍＳｖま

での参考レベルを設定する場合，放射線防護の要件として，「可能な

らば，個人がその線量を低減できるように十分な，一般的情報が入

手できるべきである。」「計画被ばく状況においては，個人の被ばく

状況においては，個人の被ばく評価及び訓練が行われるべきである」

としている（ＩＣＲＰ２００７年勧告５８頁表５）。 

また，被ばく状況の特徴としては，「個人は通常，必ずしも被ばく

それ自体ではなく，被ばく状況から便益を受けるべきであろう。」と

も指摘されている。 

ところが，本件における子ども達は，個人の被ばくの評価も訓練

も行われていないし，被ばく状況から便益を受けているとも解され

ない。 

なお，個人の被ばくの評価や訓練について，ＩＣＲＰ２００７年

勧告は，「計画被ばく状況においては」という限定をつけているよう

に見えるが，現存被ばく状況においてかかる防護のための措置（個

人の被ばく評価と訓練）が無視されて良い理由はない。 

また，子ども達は，事故によって被ばく状況にある。かかる状況

を甘受することによって便益を受ける事は一切考えられない。 

イ ＩＣＲＰ勧告１１１との関係 

   ＩＣＲＰは，２００８年に勧告１１１「原子力事故または放射線

緊急事態後の長期汚染地域に居住する人々の防護に対する委員会勧

告の適用」を採択している（以下「勧告１１１」という。）。 

この勧告においては，「汚染地域内に居住する人々の防護の最適化

のための参考レベルは，このカテゴリーの被ばく状況の管理のため

にＰｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ１０３（ＩＣＲＰ２００７）で勧告され

た１～２０ｍＳｖのバンドの下方部分から選択すべきである」，「過

去の経験は，長期の事故後の状況における最適化プロセスを拘束す

るために用いられる代表的な値が１ｍＳｖ／年であることを示して

いる」と指摘されている（勧告１１１ ５０項）。 

ところが，４月１９日通知は，漫然と参考レベルの上限を採用し
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ており，勧告１１１を誠実に履行するものとは言えない。 

また，「参考レベルの値を選定するプロセスもまた，関係するすべ

てのステークホルダーの見解を適切に取り入れるために注意深くバ

ランスをとるべきである。」としている（勧告１１１ ４９項）。 

勧告１１１における「ステークホルダー」とは，「さまざまな観点

から関心を有する者」という意味である。 

福島の地域住民や自治体は，この意味でステークホルダーである

が，４月１９日通知策定にあたって，文部科学省は，原子力安全委

員会に助言依頼をしたのみであり，ステークホルダーを全く無視し

た手続きをとった。 

したがって，４月１９日通知は，この観点からもＩＣＲＰ勧告１

１１に全く合致していない。 

ウ ＩＣＲＰ声明との関係 

   ＩＣＲＰは，平成２３年３月２１日，声明を発出した（乙Ａ第４

号証）。 

この声明自体は，参考レベルとして，年１ｍＳｖから２０ｍＳｖ

の範囲で設定することを勧告したに過ぎない。 

現存被ばく状況における参考レベルについてのＩＣＲＰの考え方

は，勧告１１１に示されたとおりであり，被告国の４月１９日通知

発出の違法性が，同声明により是認されるものではない。 

 

第４ 「セシウム含有不溶性放射性微粒子」摂取の危険性を述べる原告ら

の主張は理由がなく、同主張を前提としても、原告らが本訴で主張する

「年１mSv 以下の被ばくであっても、無用な被ばくによる健康被害を心

配しないで生活する利益」なるものが国賠法の救済が得られる具体的な

権利ないし法的利益であるとはいえないこと」について 

１ 「セシウム含有不溶性放射性微粒子による内部被ばくにより健康影

響が生じるとの科学的根拠を伴った知見が存在しないこと」について 

(1) セシウム含有不溶性放射性微粒子の健康リスクについて 

ア 被告国は、河野益近氏の意見書（甲Ｂ第 116 号証 4 頁）に、「不溶

性放射性微粒子による人体影響についてはわからない」と控えめに
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書いてあること、原告らも、「不溶性の放射性微粒子による健康被害

を受けるリスクがある」と控えめに主張していることを逆手にとっ

て、セシウム含有不溶性放射性微粒子によって「具体的に健康影響

が生じることを示唆する科学的知見は現時点において存在しない」

と主張する（被告国第１３準備書面 31 頁）。 

イ 被告国は、自らの立場を全く理解しておられないようである。放

射線が、その程度はともかく、生命体に悪影響を及ぼすことは（「ホ

ルミシス説」をとる一部の学者は別にして）、世界的なコンセンサス

である。しかるに、被告国は、リスクのある原発政策を国策として

進めることにより、また、東京電力に対する監督を怠ったことによ

り、福島原発事故を招き、環境中に膨大な放射性物質を撒き散らし、

原告ら住民に必要のなかった人工放射線による被ばくを余儀なくさ

せ、今現在も余儀なくさせているのである。被告国が、住民に対し、

放射能まみれになった福島の大地で居住しろ（避難する権利はない）

というのであれば、福島の被ばく状況では健康リスクがないことを

被告国や被告基礎自治体らが証明しなければならないのである。 

ウ 確かに、セシウム含有不溶性放射性微粒子が病気を引き起こすこ

とは証明されていない。体内で何が起こっているのかを直接確認で

きないから、病気を引き起こすことを証明するためには疫学的手法

を使うしかない。しかし、疫学でこれを証明するためには多数の症

例と膨大な時間が必要である。証明されてからセシウム含有不溶性

放射性微粒子による被ばくを避けるための対策をとっても手遅れな

のである。 

エ 証明はされていなくても、健康リスクの存在を十分窺うことがで

きる。気象庁の足立光司氏らが発見したセシウムボール１個には、

セシウム１３４、同１３７についてそれぞれ約３ベクレルの放射能

濃度があった（甲Ｂ第９６号証の２の 3/15 頁）。仮に、このセシウ

ムボール１個が肺胞に沈着した場合、毎秒、セシウム１３４が３個、

同１３７が３個、合計６個のセシウム原子が壊変を起こし、毎秒ベ

ータ線６本（１日で５１万８４００本）が周辺組織に向かって発射

されることになる。現在は、福島原発事故から８年が経過している
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ため、半減期の短いセシウム１３４を無視するとしても、セシウム

１３７だけで毎秒３本のベータ線（１日で２５万９２００本）が発

射される。更に、セシウム１３７がベータ崩壊してできたバリウム

137ｍは、半減期２．５５分でガンマ崩壊するので、ベータ線に加え

てほぼ同数のガンマ線も発射される。これが、長期間にわたって移

動せず、周辺細胞を局所的に攻撃し続けるのであるから、周辺細胞

の受けるダメージは深刻である。 

      少なくともセシウム含有不溶性放射性微粒子や土壌粒子に吸着し

た放射性セシウムが肺に侵入したときの線量評価は確立していない。

確立していない以上、そのリスクを評価できないはずである。被告

国や地方自治体が安全であることを証明できない限り、子ども達が

セシウム含有不溶性放射性微粒子や土壌粒子に吸着した放射性セシ

ウムによる被ばくを避ける権利が与えられなければならない。また、

子ども達が、セシウム含有不溶性放射性微粒子や土壌粒子に吸着し

た放射性セシウムを体内に取り込まされてしまったことによる精神

的苦痛は、科学的根拠のある苦痛であって、法的保護に値するとい

うべきである。 

(2) 再浮遊のリスクについて 

ア 被告国は、放射性セシウムは、地表面に降下すると土壌に強く吸

着しやすく、一度土に吸着した放射性セシウムは容易に土から離れ

ることはなく、ＵＮＳＣＥＡＲの２０１３年報告書や２０１７年報

告書の記載に鑑みても、土壌中のセシウム含有不溶性放射性微粒子

が再浮遊し、吸引するリスクは高くないと主張する（被告国第１３

準備書面 32 頁）。 

イ 被告国のこの主張は全く誤りである。放射性セシウムは「土」に

吸着するのではなく、「土壌粒子」に吸着するのである。そして、土

壌粒子は風等によって舞い上がって放射性セシウムもろとも再浮遊

する。もちろん、セシウム含有不溶性放射性微粒子も再浮遊する。

再浮遊のリスクを軽視する被告国の主張は根拠のない言いがかりに

等しい。 

ウ 原告らは、再浮遊のリスクについて、準備書面(46)の第３において、
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帝京大学大学院飽本教授の論文（甲Ｂ第１０８号証）に基づいて詳

細に主張した。被告福島県の災害対策本部及び原子力センターは、

平成２４年１月２日～３日に比較的高い濃度の放射性セシウムが検

出されたことについて、「放射性セシウムを含む塵埃が地表面から舞

い上がった」旨の見解を示し（甲Ｂ第１０９号証の１、２）、被告福

島県の農業総合センターは、鉄筋ビルの軒下の壁際に干した切り干

し大根の放射性セシウム濃度が他の場所で干した切り干し大根より

も顕著に高かったことについて、干した場所が塵の舞いやすい場所

だったからという見解を示した（甲Ｂ第１１０号証）。被告国の上記

主張では、これらの事実の説明がつかないことになる。 

 

２ 福島第一原発から放出された放射性セシウムの相当部分及び福島県

内の土壌中の放射性セシウムの大部分がセシウム含有放射性微粒子で

あるとの原告らの主張について 

(1) 被告国は、原告らの上記主張を論難する（被告国第１３準備書面 32

頁～35 頁）。 

(2) 原告らの主張が科学的研究結果に基づくものであることは、上記第

２の２(4)アで記載したとおりであるから、ここでは繰り返さない。 

(3) 原告らの主張が上記のとおり科学的研究結果に基づくものであるの

に対し、被告の主張は、「福島第一発電所事故由来の放射性セシウムの

全体量からして、同事故由来の放射性セシウムの相当部分が『セシウ

ム含有不溶性放射性微粒子』となったとは考え難」い（被告国第１３

準備書面 32 頁下から 2 行目～33 頁初行）等という根拠を示さない憶

測の外は、郷地意見書（甲Ｂ第１１８号証）、河野意見書（甲Ｂ第１１

６号証）、河野検査報告書（甲Ｂ第１４２号証）等を論難するばかりで

あり、福島原発事故によって放出された放射性セシウムの相当部分が

水溶性のイオン状態であったことを積極的に裏付ける証拠は全く提出

していない。 

(4) 但し、原告らは、河野検査報告書（甲Ｂ第１４２号証）について言

及した準備書面(63)において、「106μｍ以下の土壌に含まれる放射性

セシウムのうち、９８％以上が不溶性の微粒子として存在することが
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判った」と記載した部分（同準備書面４頁下から 8 行目～7 行目）につ

いては、「106μｍ以下の土壌に含まれる放射性セシウムのうち、９８％

以上が不溶性であることが判った」と訂正する。河野氏の研究によっ

て、106μｍ以下の土壌に含まれる放射性セシウムのうち、９８％以上

が不溶性であることが判ったが、この不溶性のセシウムが放射性微粒

子を形成しているか否かまでは、分からないので、上記準備書面の記

載は不正確であった。 

繰返しになるが、改めて述べる。確かに、被告国が主張し、被告国

が提出した証拠にも記載されているように、福島原発事故前、土壌に

入ってきた放射性セシウムは陽イオンとして振舞い（乙Ｂ第３２号証

の A4）、土壌粒子と静電気的に引き合う、土の微細な結晶構造の隙間

に挟まって動けなくなる等の理由によって容易に土から離れることが

ない（乙Ｂ第３１号証のＱ１８）と考えられていた。そして、福島原

発事故でも、そのような形態の放射性セシウムが存在することを否定

はしない。しかし、大切なことは、陽イオンとして土壌に吸着したセ

シウムも水に溶けないことである。現に、（独）国立環境研究所資源循

環・廃棄物研究センターが作成した「放射性物質の挙動からみた適正

な廃棄物処理処分（技術資料第四版）」（乙Ｂ第３３号証の２）の３２

頁によれば、放射性セシウムの溶出特性について実験をした結果、一

般廃棄物焼却灰中の放射性セシウムは 64.1～89.1％という高い溶出率

を示したが、それ以外は、下水汚泥焼却灰中の放射性セシウムも、浄

水発生土中の放射性セシウムも、災害廃棄物中の放射性セシウムも低

い値であり、土壌中の放射性セシウムは、1.2％未満に過ぎなかった。 

このことからわかることは、福島原発事故によって放出された放射

性セシウムは、セシウム含有放射性微粒子として放出された場合は当

然のこと、陽イオンとして放出された場合も、土壌に沈着した場合は

土壌粒子に吸着して、不溶性になるということである。そして、いず

れも呼吸によって肺に取り込まれて肺組織に沈着し、長期にわたって

存在し続ける可能性が高く、その場合、ＩＣＲＰが定めた生物学的半

減期の考え方が適用できないということである。 
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３「不溶性放射性微粒子を体内に取り込んだ場合の内部被ばくの健康リ

スクについては、ＩＣＲＰによる内部被ばくの考え方が通用しないと

の原告らの主張に理由がないこと」について 

(1) 被告国の主張は、ＩＣＲＰの見解、甲斐教授の見解、石川教授の見

解、ＵＮＳＣＥＡＲ報告書の記載を根拠にするもので、これらについ

ては、第２の(3)のア～エで反論を加えたところである。そもそも、セ

シウム含有不溶性放射性微粒子や土壌粒子に吸着した放射性セシウム

が肺に侵入した場合の線量評価方法が確立していないのであるから、

健康リスクがないなどと判断できるはずがないのである。 

(2) 被告国が依拠するこれらの見解は、理由や根拠を示さないまま、「Ｉ

ＣＲＰのリスク評価が不十分であるとか、過小評価とはならない」と

か、従来の評価に「有意な影響を与えるとは考えていない」等の結論

を述べているだけである。被告国の主張は、国際的な団体や地位のあ

る学者のいうことには、内容を吟味することなく従えと言っているに

等しく、裁判所に対して思考停止を求めていると言ってよい。裁判所

におかれては、被告国のこのような主張に紛らわされることのないよ

うご注意いただきたい。 

 

第３章 原告準備書面（６７）に関する書証の追加と求釈明 

１ 原告準備書面（６７）の概要 

   本年２月、原告らは、準備書面（６７）で、ＬＳＳ１４報の統計手法を

めぐる不備を解明し、ＬＳＳ１４データの正しい再分析すなわちモデル選

択を最後までを行えば、「１００ｍＳｖ以下の被ばくにより健康影響があ

る」とする閾値なしの線形モデル（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という主張をおこなった（同書面第１。以下、第

１の論点という）。 

なおかつ、第１の論点に関連して、《ＬＮＴモデルは「仮説」にすぎず、

科学的知見ではない》という被告国の従来からの持論が科学的知見の本質

を見誤った誤謬にほかならないことを明らかにする主張をおこなった（同

書面第２。以下、第２の論点という）。 

その上で、ＬＮＴモデルはたとえ低線量被ばくによる健康影響を解明し
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得たとしても、それはあくまでも「外部被ばく」による影響にとどまり、「内

部被ばく」による影響の解明までには及ばないという限界を指摘し、「低線

量被ばくによる健康影響」の真の課題である「内部被ばく」問題に正面か

ら取り組んだ統計的解析の論文「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」（甲Ｂ第１５１号証）が存在することを主張

した（同書面第３、同第４。以下、第３の論点という）。 

 

２ 書証の追加 

 今般、世界的に著名なフランスの数学者、理論物理学者、科学哲学者のア

ンリ・ポアンカレ（J1854 年～1912 年）の「科学と仮説」（１９０２年）10を

踏まえて、すべての科学的知見は「仮説」にとどまることを述べた湯川秀樹

の証言（「常識と非常識」４３頁１２～１４行目）を書証として提出する（甲

Ｂ１７２）。 

 

３ 求釈明 

   ところで、被告国は、この間の原告主張に対する反論書面（準備書面１

２．同１３）を提出し、原告準備書面（６７）の主張に対しても第１の論

点について最低限の認否反論をしたものの、それ以外の第２及び第３の論

点については完全に黙して語らない。 

ということは、国は第２及び第３の論点についての原告主張を否認も争

う積りもないと理解されるが、それに相違ないか明らかにされたい。  

 もし第２及び第３の論点についての原告主張を否認又は争うのであれば、

当然のことながら、その理由を明らかにすべきである。 

 

以上 

 

                                            
10「科学と仮説」河野伊三郎 訳、岩波書店〈岩波文庫〉 






