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平成 27年（ワ）第１９６６号 損害賠償請求事件 

原 告  髙 田  義 文 

被 告  東京電力ホールディングス株式会社 外２名 

 

準 備 書 面（２８）案 

 

２０１９年   月  日 

 

札幌地方裁判所 民事第３部合議係 御中 

 

                        原告訴訟代理人 弁護士 高  崎    暢 

外１１名 

 

はじめに 

 本準備書面は、被告東電の準備書面（9）第３原告の主張に対する反論の内、「１、

矢ケ崎意見書やこれに基づく原告の主張の誤り」に対する再反論である。 

 

第１ 被告準備書面（９）の第３章に対する反論 

１ 矢ケ崎意見書の証拠価値が乏しいとする点について 

 ⑴ 矢ケ崎克馬氏（以下単に「矢ケ崎」とする）は本件事案に関連する分野の専

門家でないとする点 

 本件において重要なことは原告の実際の被曝そして、多重がんの誘発された

原因の内に原告の敷地内作業が関わっている蓋然性を科学的に見極めることで

ある。そこには専門家であるか市民科学者であるかというものは単なる経歴で

あって、肝心なことはキチンとした科学的・合理的な考察を行うかどうかであ

る。 

  矢ヶ﨑は、専門とする物性物理学だけでなく、専門の基盤となる一般科学、

科学哲学、科学教育、測定科学等々を極め、講義としては幅広い分野を担当し



2 

 

ている。いわゆる狭い専門分野に留まらず、幅広く科学の基礎をものしている

のであって、だからこそ、それらの基礎的科学力は放射線被ばくの分野に「自

称」市民科学者として参画する基盤として、考え方の是非や測定方法の是非を

見極めることが可能なのである。そして、矢ケ崎の市民科学者としての作風の

特徴は科学の基本を押さえ、原理的・哲学的考察ができることである。したが

って矢ケ崎は、被曝分野の現状を、客観的に批判的にとらえ、その結果、より

深い理解を可能とするものである。 

 

⑵ 放射線被ばくの測定と評価に関する記述を誤りとする点について 

 ア 外部被曝 

（ア） 個人線量計の方向依存性を理由とする記述が誤っているとする点につい

て 

    

被告の主張 

四方八方から放射線が入射する場や個人線量計の方向依存性を前提とし

ても、個人線量計が個人の実行線量を過少評価するものではない。 

 

（原告の反論） 

（１）事態の本質―法律を守らないことと個人線量計の過小評価を自分らの都合の

良いように解釈して事態をごまかしていること   

①（被告らが法律を守らないことによる過小評価） 

法律的には１ｃｍ線量当量と明記されている。被告らは ICRP のシーベルト：Sv 単

位が実効線量として、１ｃｍ線量当量や臓器線量等に共通に用いられることを利用

して法律的定義を遵守しない順法精神に欠けるところに根本的誤りがある。すなわ

ち個人線量計の指示が低いことを「低い」と認めず、臓器が１ｃｍより深い位置に

あることにより臓器線量当量は１ｃｍ線量当量より低いはずだから個人線量計は臓

器線量当量を「適切に表している」と法律的定義をないがしろにしている「不当な

解釈」により過小評価している。 

（２）個人線量計のさまざまな過小評価原因 

②（個人線量計を身体上に設置することによる遮蔽されることによる過小評価） 

個人線量計は、背後から来た放射線は身体に遮蔽されており遮蔽されない放射線よ

り低い放射線しか届かないことが物理的に明快である。これに対して法律で定義さ

れた空気吸収線量は遮蔽する何物もない。個人線量計は必然的に過小評価するので

ある。 

③（理論計算と現実の測定素子を用いる条件の差による過小評価） 

計算により求める線量当量は目的の深さに測定器を置くと考えて測定領域を設定す

る。そしてこの領域を通過する全ての放射線のエネルギーをカウントする。しかし
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実際の個人線量計は線量計を保持する筐体が必ずあり、放射線はその筐体によって

遮蔽される。遮蔽された分だけ個人線量計の指示は計算値より少なくなる。ここで

も過小評価なのである。 

④（放射線場理論的測定的定義をする際の仮定と実際の放射線場の違いによる過小

評価） 

計算あるいはファントムによる現実的測定的定義には「整列拡張場」と言う仮定（現

実の単純化・理想化）が行われている。現実の放射線場が「整列拡張場」に近似し

ない場合、過小評価が生じる。 

⑤（個人線量計が線量当量が最大になる位置に取り付けていないことによる過小評

価） 

規定上は個人線量計は「線量当量の最大になる恐れのある部位」に取り付けること

になっているがこれを胸の位置に固定して取り付けることは実際の作業内容に応じ

て「線量当量の最大になる恐れのある部位」に取り付けてはいないという規定違反

を起こしている。過小評価が生じる。 

⑥（社会的・経済的基準により現実を従わせるという手法により、実際の事象の科

学的検討がなされないことによる過小評価） 

科学的に見ると①～⑤まで列記したような現実上の必然性があるにもかかわらず、

ICRP等の政治的社会的支配性により「合理化」しようとすることが過小評価を実際

通用させてしまう前近代性を招いている。 

 

（３）法律で定められた線量の定義 

①「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」の規定に基づく線量限度等を

定める告示   

によれば、住民の居住する「周辺監視区域」とは、「管理区域の周辺の区域であって、

当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が経済産業大臣の

定める線量限度を超えるおそれのないものをいう（規則第 1 条）。」その線量限度は

（実効線量として）「一年間につき一ミリシーベルト（1ｍＳｖ）」と定められている

（告示第 3条）。  

ここで重大なことは線量限度が設定されているその線量は地域についての環境量

としての線量である。ここで用いられている実効線量の内容はアルファ線汚染の場

合は放射線荷重係数を加味するという内容である。 

②「環境放射線モニタリング指針」によれば、「汚染環境の基礎データとして諸方

面に情報を提供するもの」としてガンマ線の空気吸収線量率（グレイ毎時[Gy/h]）

をもちいることが規定されている。 

 

③実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則告示 11条では「外部放射線に係る

線量は実効線量とし、規定する外部放射線に係る線量当量は一センチメートル線量

当量とする」と規定する。  

④同じく、放射線障害防止法告示第２０条には、外部被ばくによる実効線量は１セ
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ンチメートル線量当量とする（告示第２０条初項）云々とされる。 

⑤労働安全衛生法 電離放射線障害防止規則 第 8条２項 

前項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量・・

とする。 

 

 

（４）実用量（テクニカルな定義） 

①周辺線量当量 H*(10)は、人体投下組織でできた直径３０ｃｍの球体（ICRU球）の

表面から１ｃｍの深さにおける線量等量（dose equivalent）として定義される。吸

収線量に線質係数をかける。 

②個入線量当量(individual dose equivalent)Ｈｐ(10)は，人体等価組織でできた

30cmx30cmx15 cm のサイズの板(スラブファントム)にガンマ線の平行ビームが垂直

に入射した時の，深さ１ｃｍにおける線量当量として定義される。 

周辺線量当量（率）は一般的に空間線量（率）と呼ばれることが多い 

 

（５）整列拡張場 

これらのテクニカルな基準は、整列拡張場という考え方で単純化されている。 

実際の放射線現場では、放射線は多方向から来るがそれを等方的と仮定し、それら

が、一方向から来る放射線と同等であり、また、その基準空間を含む人体が占める

全空間内のいずれの空間の放射線量とも等しいという「整列場と拡張場の考えを合

わせた」考え方であって，人体が占める全空間に対し多方向から放射線が入射した

場合，全空間内のいずれの空間における放射線の量は，その放射線を一束にまとめ

1 方向から基準空間に照射したときの線量と，その空間の放射線の量が，同じとす

る考え方である。 
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図１ 個人線量当量と周辺線量当量の空気カーマに対する比のエネルギー依存

（ICRPPublication74(1996)） 

 

なお、テクニカルな定義通りの個人線量当量と周辺線量当量の空気カーマに対する

比のエネルギー依存は上図の如く、0.06～0.7MeVの範囲では個人線量当量の方が周

辺線量当量より大きな測定値を示している。すなわち、セシウム 137 などの東電事

故で放出された放射線のエネルギー範囲では、個人線量計の方がより大きな値を示

すのが、定義通りの環境下なのである。 

 

（６）計器の目盛 

現実のサーベイメーターと個人線量計のメモリは上記のとおり 1 センチメートル線

量当量を示すように検定されている。 

 

（７）ガラスバッジの感度 

外部被ばくで同じ環境線量の強さを上記のテクニカルな定義どおりで測定した場合、

サーベイメーターで計測しても個人線量計で計測してもどちらも１センチメートル

線量当量を計測するのであるから、同じ値を示すかあるいは特定の光子のエネルギ

ー範囲では個人線量計の方が大きな値なのである。 

ところが現実の個人線量計での計測は環境を正しく計測できない。個人線量計の方

が周辺線量当量のおよそ６５％程度しか示さないというのが現実である。個人線量
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計は正しく１㎝線量当量を測れなく過小評価するのである。 

 

例えば、放射線医学総合研究所と日本原子力研究開発機構による「 東京電力㈱福島

第一原子力発電所事故に係る個人線量の特性に関する調査」によると、同じ環境に

置いたサーベイメーターと個人線量計の指示値の違いは６０％～７５％の範囲で個

人線量計の被曝線量指示値が低かった。 

 

 

 
図２ 同じ環境に置いたサーベイメーターと個人線量計の指示値の違い 

 

さらに彼らの測定によると個人線量計の感度の方向依存は下図のようであった。 
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図３ 個人線量計の感度の方向依存 

 

この測定結果は上記の過小評価の値とほぼ一致している。角度依存ではフリーエア

での測定でも量線量計ともに明らかに異方性を示す。加えて、個人線量計（Ｃ）で

は製品によっては機械的な異方性が入っていることを示す。 

 

以上の事実は現実の多方向から放射線が入射する場合、個人線量計で法により定義

された１センチメートル等量による累積被曝線量が正しく計測できないことを示し

ている。 

（８）ＩＣＲＰ日本委員などの犯罪的過小評価の正当化 

しかし、これを被告が依拠するＩＣＲＰ委員などは、１センチメートルより深い位

置にある臓器の実効線量を持ち出して、「以上のことから、実験に用いた個人線量計
とファントムの組み合わせの範囲内ではあるが、137Cs のγ線回転照射における線
量計の指示値は、校正における基準線量の考え方の違いや背面照射のレスポンスに
機種毎の差があるものの実効線量の良い尺度となることが実験的に確認された。（上
記放医研など）」 

すなわち，実効線量が健康影響に関連付けられた指標であり，照射形状に応じて変

化するものであって，個人線量計はかかる実効線量を適切に評価するものであるこ

と，また，実効線量は物理量や周辺線量当量とは区別されるものであることは，い

ずれも先に詳述したとおりである。（被告準備書面（９）） 

 

とする。法律で定められているのは「１ｃｍ線量当量」であり、そのように定義さ

れているにもかかわらず、より低い値を示すことを「実効線量」の単位が多面的に

使われていることを利用して臓器の実効線量であると「不正に」防護する。 

定義されている１センチメートル線量当量を正確に計測できていないことを「臓器
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実効線量としたら適切である」と詭弁を弄しているのである。このような不正な用

語の使いまわしをこの裁判に採用させてはならないと思う。 

 

 

 

（イ） 実効線量と物理量及び実用量を混同した記述が誤りとする点について             

     

被告の主張 

     物理量、防護量、実用量といった線量概念の意義や、目的を正解してい

ない。 

原告反論 

（１）科学を科学として成り立たせている大原理 

① （定義された物理量は測定する計器の種類に拠らず一定である） 

定義された物理量や実用量が測定機により食い違いがあることは測定手段に欠陥が

あることを意味する。 

本来ならば（科学的に見れば）、空気吸収線量などをサーベイメーターで測るか個人

線量計で測るかによって食い違いが出るようなことはあってはならないことであり、

現実の個人線量計の指示値が低いことは個人線量計が過小評価する欠陥計器である

ことを示すのである。上記図 1、図 2、図 3を参照。 

図 1によると周辺線量当量と個人線量当量は大部分においては同一であり、実用量

の定義に ICRU球と ICRUスラブの違いがあるために一定の光子エネルギー範囲に対

しては個人線量当量の方が大きな指示値を持つのである。これは多重コンプトン効

果による。個人線量計に欠陥が無ければ、むしろサーベイメーターより大きな値を

示すべきなのである。 

(２)科学的検討の意味 

②（大切な物理量を科学的原理を受け入れる当たり前の科学的基準でとらえるべき

であり、社会的経済的戒律に貶めてはならない） 

矢ヶ﨑はこのような科学的検討をしているのである。被告は「あたかも個人線拭計

としてのガラスバッジが本来的に物理量を測定すべきであるかのような前提に立ち，

ガラスバッジの測定値を物理量や周辺線彙当温と比べて被ばく線景を過小評価する

ものであるなどという矢ヶ崎意見書の記述は，物理量，防護量，実用量といった線

量概念の区別を理解しないものと評せざるを得ず，明らかな誤りである」などと述

べる論は、そっくりそのままＩＣＲＰを無批判で使用している者に返上して差し上

げる。法律を守らず政治的支配力により誤りを正当化させているものである。 

上述の引き合いに出した図１～図 3 の科学的客観的検討を全く認知しない乱暴な論

であると言わざるを得ない。被告が「個人線量計は個人の実効線量を適切に評価す

るものであるということができる。」と述べる認識を上述の図は客観的科学的に否

定しているのである。科学的検討は、図 2の平均を 65%とするならば、「56.41ｍSv

という値は、65%しか示さない個人線量計で得られた値であり、客観的に真値を求め
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ると〝56.41/0.65=86.8〟の計算のように 86.8ｍSv なのである」ということを客観

的科学的検討は主張しているのである。 

③（運用を科学と法の下に正当に） 

矢ヶ﨑が「あたかも個人線量計としてのガラスバッジが本来的に物理量を測定すべ

きであるかのような前提に立ち」自分の都合に合わせる（原告を有利に立たせる）

ために「ガラスバッジの測定値を物理量や周辺線量当量と比べることにより、被ば

く線景を過小評価するものである」と我田引水を計っているのではなく、第 3 者が

行った客観的科学的検討の結論を主張しているのである。なお、被告は前述した「法

律で定められた線量の定義」を真摯に受け止め、個人線量計の指示値が小さいこと

を「（臓器線量当量としての）実効線量を表しているから適切である」などと事態

を正解しないことによる詭弁を使わずに、法に従うべきである。 

被告は本件原告が着用していたガラスバッジにはこのような過小評価をなす測定器

であることを認めるべきであり、客観的評価の約 65%しか示していないのであるこ

とを認めるべきである（もちろんこの値には原告が主張している他のもろもろの測

定値を過小評価した要因を正当に取り入れた他の部分での「再評価」は入っていな

い）。 

再度申し上げるが、上述したように過小評価している個人線量計に対して「個人線

量計は個人の実効線量を適切に評価するものであるということができる。」と被告

が述べているのは、「1㎝線量当量」と明記された法律的定義を無視し「実効線量」

を臓器実効線量であると自分の都合に合わせて勝手に置き換えて素人を惑わす論理

を提出するのは止めるべきである。科学の原理および法律での定義を忠実に遵守す

べきである。 

④（専門用語の定義のメカニズム） 

放射能の強さや吸収線量のように直接計測できる「物理量」を基礎として、周辺線

量当量、個人線量当量のような ICRU球や ICRUスラブを用いて定義される「実用量」

が等価線量や実効線量のように測定によっては求められない「防護量」に対応する。 

⑤（科学と法律定義等を無視した恣意的運用が問題） 

物理量、防護量、実用量といった線量概念の意義や目的を正解するかしないかの問

題ではなく、被告らが用いている物理量、防護量、実用量に対する科学や法律を無

視した理屈付けが正解でない。 

むしろその様な手段により原告被曝を過小評価するのは犯罪的とさえいえる。 

本裁判は科学と法律に規定される正道を歩むべきである。 

 

以下は被告が法的定義や科学的検討を無視する論を立てている根拠を提供している

ICRP体系を科学の目で客観的に批判する要点を述べる。これらの誤謬はいずれも原

告の現実の被曝線量評価を過小評価することに通じている。 

⑥（定義された諸量が科学体系としては不適切であり科学論理とは矛盾するもので

ある） 

ICRPの物理量、防護量、実用量の定義が科学から逸脱している）防護量、実用量の

ICRP の定義が科学の原則を無視し、「科学としては不適切な線量概念」を形成して

いること。これらがリスク過小評価と一体となっていることを指摘する。 
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⑦（吸収線量を定義しているが定義に反して照射線量を用いて対応している根本矛

盾） 

考え方の面においても測定の面においても吸収線量は当該する対象の質量あたりの

吸収エネルギーであるにも関わらず、対象に届いた線量（照射線量）によって代弁

されている。計測的には対象物の前面に置いた計測器と後面に置いた計測器の差を

持って「吸収線量」とすべきを、全て測定器を前面に置いた場合の「前面に届いた

線量」だけを採用している。ICRP等は被曝を語る大本である吸収線量に対して定義

通りに運用することをしていない。周辺線量当量や個人線量当量を定義するに当っ

ても全く同様な照射線量を計ることのみで対応している。 

⑧（リスク評価ファクターの制限による過小評価） 

そもそも、リスクは単に臓器（組織）に吸収されたエネルギー（臓器ごとの吸収線

量）だけでなく、電離の密度（空間的分布）、電離の繰り返し継続（時間的分布）、

新陳代謝が頻繁であるか緩慢であるか等の臓器（組織）の特質、電離された損傷に

対して生体としての修復能力等々が関与し、現実のリスクの因子となっている。し

かし、ICRPはエネルギーだけを基盤にした臓器ごとの吸収線量をリスクの算出母数

としている。たくさんあるリスク因子をたった一つに絞り込む手法によって、リス

クを低く見積もるのである。現実のリスクが過小評価される体系であるというだけ

でなく、照射線量で事実上置き換えて処理するというさらなる過小評価に道を開い

ているのである。 

⑥（因果関係を記述する科学の原則方式を破壊する放射線加重係数とそれゆえ全く

の恣意的物理量となる生物学的等価線量） 

放射線の種類によって発がんなどのリスクの大きさが異なる。ICRPはリスクが大き

い分だけ入射放射線のエネルギーが大きいことにするという対応を行っている。こ

れは医療現場での被曝防護を簡便な形で行うことには便宜を与え得るが、これは科

学の基礎である因果律の叙述から逸脱する。 

科学として考察を進めるプロセスでは、なぜリスクが大きくなるのかという生体に

電離が行われた場合の基本的プロセスをブラックボックスに閉じ込め、科学の対象

とすることを排除してしまうのが「加重」係数的な考えかたである。リスクは多様

な形態でさまざまな感受性で現れるにも拘わらず、たった一つの数値で、エネルギ

ーが高いとされることはリスクを ICRPの想定内に限定するという過小評価と現実

のリスクの現れ方に対する過小評価が伴う。 

生物学的等価線量は「線量」という名前を付けられているが、全く線量という名に

値する対応物理量を備えていない架空の線量なのである。このような恣意的物理量

は現実の多様性を考察させない作用と ICRPシステムに無条件で従わせる科学では

無い支配の世界に現場を導入させるものである。 

⑦（組織加重係数、実効線量は上記に加えて数学的原理にも矛盾する） 

臓器ごとの吸収エネルギー、質量、吸収線量はその量としての関係は都道府県簿と

の人口、面積、人口密度の関係に対応する。全都道府県の人口密度を足し合わせて

日本全体の人口密度には決してならないこと同様に、吸収線量を足し合わせて全身

の吸収線量とすることはナンセンスである。ICRP は臓器毎の吸収線量に放射線加重

係数を掛けて、組織加重係数を掛けて、それを全体で足し合わせて実効線量とする。 

まさに概念として線量を足し合わせるなどは「線量」を名乗らせるに全くの合理性

を 2重の意味で欠いている。そのようなゲテモノを通用させることこそ防護学の私
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物化・権力による専制支配そのものである。 

⑧（リスクを正当に反映できる体系の構築が必要である） 

現状の ICRPの矛盾を上記したが、このような考えは、「真実は何か？」を人道に立

って究明すべき法廷において、科学的考察が展開することを妨げている母体となっ

ている。大いに遺憾である。 

     

 

 

 

  （ウ）宮崎氏、早野氏の論文に関する理解が誤りとする点について 

    被告の主張 

     宮崎氏、早野氏の論文で示された「ガラスバッヂによる個人線量当量の

実測結果が空間線量率から推定された被ばく線量の１５％にとどまった」

という調査結果を曲解するものであり、同論文においてはガラスバッヂが

本来の被ばく線量を過小評価しているなどという趣旨は述べられていない

のであるから、同論文を援用して、硝子バッヂが被爆線量を過少評価して

いるかのようにいう点も誤りである。 

 

    原告の反論 

      

（１）宮崎・早野論文の倫理違反、計算処理誤謬、意図的（？）誤謬 

宮崎氏・早野氏の論文は「ガラスバッジによる個人線量当量の実測結果が空間線糞

率から推定された被ばく線董の15%にとどまった」という調査結果であった。しかし

これは科学研究の名に値しない、倫理違反と誤謬と捏造の結果であったことが矢ヶ

﨑が意見書を認めたのちに、一科学者の詳細な分析をきっかけに判明した。 

最近判明したことは 

①伊達市の市民データを倫理規定に基づかず正規な手続きを踏まずに使用している。

②研究手法が科学的でないことが複数の研究者から指摘されている。 

③本人の記者会見などで「計算結果が３分の１になっていて訂正を要す」などと研

究結果の誤りが告白された。 

④個人線量計の着用期間が事実は１か月であるのに２か月分として計算した。 

等々である。 

結果数値が全く信頼に足らないものであるどころか、ガラスバッジという検出器を

利用して低い値を導出することを目的とした不正論文とさえ推察されている。 

このようないかがわしい論文を引き合いに出したことを遺憾に思う次第である。 
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（２）ガラスバッジの過小評価を正当化しようとする誤り 

前述したが、ガラスバッジは過小評価する計測器であることは科学的に明瞭である。 

これに乗じてガラスバッジが低い値を示すことを正当化し、あるいはそれによって

防護基準値さえ変更しようとする動きさえある（原子力規制委員会）ことは、日本

の「専門家」と称する集団の科学力の無さと防護基準値を実質的に低くするという

国の目的に専門家陣が利用されているというおぞましい姿がある。日本の恥となら

ぬよう自戒すべきである。 

 

以下に宮崎早野論文に付いて公にされた報道などのいくつかを紹介する。（あるいは

この項は引用文献の所在箇所のみを示すことでも良いと思います。） 

黒川真一  

女性自身 2019年 02月 15日

https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/jisin/nation/jisin-https_jisin.jp_

p_1711807 

 

「第 1論文の最後部分にこんなことが書かれています。《各参加者が実際に住民登録

された住所に住んでいたのか、（中略）ガラスバッジを正しく装着していたか不明で

ある。（中略）それゆえ厳密にいえば、ガラスバッジで測定された値は、必ずしも実

際の個人線量と等しいとは言えない。これは、この論文の限界であるといえる。し

かしながら私たちは、それらが（中略）得られた結果に大きく影響しないと信じる。》」 

こんな文言があったら学部の卒論レベルでも落第するレベルだ 

 

「伊達市民の個人線量と航空機調査による空間線量率との関係を示した、第 1 論文

の図 4（この記事では図 A）を見てください。左から 2番目に薄い黒丸だけの部分が

あります（1）。これは、統計において大きく外れた値のことで、ここでは 99％以上

の人の被曝線量が、ゼロ（不検出）だったことを示しています」 

  

5千人いたら 4千 950人の被曝線量がゼロというわけだ。 

  

こんなことは統計のゆらぎでは説明できないほど起こる確率が小さい。それなのに

このようなところが 3 つもあるのは、何らかの解析過程での誤りがあることはほぼ

間違いがありません、と黒川さん。 

「図 6 は伊達市でもっとも線量が高い A エリアに住んでいた 425 人を対象に、事故

から 7～38 カ月の個人の被曝線量と、空間線量率（曲線）の関係を示しています。

除染前の、事故後 17 カ月間と、除染後の、事故後 23 ヶ月を比べると、後者のほう

が、個人線量の分布を示す“箱”の位置が急に低くなるのがわかります」 

これは除染の効果があったことを示している。 

  

「ところが図 6では、本来の計算式から導き出される値より約 20％低い空間線量率

（下の曲線）がかぶせられていて、個人線量の中央値が除染後に空間線量と同じく

らいになってしまい、除染の効果がわかりづらくなっています。しかも、なぜ約 20％

低く見積もったのか、論文にその根拠も示されていません」 

https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/jisin/nation/jisin-https_jisin.jp_p_1711807
https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/jisin/nation/jisin-https_jisin.jp_p_1711807
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黒川さんは、「少しでも除染の効果を低く見せるための印象操作ではないか」と推察

する。 

黒川さんは第 2 論文の問題点を 10 個ほど指摘する批判論文を、18 年 8 月に論文を

発行した出版社に投稿。それは 11月には早野氏にも送られたが、いまだに正式な返

答はない。 

 

同様な記事が朝日新聞も報じている。 

https://webronza.asahi.com/science/articles/2017051000005.html朝日新聞論座 

 

 

 

 

下記は早野氏自身が示した見解である。 
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  イ 内部被曝 

  （ア）平均吸収線量に関する記述の誤りと主張する点について 

 

    被告の主張 

ＩＣＲＰが平均吸収線量の概念を用いて放射線の健康評価を意図的に隠

蔽しようとしているなどと言う主張は全く認められない。 

    

原告の反論 

   

（１）吸収線量の定義と運用上の矛盾：ミクロ的定義からマクロ的計測基準 

①（定義）ＩＣＲＰ１９９０年勧告に「吸収線量はある一点で規定できる言い方で

定義されているが、１つの組織・臓器内の平均線量を意味するものとして用いる」 

ここで確認すべきは吸収線量の定義は「ある一点で規定できる」すなわち細胞単位

の大きさで規定するのが吸収線量の定義である。発がんリスクについてＩＣＲＰは

「単一細胞内でのＤＮＡ損傷反応過程が放射線被曝の後のがんの発生に非常に重要

である」（ＩＣＲＰ２００７勧告（６３））としているからこの細胞単位の危険の存

在を認識できる当然の整合性のある定義を行っている。 

②（機械的に固定した計測基準）ところが実際の測定あるいは考察の基準として同

勧告は「１つの組織・臓器内の平均線量を意味するものとして用いる」としており

大矛盾を表面化させる。すなわち定義の「一点で規定できる」というミクロな視点

から「組織・臓器」というマクロな視点にいきなり移行するのである。 

電離を受けた現場の実態に拠らず、なぜ巨大な範囲である「組織・臓器」を基準単

位とすることを宣言するのか？ 

③（粒子線は短い飛程、光子線は確率的相互作用）矢ヶ﨑はこの定義と運用の食い

違いを重大な違いとして考察している：すなわち外部被ばくはほとんどガンマ線に

よると近似して考えても良いのに対して、内部被曝はアルファ線、ベータ線も関与

する。 

アルファ線、ベータ線は飛程が短いが細胞単位を基準とすればアルファ線は少し長

く、ベータ線は十分長い。 



16 

 

光子線であるガンマ線は物質との相互作用の形態から、常に均一被曝（電離の場所

が臓器あるいは全身に均一に分布している）と近似してよい。それに対しアルファ

線、ベータ線は常に発射された場所からの飛程内の被曝のみ。飛程はアルファ線は

約 40μm、ベータ線は１MeVのエネルギーで約 5㎜。 

④（電離を受けた細胞での電離損傷の数）生体内での平均電離エネルギーを 40eVと

し、細胞の直径を 10μmとして以下のオーダーエスティメーションを行う。 

アルファ線はエネルギーが４MeV であるとすると（最も単純な仮定で）４細胞に電

離の損傷を与える（飛程が４細胞分の長さ）。１細胞あたり２万５千個の電離を行う。 

ベータ線のエネルギーを 0.5MeV（ほぼ Cs137ベータ線のエネルギー）とすると飛程

は約 2㎜で 200細胞に電離の損傷を与える。１細胞あたり６０個程度の電離数。 

⑤（ベータ線について、吸収線量を損傷を受けた細胞で計算する場合に対する臓器

全体が電離を受けるとした場合の吸収線量：1 億～1兆分の１） 

臓器全体は実施に損腫を受けた細胞と圧倒的多数の損傷を受けない細胞の合計であ

る。吸収線量を計算するに当って臓器の重さを 100g～1kg とする。それぞれの吸収

線量の差（倍率）は対象と考える範囲の質量の逆比で与えられる。臓器で測れば実

際に損傷を受けた細胞単位で計算した値の 1億～1兆分の１の値となる。 

（２）計測単位を「組織・臓器」とすることのもたらすもの 

⑥（臓器ごとに固定した吸収線量評価は、低線量域では圧倒的な過小評価をもたら

す） 

具体的な電離の現場は低線量域では以上のような過小評価をもたらす。しかし、粒

子線発射が体中に頻繁に均等に起こるような場合は臓器毎計測で近似できる。 

⑦（1細胞の DNA 損傷ががん発生に重要（上述））ICRPの認識によると発がんのプロ

セスでは DNA 損傷を受けたたった 1 細胞の活動が重大問題であるとされる。したが

って低線量域では ICRP式「臓器ごとの計測」方式は低線量軽視のメカニズムを与え

るものであると言わざるを得ない。 

⑧（低線量域内部被曝の危険を見えなくしている） 

そのリスクの計測量である吸収線量を臓器単位とするならば、低線量域では電離を

受けている少数の細胞に加えて圧倒的多数の電離を受けない細胞を交えて計数する

ところとなり、「内部被曝に対しては過小評価を強制する計測の基準」であると結論
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する。 

⑨（客観的に見る必要性） 

すなわち現実の電離の空間密度の状況と ICRP の発がんのメカニズムを反映すべき

計測単位は細胞単位であるにもかかわらず、計測単位を「組織・臓器」としている

体系上の矛盾を指摘する。 

ICRPが定義と矛盾する計測単位を用いていることはそれなりの理由があり、アルフ

ァ線もベータ線も関与する内部被曝の危険性を無視する体系であると結論する。 

ところが被告は、「ICRP が平均吸収線量の概念を用いて放射線の健康影審を意図的

に隠蔽しようとしているなどという事実は全く認められない。」とする。上述の如く

低線量内部被曝の危険を見えなくしており、科学的検討を抜いた見解である。 

リスクを評価するには現実をありのままに反映させる認識が必要であり、その認識

を形成する基準が歪んでいる場合は現実をありのままに見ることはできない。 

被告が依拠するＩＣＲＰ日本委員等の見解は科学的検討を除外しており、科学的検

討に堪えない「基準」に固執する動機は過小評価体系を維持しようとする意図を含

むと解釈せざるを得ない。 

原告の被曝状況を正確に見るためには ICRP 基準の内に潜む矛盾に気が付かなけれ

ばならない。被告も科学性から逃れることはできない。 

（３）ICRP日本委員の見解 

①（放射性微粒子周囲の危険） 

被告が依拠するICRP日本委員の見解（乙イB46）には放射性微粒子の周囲の危険につ

いて「微粒子状の内部被ばくのリスクは、同じ組織線量を与える外部被ばくと同様

であると評価しうる。さらに極めて高い線量をうける微粒子近傍の細胞は、癌化よ

りも細胞死の経路をたどるため、全体のリスクは低くなると考えるのが順当であろ

う」としている。科学的根拠が無いことを如何に述べる。 

②（ICRPのアルファ線に対する危険認知：放射線加重係数）ICRPは高い線エネルギ

ー付与のアルファ線に対して放射線加重係数を20としている。アルファ線の場合上

記（アンダーラインを付した部分）の如く1細胞あたり2万5千個の電離：分子切断を

受ける。この電離密度に対してICRPはアルファ線の生物学的効果比が20倍あるとし

ているのである。「アルファ線のエネルギーを20倍せよ」するのである。これだけ高

い電離の密度に対して「細胞死の経路をたどるため、全体のリスクは低くなる」と

はしていないのである。 

③（セシウムボール等のベータ線発射の放射性微粒子周辺） 

かたやベータ線の場合はどうかと言うと、セシウムベータ線の場合、1細胞あたり60
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個の電離：分子切断を受ける。微粒子が400ベクレル以上になって初めてアルファ線

並みの電離の密度が微粒子直近の周囲に達成される。微粒子からの距離が数十μm

ほど離れると電離密度は100分の1程度に減少する。放射性微粒子周辺では距離とと

もに電離密度は減少するが単一のベータ線が電離する場合に比較して十分に高い電

離密度の部分が細胞的距離感で十分に広い範囲で出現する。 

④（ミクロな高線量（高電離密度）域でも損傷の修復できないリスクは高い） 

臓器単位で評価した高吸収線量では損傷を修復できないで疾病につながるリスクが

大きいと、常識的に理解されている。それに対し、ミクロな領域での高吸収線量で

も同様である。このことをICRP委員らは何も考察せずに否定している。 

損傷を修復するには総合して生体酵素と呼ばれるさまざまな生体組織が必要である。

カリウムのように全身の全ての細胞に均等に分布し電離も全身均等に分布する被曝

状態は生体酵素もそれぞれの場所で対応すればよいのに対して、微粒子の周囲のよ

うな電離分布にはその局所にたくさんの生体酵素が継続して集中せねばならない。

これは均等分布の電離状態に比して明らかに物理的困難さをまねく。したがってミ

クロな意味でも高線量（高密度な電離分布）は修復の失敗の確率が高くなり、リス

クは高まる。臓器ごとの平均で見れば全くの低線量であっても、ミクロ的考察では

このような内部被曝では高いリスクを有するという結論である。科学的考察を無視

することは政治的そのものであろう。 

⑤（ICRP日本委員の見解（乙イB46）は科学的検討無しの根拠不明な結論） 

上記ICRP日本委員の見解（乙イB46）は科学的な検討を施していないものである。 

科学的検討に堪えない「全体のリスクは低くなる」という見解はただ単にICRP体制

防護のための見解と理解せざるを得ず、「過小評価のために」という目的意識のため

に出された結論としか判断しようがないものである。 

被告においても科学的主張でないことに依拠すべきではない。 

 

 

 

  （イ）原告の尿中セシウムに関する記述が誤りとする点 

 

    被告の主張 

原告の尿中のセシウム１３７（１リッルあたり、１.２６ベクトル）はウ

クライナ住民の平均値２リットルあたり１.２３ベクレルを超えており、原

告は放射線被ばくが原因となって膀胱がんを発症したと推定されると述べ

ているが、誤りであると述べ、さらに、 

 

ａ）ＩＣＲＰメンバーの評価についての 

被告の主張 

  矢ケ崎意見書が依拠する論文については様々な疑義が示されており、
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国際的にもセシウム１３７の内部被爆による発がんを明らかにした知見

とは評価されていない。 

     

原告の反論 

（１）被告の依拠する乙イ B４６ 

被告の依拠する乙イ B４６には当該論文に付いて以下のように書かれている

「(Romanenkoet al. 2003)。この論文ではウクライナの Cs-137高度汚染地域の前立

腺肥大患者で 70%を越える高い頻度の膀胱がんを観察し、それを尿 ILあたりに排泄

されている 6Bq の Cs-137 による放射線のためとしている（注；筆者らの計算では、

日々の摂取で平衡状態にあると仮定すると、一日あたりの摂取放射能は 12Bqと推定、

これに対して放射性カリウムは lOOBq/日）。しかしこのように高い膀胱がんの頻度

は疫学的にありえず、国連科学委員会報告でも放射線との関係を認めるような記載

はない(UNSCEAR2008)」 

①（ICRP 日本委員会の当該論文を否定する手段は科学的ではない） 

彼らが当該論文を否定する理由は、「このように高い膀胱がんの頻度は疫学的にあり

えず」である。 

「研究手法が科学的ではない、結論の導出に科学的見地から無理がある」等々の科

学的見地からの分析ではなく、彼らが委員を務めるＩＣＲＰ見解を世界の中心にお

いているのである。 

「前立腺肥大患者で 70%以上の頻度」という事実を、前立腺肥大患者対象にした他

の研究結果でもあれば当然引き合いに出してその頻度を検討すべきであるが、彼ら

は条件抜きで「そのように高い頻度は疫学的にありえない」と否定している。 

事実を基盤に置かず、彼らの見解を基に(世界の中心置き)ＩＣＲＰ体系防護の観点

から論文を否定するのである。これは明らかに非科学的姿勢である。 

当該論文の筆者らは信頼性について定評のある研究者である。当該論文は、汚染地

帯に住んでいる住民で前立腺肥大症のために手術を受け、しかも膀胱炎等の症状の

無い患者の膀胱検標本と非汚染地帯に住んでいる前立腺肥大症の患者膀胱を病理学

的並びに分子生物学的に検討し、セシウム１３７を含む尿の膀胱内停滞が特有の慢

性膀胱炎いわゆるチェルノブイリ膀胱炎を惹起させたと推論しているのであって、

一般住民の膀胱がん発生率を取り扱っているのではない。 

記載されている研究方法や推定方法などに問題は無い。 

彼らの確認した事実を事実として尊重するのが科学的姿勢である。 

②(カリウム被曝は当たり前で健康体の基盤となっている) 

彼らはセシウム 137の放射能強度に比較して「放射性カリウムは lOOBq/日」と述べ

ているが、失当も甚だしい。カリウム被曝は当たり前で、人類はこの被曝による損

傷をほぼ完ぺきに修復する能力を携えている。だから人類は自然淘汰で生き残り、

通常健康でいられるのである。被告は「放射性カリウム 40 の寄与を無視しており」

などと論ずるのはナンセンスである。上述したように人類発生の昔からカリウムは

全ての細胞の膜電位を与える分布をしており、全ての細胞に分布しているカリウム

40の修復は太古からほぼ完ぺきに行われてきたことである。 

カリウムに加えて他の人工核種で被曝が上乗せさせられることが健康被害では大問



20 

 

題なのである。 

その際、人工的な核種による被曝の微粒子形成等電離密度の集中と時間的継続性と

慢性的前立腺肥大等という修復メカニズムを低下させている生体機能の劣化が重大

問題として考察対象となる。慢性的炎症反応と発がんの関連は必然的にリスク判断

の大きな要素である。残念ながらＩＣＲＰ日本委員殿は形式論理的数値を「低線量

被ばくのリスクを論理上で封じ込めるために利用しているに過ぎなく、決して科学

的考察を行っているとは判じられない。すなわち「「都合の悪い事実や論文を排除す

る」ためだろうと推察される次第である。 

③(国連科学委員会報告について) 

ＷＨＯやＩＡＥＡの理論的支柱となっている国連科学委員会（ＵＮＳＣＥＡＲ）

について,ベーヴァ―ストックは,『ＵＮＳＣＥＡＲが科学の全一性を保たない。そ

れは「圧倒的な委員が利益相反行為を行うからだ」としている』。 

「ＵＮＳＣＥＡＲに専門家を派遣しているのは,ほとんどが原子力を推進利用し

ている国である。いわば,密猟者と猟場番人が同一人物という形である」（キース。

ベーヴァ―ストック：福島原発事故に関する「ＵＮＳＣＥＡＲ2013年報告書」に対

する批判的検証,科学 1175（2014） 

https://www.iwanami.co.jp/kagaku/Kagaku_201411_Baverstock_r.pdf）と断じる。

同委員会が国際原子力推進ロビーの理論的支柱であることを喝破しているのである。 

同様に民間団体である国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）は核推進国と原発推進

企業からの基金で全面的に運営されている。典型的な「密猟者と猟場番人が同一人

物」の集団である。 

ＵＮＳＣＥＡＲは国際原子力ロビーの理論的支柱とされているが科学的に信頼のお

ける科学の透明性が保たれている団体ではない。福島原発事故後の小児甲状腺がん

の取り扱いを巡って、以下の論説に明瞭にＵＮＳＣＥＡＲが科学に依拠しているの

ではないことが証明されている。 

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/90005240.pdf 

山内知也「小児甲状腺がんについて UNSCAEAR2016 年白書が言及しないこと」科学

88（9）：906-914(2018) 

ＵＮＳＣＥＡＲに記載されることが事実の基づく科学的見解が反映されていること

を物語らない。 

 

 

 

    ｂ）ホールボディカウンターについて矢ケ崎が展開している論を誤りとし

ている点について 

    被告の主張 

      ホールボディカウンターのガンマ線測定は身体を素通りしたガンマ線

だ けを計測するので、体内の真のガンマ線及びンベータ―線は計測値

よりもかなり高い。実際には原告のセシウム１３７が１.２６Ｂq／１で

なく、２.５２Ｂq／１であると述べているが、誤りである。 

https://www.iwanami.co.jp/kagaku/Kagaku_201411_Baverstock_r.pdf
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/90005240.pdf
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    原告の反論 

       

（１）ホールボディーカウンターＷＢＣは体内にある核種から体外に出たガンマ線 

を計測するものでアルファ線及びベータ線内部被曝の情報は提供しない 

①（ＷＢＣは体内で電離作用などをしたガンマ線でなく、何もしなかったガンマ線

を測定している） 

体内で電離作用をしたガンマ線は消滅ないしは入射ガンマ線より低いエネルギーの

ガンマ線に変化しており、入射ガンマ線と同じエネルギーのガンマ線は体内で何も

作用しなかったものである。 

②（体内で内部被曝するベータ線は存在が確認できる場合とまったく確認できない

場合がある。） 

 (確認できるベータ線) 

例えば、セシウム Cs137 のベータ線は、崩壊系列によって存在することが確認でき

る。その場合の崩壊系列は、「Cs137 がベータ崩壊して Ba137 になる。Ba137 はガン

マ線を出して安定 Ba137となる」もので、その際 Cs137の崩壊半減期は約 30年と十

分長く Ba137 は 2.6 分と短いために放射平衡を形成し、Cs137 のベータ線放出と

Ba137 のガンマ線放出が毎回同時に放出されるところとなり、この事情から便宜的

に Ba137 放出を「セシウムのガンマ線」と略称するのが通常である。セシウムはガ

ンマ線の確認によりベータ線の存在が裏打ちされる。 

 (確認できないベータ線) 

ストロンチウム Sr90は放射線被害を与える危険な核種と知られている。イットリウ

ムとの間に上記のような放射平衡を形成するが、関与する両崩壊がベータ崩壊であ

るので、ＷＢＣでは検知できない。 

 (アルファ線は確認できない) 

アルファ線を放出する崩壊は通常長い崩壊系列を形成するが、系列中ガンマ線を放

出する崩壊が少ない。故に体内で被曝を行うアルファ線は検出できない。 

③(ＷＢＣだけでは現場労働者保護になっていない) 

ストロンチウム 90は原発原子炉中の核分裂生成原子としては最も高い割合で生成
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される。また核燃料の中に存在するプルトニウム２３９などは核分裂生成原子より

多数存在する。これらはＷＢＣでは測定できない。しかし尿検査によって確認でき

る。 

核施設としては労働者保護のために尿検査等も管理責任として義務的に検査させる

べきである。 

（２）ガンマ線強度からの内部被曝推定の過小評価 

④（ＷＢＣガンマ線は体内で発射されたガンマ線のどれほどの強度で測定されるか） 

体内で発射されたガンマ線が体外に出るまでの距離を平均 20㎝と仮定しよう。さら

に体内の半価層の長さを 10㎝と仮定する。 

 (電離を及ぼしたガンマ線とベータ線の強度) 

発射されたガンマ線の 4分の１の強度が測定される。測定されたガンマ線強度の 3

倍が体内で電離作用を行い体内組織に損傷を与える。さらに測定された 4倍の強度

のベータ線が発射され損傷を与える。これらの事情が反映されたキャリブレーショ

ンはなされず、過小評価される。 

⑤（装置の感度測定） 

上記のように合理的な仮定を行った場合の測定されるガンマ線強度に比して生命組

織に損傷（害）を与えるガンマ線、ベータ線はその何倍にもあたる。このことを考

慮してキャリブレーション（装置の感度測定）と数値計算が行われているか？ 

キャリブレーションの方法は多くの場合間違っている。 

実はこれらの校正が正規に行われない論理的起源はＩＣＲＰが照射線量と吸収線量

を混同しているからである。 

実態に合わせて合理的な算出ができるように補正すべきである。 

原告のＷＢＣの数値は過小評価である。 

（３）ＷＢＣの過小評価 

⑥（照射線量、吸収線量、透過線量） 

矢ヶ﨑は既に ICRP体系では「吸収線量とすべきところを照射線量を日常的に用いて

いる」ICRP の体系としての誤りを指摘した。正確な評価をするには照射線量、吸収

線量、透過線量を明確にしなければならない。ホールボディーカウンターでは素通

りしてしまう透過線量を測定しているのである。 

身体に照射される線量を D0、体に吸収される線量を D1、素通りしてしまう線量を

D2とする。 
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D0 － D1 ＝ D2 

の関係が当てはまる。 

矢ヶ崎が過小評価だというのは人体モデルファントムにガンマ線を照射する時、直

径３０ｃｍ球、あるいは３０ｘ３０ｘ１５の直方体のどちらでも体に吸収される線

量 D1が照射される線量 D0に近い値となる。実際の人体への照射も同様である。 

ホールボディーカウンターで測定するのは D2 である。D2 は D0 に比べても D1 に比

べても非常に小さい量である。 

身体に害を与えるのは D1 である。D1 を評価しなければならないのに現行の校正の

仕方は D2 しか評価しない。セシウムの場合のベータ線強度も D2 の評価と同等であ

る。これがＷＢＣの過小評価なのだ。。 

⑦（正確な校正方法） 

正確に D1を評価できる校正方法は 

形はモデルファントムと同じで中は空気が入っている構造物に放射性物質を入れて

測定する。その分布は人体モデルのファントムの中の放射性物質の分布と同じであ

る。この測定はＤ０の測定に相当する。 

次に人体と等価な材質でできているモデルファントムに放射性物質を入れて測定す

る。この測定はＤ２の測定に相当する。 

その両者の差を取ることでなか D0と D2の測定から D1が推定できる校正が行われる。 

⑧(ＩＣＲＰ根本矛盾) 

ただし、照射線量を吸収線量に替えて使用する ICRP体系にとってホールボディーカ

ウンターは矛盾そのものである。 

そもそも吸収線量の代わりに照射線量を代替えしているＩＣＲＰ体系は、体に当た

る全ての放射線が体に吸収されると考えている。すなわち透過線量などありえない

体系となっているのである。 

そのＩＣＲＰがＷＢＣを使うことそのものがＩＣＲＰ体系の非科学的側面に気が付

かず、隠し、計量しているのである。 

ICRP体系というのはそのような科学上の矛盾が満杯なのである。それは矢ヶ﨑意見

書に概略してある。 

注意すべきは、校正に使うモデルファントムより体格が大きい人を測定する時は、

現行の測定方法、校正方法では常に過小評価となることである。 

 

 

 

    ⅽ） 尿中のセシウムについての試算を問題とする点について 

     被告の主張 

      原告のホールボディカウンター測定値から試算するが、不正確である。

生物学的半減期による減少分がすなわち尿として排出されるとは言えな

い。糞として排泄される分を無視、１日当りの尿中排泄量は摂取後の日

数によって変化する点も無視している。 
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    原告の反論 

    

 

（１）なぜ尿中セシウムが体内のセシウム量を推定できるか 

①（生物学的半減期の仮定） 

「放射性セシウムの生物学的半減期は 100日」とよく言われる。 

生物学的半減期が成り立つ条件は 

<1>血液が腎臓に入って濾され、尿として排泄されるが、排泄されるのはいつでも血

液に含まれるセシウムの割合に比例する、という条件が満たされれば生物学的半減

期という概念が構成される。これは放射能の物理学的半減期の成立する条件、すな

わち「その系内で崩壊する量はいつでも系内全原子数に比例する」と同一である。 

<2>水溶性セシウムと不溶性微粒子の微小な微粒子は、血液に乗って体中を巡回して

いる。すなわち溶解と懸濁 による。 

生物学的半減期は、生活パターン、運動状態、気温等が一定の時によく成り立つ。 

②（排泄される方法） 

排泄は尿、便、汗等による。一定量の尿と汗によって排泄されるセシウム量は血液

中のセシウム量にいつでも比例すると考えられる。したがって生物学的半減期が適

用できる。しかし汗の出る量は微量として無視できるとする。 

尿と便のでき方が異なる。尿は血液を腎臓という機関で濾過されてできる。 

便は摂取した食物の非吸収成分として排泄されるので、食物に混じっているセシウ

ムが部分的に吸収されながら、水溶性、不溶性を問わず便に混じることになる。逆

に血液中のセシウムが大便となる確率は低い。 

便中のセシウムは体内で循環する血液中のセシウム量に依存するのではなく、その

日に食べた食糧中のセシウム量が直接的に関与する。 

便中のセシウムは血液とともに循環するセシウムが関与するかもしれないがごく微

量である。 

③（腎臓がん等との関与） 

腎臓がんなどに関与するのは血液中にあるセシウム 137 等人工放射能原子である。

腎臓には血液に溶けて血液とともに循環するセシウム 137 等と微粒子で腎臓に蓄え

られる臓器滞在型のセシウム 137等が関与する。 

尿中セシウムの濃度は血液とともに循環するセシウムが関与し、臓器滞在型のセシ

ウムは尿中のセシウムにはほとんど拘わらないとするのが妥当な考察である。 

体内の水溶性セシウム１３７が排泄されるメカニズムからして尿が主要であると考

えられる。 

（２）尿中のセシウム１３７濃度 

①(毎日摂取による定常状態) 

ウクライナあるいは汚染地域生活者の環境からは毎日セシウム 137 などを摂取せざ

るを得ない。その環境では体内の摂取と排出のバランス状態が出来上がっている。

それは近似的に定常状態と見做してよい。 

原告のセシウム 137 内部被曝汚染状況は瓦礫撤去の東電敷地内で毎日吸入すること
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と汚染食品の摂取による。この状況は上記ウクライナ住民と同様、近似的な定常状

態にあると見なしてよい。 

これがウクライナの汚染地帯住民と原告の置かれた条件であり、排出量は定常的で

あり、セシウムをたった 1 度摂取して後はセシウムを一切摂取しないという仮定は

成り立たない。よって試算は定常状況の値である。 

東電敷地内で吸引した時期による内部被曝状況をいちいち個別に算定する必要はな

い。 

②（生物学的半減期による試算） 

生物学的半減期を仮定して排出される量を試算する場合、計算の上で排出される量

は具体的な尿などは指定せずに総合的に排出される量を計算する。上記（１）の検

討のとおり、便などに出る量は無視できる状況であると考察できるので、算出結果

は尿中の量と近似できるものである。 

 

矢ヶ﨑が推計した数値を変更する何の合理的理由もないのである。 

 

 

 

 

  （ウ）不溶性放射性微粒子に関する記述が誤りとする点について 

    

被告の主張 

ICRPは難容性の比放射能の高い粒子（ホットパーティクル）による内

部被ばくであっても平均吸収線量を使用することが適切だと言っている。 

 

原告の反論 

  

被告の主張することは被曝：電離（分子切断）の具体性を一切考察していない論理

で、科学的だとは全く言えない。内部被曝の危険を無視しているＩＣＲＰの論理を

機械的に繰り返しているだけである。被告の主張は失当である。不溶性微粒子に関

する原告の言い分は  

イ 内部被曝 

  （ア）平均吸収線量に関する記述の誤りと主張する点について 

の項で十分に論じているので参照されたい。 
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被告の依拠するＩＣＲＰ日本委員会のメンバーのあまりにも「科学無し」の論は間

違っている。 

 

 

 

 ３ 放射線被ばくによる発がんに関する記述が誤りとする点について 

   

被告の主張 

 「慢性炎症によるガンの促進」や「炎症性シグナル経路の活性化」とい

うメカニズムに関係する一般的記述をもって具体的に「放射線が悪性化の速

度を速める」「予後を悪化させる」「極めて短期間で発がんする」と推論する

のは誤りである。 

 

 

原告の反論 

（１）可能性を持つ被害は救済すべきである 

①（東電での作業ががん化の引き金になった可能性は明確である） 

被告は  

「慢性炎症によるガンの促進」や「炎症性シグナル経路の活性化」というメカニズ

ムに関係する一般的記述をもって具体的に「放射線が悪性化の速度を速める」「予後

を悪化させる」「極めて短期間で発がんする」と推論するのは誤りである。 

という趣旨を述べる。一般的記述ではなく具体的記述であり、矢ヶ﨑が「推論する」

のではなくレビューに明確に書かれていることである。 

 

がん発生と進展の多段階性はすでにICRP2007において認められる（日本語版114～

115ページ、英語版154～155ページ）。がん発生と進展の多段階は以下の諸段階であ

る。 

<1>第1段階（前がん状態「低異型度腺腫」）イニシエーション（前腫瘍状態） 

<2>第2段階（前がん状態「高異型度腺腫」プロモーション（前腫瘍状態の細

胞の増殖と発達） 

<3>第3段階（がん化が始まった状態 悪性転換） 

<4>第 4段階 （進行の加速と浸潤性の獲得）プログレッション 

 

例えば、原告が第 3 段階の炎症を持つとした場合、十分福一瓦礫撤去作業での被曝
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が発がんの決め手となったことは十分合理的見方なのである。 

事実、原告は既に若いころ膀胱炎を経験している。十分に膀胱内の炎症ががんの第

3段階にまで準備されていた可能性を持つ。 

②（がんの促進機構及び抑止機構） 

がんの発生は、がんの発生を促進する遺伝子の活性化のほか、がんの発生を抑える

遺伝子（多くは DNA 修復、転写制御、細胞周期の制御、細胞老化・アポトーシス誘

導などの機能をはたす遺伝子）の活性が低下したり、欠失したりすることによって

促される。がんの加速機構と減速機構により整理される。 

<1>原がん遺伝子のがん遺伝子への変異と活性化 

点変異、増幅、染色体転座、融合遺伝子等。 

発がん遺伝子は細胞に対する無制限の増殖シグナルを出す。 

<2>がん抑制遺伝子の失活あるいは欠失 

遺伝子変異の修復機能、細胞周期の制御、細胞老化や損傷細胞のアポトーシ

スの制御、細胞接着の制御、血管・リンパ管新生の制御などの機能が損傷・

喪失する。 

上記機構の展開により、不死性・無制限の増殖能・遊走性・浸潤・転移能の獲得が

なされる。 

③（慢性炎症と放射線の役割） 

デヴィータほか『がんの分子生物学第 2 版』によると炎症の発生から発がんの原因

の一つに明確に放射線が位置付けられ、炎症の結果の膀胱炎膀胱がんが確認されて

いる（図８） 

ここでは炎症の役割はがん発症だけでなく、がんの進行と悪性化（浸潤、血管新生、

転移）において促進的な役割を果たすことが論述されている。 

「第5章 「炎症」」の論旨を列記すると、まず「がんは生活習慣も強く関与してお
り、がん全体の30％が喫煙、・・・・そして7％が環境汚染や放射線と関連している。」、
「その中でも・・・放射線は全て炎症性シグナル回路を活性化することが知られて
いる」（同書122ページ）と述べている。 

放射線等で活性化されるとされた炎症反応の特徴は、 

＊慢性炎症反応は、がんの促進に作用することがある。 

＊炎症は、がんの発生、悪性化進展、転移などすべての段階にかかわっている。 

＊慢性炎症による細胞増殖の亢進は、食道がん、胃がん、大腸がん、肝臓がん、そ

して膀胱がんの発生を促進する。 

＊炎症反応には強い細胞増殖活性がある、等々と述べられている。 

炎症を媒介として放射線は「がんの発生、悪性化進展、転移などすべての段階に関
わっていることも明らかになった」（同書123ページ）としているのである。 

 

放射線が炎症性シグナル回路を活性化するということは、細胞増殖を促進する、す

なわちがんの発生の促進が明確に述べられている。細胞増殖の促進とは潜伏期間が

短くなり、がんの発生が促進され、悪性化の時間も短くなることを明確に述べてい

るのである。 

 

放射線が「悪性化の速度を強める」「短期間で発がんする」というのは矢ヶ﨑の推

論ではなく、レビューとしてのデヴィータらの『がんの分子生物学第2版』に明記さ
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れているのである。すなわち多くの研究結果の結論として放射線が「悪性化の速度

を強める」「短期間で発がんする」という趣旨がデヴィータのレビューによって述

べられているのである。 

④（可能性を排除すべきでない） 

被告の「矢ヶ崎克馬氏による上記推論は客観的な裏付けを欠いた憶測でしかない」

という記述は不当である。 

外部被ばく、内部被曝の吸収線量の会社による記録値よりも実際の被曝は高いこと

と、炎症との関わりで発がんプロセス段階によって、放射線被曝から発がんまでの

期間が短くなる必然を示すことは、当裁判において重要なキーポイントとなる。必

然的可能性を排除することは許されない。 

真実の探求は人道的客観的立場で行うべきである。 

 

（２）従来の潜伏期間評価についてー最初の異常細胞が活動する時点は確認できな

い 

⑤（誰も細胞分裂を始める最初の『異常細胞』の活動開始を確認してはいない） 

「ICRP2007年勧告でも言及している『がんは単一の異常細胞から出発する』という

見方から、がん組織が１ｃｍ直径まで成長するに要する時間を細胞分裂の繰り返し

で計算して、がんの潜伏期間としている。しかし、これは仮説であって、誰も細胞

分裂を始める最初の『異常細胞』の活動開始時を確認してはいない。定説とされる

この見解は単純な一つの仮説を、他の可能性を検討できないで一般化したもので、

ＩＣＲＰ体制として政治的力によって維持していると言えよう。最近の分子生物学

や酸化ストレス生理学等で新たなメカニズムの可能性が明らかにされている。 

⑥（現実に大きくなっているがんのサイズから逆算して「被曝してからの発がんま

でに要する時間」が潜伏期間とされる） 

最初の『異常細胞』の活動開始を確認しないで潜伏時間を算定することはできない

のである。逆に「触診」によりがん組織が確認できる大きさ：1 ㎝直径の大きさに

なるのに必要な時間を、細胞サイクルの時間で倍々ゲームが生じるとして計算して

いる。これは「経験論」として取り扱われているが純然たる仮説である。仮説に合

致しない実例が明らかにされつつある。 

（３）（現実のがん発生のメカニズムーー最近の「分子生物学」あるいは「酸化スト

レス生理学」） 

⑦（カリウム 40 放射能によるＤＮＡ等損傷とその処理） 
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(生命体が取り入れた放射性物質カリウム４０) 

我々の体内には,多量のカリウムが存在する。カリウムはす全ての細胞の内に多く

存在し、細胞外で薄く存在する。 

カリウムは天然に放射性カリウム 40（半減期 12.5億年）を 1万個のカリウム原

子のうち 1個ほど保有する（同位体存在比は 0.0117%）。カリウム 40は 1.3MeVのベ

ータ線を放出する（ガンマ線も放出するが今はベータ線にのみ注目する）。 

カリウム 40による被ばく量は決して少ないものではない。平均的に大人で 4000Bq

ほどの多量の内部被ばくをもたらしている。 

カリウムは非常にイオン化傾向が高く,カリウム 40 が自然のカリウムの中に保持

されている性質からしてカリウム 40 だけ集合するというような微粒子集合体を決

して作らず,カリウム原子が１個１個別々に体内の細胞内外に存在する。4000 ベク

レルのカリウム 40のベータ線放射は体中に均等に薄く散在する。 

カリウムベータ線は,エネルギーが１.3MeVで 1本のベータ線で約 3万 3千個の電

離がなされる(生体内での平均電離エネルギーを 40eV とする)。体内での 4000 ベク

レルを電離の数にすると毎秒 1 億 3 千万個の電離がなされる。大量の DNA 切断と活

性酸素が生み出される。 

しかし,この大量被ばくに対して人類は健康でいられる。それは人が地球史的な歴史

の中で身に着けた免疫力機構のおかげである。環境に適応した自然淘汰の結果確立

された電離による損傷を修復する免疫力が備わっているからである。この修復能力

なしには人類は生きられないのである。 

これだけ大量の修復を瞬時にして常におこなっている。これがカリウム 40の 4000

ベクレル下で人類が生き残っているメカニズムである。 

（大量の修復ミスが常時存在する） 

逆にここから見えてくるものは、大量修復の際に大量の修復ミスも生じていること

である。健康な人でも常に大量の異常細胞を抱えているのである。 

その異常細胞に対してはそれを認知するメカニズムがあり、その「新生物」として

の活動を封じるメカニズムがあり。異常細胞を抱えながらその活動を封じていると

いうバランスが保たれている。 

(発がんに至る諸メカニズム) 

人工放射能の追加被曝により、化学物質，病原菌，ウィールスなどの外敵により、

あるいは自らの健康不良による免疫力低下などにより、がん促進機構が活性化し。

がん抑制機構が劣化する時、そのバランスが崩される。バランスが崩されると多く

の異常細胞が活性化して「新生物」の増殖としてがん活動が始まる。 

そこは単一の異常細胞が活動を開始して発がんに及ぶという単純な舞台ではない多

様な可能性が生じる。 

最近の「分子生物学」あるいは「酸化ストレス生理学」で指摘される放射線と慢性

炎症とがんの関係はこのような多彩な展開を明るみに出し、単一細胞から活動開始

されるメカニズムだけにがんの発生成長を制限してはいない。 

 

放射線が「性化の速度を速める」「予後を悪化させる」「極めて短期間で発がんする」 

等が現実なのである。 
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  イ 東北地方の病院における診療実綾に関する記述の誤り 

被告は 

矢ヶ暗意見書は，福島県内及び束北 12県の主要病院における悪性腫癖等 

の診療実渋が 20 1 0年と比べて 20 1 1年及び 20 1 2年で大きく増加し 

ているとして，このことは本件事故に伴う放射線の放出による被ばくをきっ 

かけに腫癖ないしは悪性腫瘍が 1年間でどっと増えたことを意味すると述べ 

ている（甲 B46の 128~129頁）。 

しかしながら，病院における思者総数は，病院側の医師数や受け入れ態勢， 

患者の高齢化等の事情によっても変わりうるため，本件事故による放射線被 

ばくの影馨を反映するものとはいえない。また，矢ヶ崎意見書では， 20 1 

0年から 20 1 2年の患者総数及び 2010年に対する比率の推移のみが記 

載されているが，その前後の数字が明らかではないため，長期的な推移の様 

子を確認することができない。 

そもそも，がんの渚伏期間や，一般市民の被ばく線羹を考慮すれば，本件 

事故発生後 1年が経たない間に，一般市民の中で本件事故による放射線被ば 

くを原因として，膀脱腫癖や直腸.s字結腸から肛門の悪性腫瘍，胃の悪性 

脈瘍の患者がどっと増えることなどあり得ない。 

とする。 

 

 

原告の反論 

（１）人道的に見て不当に高い線量限度 

原告の被曝状況よりはるかに低いと見なされる被曝状況で、多くの市民が健康を損

ね、命を失っているのである。原告は職業として被曝労働に就いたとはいえ、肉体

が公衆（一般市民）と異なる作り方がされているわけではない。法律で定められて

いるとはいえ、不当に高い吸収線量まで被曝が強要されているのである。公衆の健

康被害状況は大いに関係あるのである。 

（２）情報提供者の資料―診療実績数と全国順番によるクロスチェック 

被告は「しかしながら、病院における患者総数は、病院側の医師数や受け入れ態勢、
患者の高齢化等の事情によっても変わりうるため、本件事故に伴う放射線被ばくの
影響を反映するものとは言えない」と指摘する。調査実態からその見解は不当であ

る。 

①（病院状況の変化） 

胃の悪性腫瘍、直腸・Ｓ字結腸・肛門については 22病院の調査であり。上記指摘が

該当するような少数病院ではなく多数病院についての調査である。多くの場合地震

津波原発事故により、事故後の医師数などの減少傾向にあった。 

膀胱の悪性腫瘍に関しては 2病院であるが、調査者の山田國廣氏に確認したところ
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指摘に該当するような変化はないという。 

②（診療実績数と全国順番によるクロスチェック） 

全て診療実績数と全国順番によってクロスチェックしているから、異常に増加した

ことは間違いないという。 

全国順位による「異常増」のチェックとは、２０１０年における患者数の全国順位

（たとえば３１位）に対して、当該年度の順位（たとえば９位）の変化を順位の逆

数の比率を持って示したものであり、東北地方の患者増が全国順位によっても推察

できるものである。 

この両者が異常に増加していることを山田氏は調査しているのである。 

胃の悪性腫瘍、Ｓ字結腸アック性腫瘍、膀胱腫瘍のいずれについても、全国順位の

高順位化と患者数増加が認められる。山田氏の調査結果を図４に示す（個人的情報

交換）。 

 

(矢ヶ﨑意見書表 4の確認) 

 
表４  福島県・東日本１２県の主要病院における腫瘍関係患者数についての診療

実績。倍率は事故前の 2010年に比較したの 2010年～2012年の診療実績 
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図４－１ 胃の悪性腫瘍の患者増と全国高順位化（逆数表示） 
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図４－２ Ｓ字結腸等の悪性腫瘍の患者増と全国高順位化（逆数表示） 
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図４－３ 膀胱腫瘍の患者増と全国高順位化（逆数表示） 

 

③（患者数の増加が認められる） 

胃の悪性腫瘍の統計に置いては全国順位が低下した場合が報告されているが患者数

はいずれも増加している。直腸肛門悪性腫瘍及び膀胱悪性腫瘍については患者倍率

は上がり全国順位も上昇している。 

 

④（難病患者増） 

難病情報センターのデータから難病総数の経年変化を図５に示す。 
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２００９年以来指定難病数は変わっていない。赤丸が患者数である、黒線は１９９

５年～２０１０年の実数を近似した平均直線、赤線は２０１１年～２０１７年の平

均直線である。 

患者数は 2011年で劇的に増加していることが分かる。 

 
図５ 難病総数の経年変化 

 

⑤（福島県における結腸悪性腫瘍） 

図６は厚労省の人口動態調査のデータから福島における結腸悪性腫瘍による死亡率

の経年変化を求めたものである。 

黒い直線は 1995から 2010年までの最小二乗法で求めた直線近似である。年々の死

亡率はほぼ直線で近似できばらつきも少ない。赤い線は 2011年以降の平均直線であ

る。2011年以降優位に増加しているのが分かる。死亡率であるので患者数よりかな

り低い値であるが、2011年以降の患者数の増加を予測させる。 

 
図６ 福島における結腸悪性腫瘍による死亡率 

 

⑥（全国、福島県、南相馬市の総死亡率） 

図７は全国（厚労省人口動態調査データ）と福島県（厚労省人口動態調査データ）

と南相馬市（福島県ホームページデータ）の総死亡率を表す。近似直線は図６と同

様である。 
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図７ 全国、福島県、南相馬市の死亡率 

 

 
表 1の「実際値」は厚労省人口動態調査の値、「推定値」は 1998年～2010年の直

線近似式を 2011 年以降に外装してそれぞれの年の原発事故等の外因が無いとした

場合の予想値である。「異常増加量」は実際量と推定値の差。「95%信頼区間」は標準

偏差をσとして±2σの値を用いた。いずれも 2011 年以降の「異常増加」は有意で

ある。 

 

＜福島県と全国の死亡率＞ 

図７の直線は 1998年から 2010年までの死亡率年次変化を直線近似したもので、

上の直線は福島県、下の直線は全国の死亡率年次変化の近似直線である。近似直線

は最小二乗法で求めた。図で分かるように福島県、全国の場合ともに、2010年以前

の死亡率は直線により概略近似できる。 

少子高齢化の傾向が 2010年以前の直線変化に現れていると仮定すると、福島県の

2011年以降の死亡率は少子高齢化傾向を大幅に上回り異常に増加している。異常値

の予想からのずれを異常増加死者数とすると、異常増加数を表 1に示す。 

2011年～2017年の 7年間の異常増加死亡者数は福島県で 11207人（９５％信頼区

間 7714人～14700人）、全国で 276,048人(95% 信頼区間は 164,991人～387,104人)

である。 
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この異常死亡増加数は 2011年以降記録される。周産期死亡、乳児先天的奇形（複

雑心奇形、停留精巣）の 2011年以降の増加と合わせて考慮すると、これらは強い蓋

然性を持って主として「放射能に依存する」と推定される。2012年以降年々の通常

死亡率（2010年以前の直線外挿値）からの異常増加はほぼ 5%程度である。 

 

＜南相馬市の死亡率＞ 

赤色が南相馬市の死亡率である。同市は事故直後 2011 年に市民の 90％ほどが避難

し（南相馬市立総合病院長及川氏の記述（同病院 HP）そのご徐々に帰還している。

2011 年では約 8 万人だった住民登録数が徐々に減少し 2017 年ではほぼ 7 万人にな

っている。死亡率は住民票に対する死亡者の割合で算出している。2014年以前はほ

ぼ福島県の死亡率と等しいが、2015年以降急増している。避難先から帰還した結果

が死亡率急増に関係あるのか、不気味な急増である。 

このように事故以降たくさんの市民が死亡しているのであり、病気患者数は当然死

亡率増加の傾向を上回って増加していると推察される。 

山下俊一グループの実験を正しく吸収線量として換算すれば、２ｍGy 程度の放射線

で異常細胞が修復されず、残留する結果となる。それが真実の放射線の電離効果の

もたらすリスクである。その結果から判断すれば当然予想される死亡者の増加であ

る。 

⑧（放射能被害の高い蓋然性） 

以上のデータ、東北地域の膀胱がん、胃がん、直腸・Ｓ字結腸、難病患者、総死亡

率のデータは原告の被曝に関する情報ではない。しかし高い蓋然性によって放射能

の害によるとみられる健康被害は目を覆うばかりである。 

高放射能区域でがれき処理を行った原告が多重がんになっても不思議でない一般的

被害状況は深刻である。 

 

 

 

ウ 膀胱がんは、ほかの固形がんよりリスクが高いという記述が誤りとする点

について 

 

  原告の反論 

（１）膀胱発がんリスクについて 

放影研のホームページ 

https://www.rerf.or.jp/programs/roadmap/health_effects/late/site/ 

には次のように記述されている。 

 

「原爆被爆者における部位別のがんリスク」 

胃、肺、肝臓、結腸、膀胱、乳房、卵巣、甲状腺、皮膚などの主要な固形がんの場

https://www.rerf.or.jp/programs/roadmap/health_effects/late/site/
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合には、有意な過剰リスクが認められている。・・・部位間でリスクに差があるよう

に見えるが、ばらつきの幅は統計的には有意ではない。これは部位によってはがん

症例数が少ないことも一因となっている。 

①（膀胱がん等に有意な過剰リスク、有意ではないが順位が一番高いリスクが認め

られていること） 

放影研が、膀胱がんなどのがんに有意な過剰リスクを認めているのである。 

有意ではないのはリスクの平均値の順位である。 

「有意ではない」ということがリスクの平均値が大きいという事実を否定するもの

ではない。統計範囲内で順序が入れ替わる可能性などを秘めながら、実際に発症し

たケースについての統計平均であり、列記とした物理的な意味があるところである。 

平均値が一番高いリスクを示しているという物理的意味は否定するものではなく、

「膀胱がんは、ほかの固形がんよりリスクが高いという記述が誤り」とするのは科

学的な評価ではない。 

過剰リスクは有意であり、平均リスク順位については「一番高いが有意ではない」

という疫学的事実を確認されたい。 


