
 第 3回口頭弁論期日 2021年 4月 13日午前 11時 30分～ (1階 1号法廷） 
 
1．準備書面 5の要旨陳述 
 岡村弁護士、田巻弁護士が陳述します。 
 
第１ はじめに  
 本件において、一審原告らは原発事故及び事故に
よって放出され、現在まで放出が続いている放射性
物質によって人生を大きく変えられた。一審原告らは
避難指示を受けて避難した者であるか、避難指示を
受けることなく避難した者であるかの別によらず、そ
れぞれが生きてきた生活基盤をまるごと奪われ、思い
描いていた未来も奪われた。 
 本件は損害賠償請求訴訟であり一審原告らが被っ
た被害を金銭に換算しなければならないものである
が、まず一審原告らが本件原発事故によって何を奪
われたのか、それぞれの被害を直視することが必要
不可欠である。 
 以下、準備書面５のうち、丁Ｃ号証に基づき一審原
告らそれぞれの被害の内実及びそれが人格権侵害
であることを述べた第２節は時間の都合上、要旨陳
述を省略し、第３節及び第４節の要旨を陳述する。 
 
第２ ＩＣＲＰによる被ばく限度線量設定は健康被害が
生じないという安全を保障するものではないこと 

（準備書面５・第３節）  
１ はじめに 
一審被告国及び一審被告東電は、被ばくによる健
康影響について、「年間２０ミリシーベルトを下回る」
か、という基準を被害のメルクマール（事実上の受忍
限度）であるかのように主張し、原判決も、本件事故
後、年間２０ミリシーベルトの放射線被曝を被ばく限
度線量として設定した一審被告国の判断を追認し、
避難の相当性の判断を行った。 
この「年間２０ミリシーベルト」の根拠となったのが、
国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ：  International 
Commission on Radiological Protection）の２
００７年の勧告であった。緊急措置としてやむを得ず
適用した基準が、長期間にわたって使用されているこ
との不当性については、２０２０年８月１４日付・控訴
理由書（「第４ 放射線被曝による健康被害」「５ 年
間２０ミリシーベルトを被曝線量として設定すべきで
ないこと」（同１２３頁））に述べたとおりであるが、そ
もそもＩＣＲＰが定めた、国際的な被曝線量の基準が
果たして、国際基準として信頼にたる科学的な基準
であるのかについて、その疑問を提起する。 
具体的には、ＩＣＲＰ勧告の被曝線量限度の変遷を
追えば、生命・身体に関する被害の問題が、「原子力
推進」という経済政策上の目的と、無理矢理折り合
いをつけようとした妥協で策定されてきており、放射
線による健康被害の危険性が常にあったにもかかわ
らず、経済政策を優先させてきた結果、被曝線量限
度が徐々に切り下がるかたちで変遷してきたもので
あり、放射能による健康被害の危険性をはかる基準
として非科学的であることは明らかである。 
２ 耐容線量からの転換と国際放射線防護委員会 
（ＩＣＲＰ）の誕生 
（１）第二次世界大戦終了後、放射線防護に関する
議論は、アメリカが主導した。１９４８年１月、全米放射
線防護委員会（ＮＣＲＰ）は、「耐用線量」という考え
方（ある線量値以下であれば、放射能はなんらの生
物・医学的悪影響を及ぼさないという考え方）を放棄
し、「許容線量」の概念（障害が発生する可能性は否
定できないが、その可能性が極めて小さいので、その

リスクは平均的な人間であれば許容できるであろう
という考え方）を取り入れた。 
 ＮＣＲＰが、「耐用線量」という考え方を捨てた背景
には、遺伝子学者から、放射線による突然変異があ
る以上、ある一定の線量以下なら安全という仮定が
持てないという批判に対して、反論の余地もなかった
ことが挙げられる。 
 ある一定の線量以下なら安全という仮定が持てな
いのであれば、人類にとって、放射線の利用は極力や
めるべきであるという結論になれば良かったが、核兵
器工場など原子力・放射線施設の存在と運転の必
要性を、軍事的・政治的・経済的理由から認めた上
で、放射線作業従事者あるいは一般公衆にたいして、
被曝を受任させてもやむを得ない、原子力開発の推
進のためには、少々の犠牲もやむを得ない、という思
想に基づいて許容線量が策定されるに至った。 
（２）１９５０年、IXRPC の再建として、国際放射線防
護委員会（ＩＣＲＰ： International  Commission 
on Radiological Protection）が誕生した。ＩＣＲＰ
は国際組織として発足したが、戦前の被曝防護を目
的とする科学者たちによる学術組織から、原子力開
発推進者による国際的協調組織へと変質した。 
３ 一つの転換点がＩＣＲＰ１９５８年勧告である。 
 背景には、米ソを中心とする核軍拡及び、各国が原
子力発電の実用化に舵を切ったことがある。他方で、
１９５４年ビキニ水爆実験による死の灰をきっかけに、
放射線被曝の危険性が語られ、核兵器反対運動が
世界的に高揚した。 
 その中で、核開発と原子力発電を推進したいアメリ
カと、ソ連への対抗の必要を唱えて核開発に着手し、
原子力発電推進の政策をとったイギリスとの思惑が
一致した。ＩＣＲＰ１９５８年勧告は、アメリカのＮＣＲＰ１
９５６勧告を敷衍した内容となった。 
 数値的には引き下げになっているものの、重要なこ
とは放射線防護の基本的考えが「リスク－ベネフィッ
ト論」認容へと変容したことである。つまり、原子力開
発等によって新たに付け加えられる放射線被曝のリ
スクは、原子力の実際上の応用を拡大することから
生じると思われる利益を考えると、容認され正当化さ
れてよい、と考えられるようになった。 
 リスク論は、かつて、アメリカ以外の諸国が反対して
いた考え方であったが、先進工業国がこぞって原子
力開発へと動き出したため、原子力志向の国々の総
意として、ＩＣＲＰ１９５８年勧告にリスク論が導入され
たのである。具体的には、ＩＣＲＰ１９５０年勧告では、
「 可能な最低レベルまで （ to  the  howest 
possible level）」とされていた放射線被曝の一般
的原則は、ＩＣＲＰ１９５８年勧告では、「実行可能な限
り低く（as low aspracticable：ALAP）」と緩めら
れることとなった（波線部引用者）。 
４ ＩＣＲＰ１９６５年勧告では、放射線防護の考え方を
さらに変容し、個人的利益ではなく社会的利益を
考慮するという考え方をとった。 
核実験による放射性降下物による被曝をした一般
人は、そこから直接的な利益を何も受けないとの批
判に応える必要からである。 
 それを集約的に表した言葉が、「経済的および社会
的な考慮を計算に入れたうえ全ての線量を容易に達
成できる限り低く保つべきである（as  low as 
readily achieavable：ALARA）」（波線部引用者）
である。すなわち、許容線量被曝を容認させるのは、
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生物・医学的な判断によるのではなく、社会的・経済
的要因を強調することで政治的に押し切るということ
を真正面から認めたのであった。 
５ 経済原理を前面にうちだし、放射線防護の一般原
則を大きく変えたのがＩＣＲＰ１９７７年勧告である。 

 社会的・経済的要因を正面から取り入れたのがＩＣ
ＲＰ１９７７年勧告である。世界各国において原発は事
故を多発し、「安全」確保のためのコストが上昇した
他、石油価格下落等の影響により、１９７０年代には
原発の発注数が下降の一途をたどるようになった。
世界各国で、原子力産業について、コストを削る必要
性が生じていた。 
 この状況下、ＩＣＲＰでは、１９７２年頃から、放射線防
護基準の全面的な見直しが開始された。労働者の許
容線量を年間５レム（５０ミリシーベルト）のまま変更
なしとしても年間死亡率が１万人に１人以下となり、
容認されるリスクであるとの判断が示された。 
 そして、ＩＣＲＰは、放射線防護の一般原則を、「経済
的および社会的な要因を考慮に入れながら、合理的
に達成できる限り低く保つべきである（as low as 
reasonably  achievable：ALARA）」（波線部引
用者）と変更した。この変更は、「容易に（readily）」
から「合理的に（reasonably）」というのみであり、
英語の頭文字も同じ ALARA と呼ばれた。しかし両
者は決定的に異なる。放射線防護上の困難さではな
く、経済的損得勘定が優先することを明確に認めた
という点で極めて大きな意味を持つ修正であった。 
 経済的試算のために、人の生命の価格を損害費用
として扱う計算式が用いられた。ＩＣＲＰは一人のがん
死に対する試算結果が、１０ドル～２５０ドルの間にす
べておさまっていると主張し、コスト－ベネフィット解析
にじかに使うことができるという結論を下した。それに、
放射性廃棄物の処分にかかる費用を加えた総費用
の合計が最小になるようにすれば、利益を最大にす
ることができる。これが、「合理的に達成できる限り低
く」という意味である。 
 １９７３年に、ＩＣＲＰがこの新しい ALARA の考え方
を発表すると、原発推進派は、「放射線被曝防御基
準を厳しくするという人為的措置によって、原発の発
電コストが高くなり、原発の競争力を低下させている」
というネガティブキャンペーンを開始した。原子力の
安全性を喧伝するために、ＩＣＲＰは、放射線の害を
「死」に限定するというまやかしを行った。放射線の害
には、急性的なものと晩成的なものがあり、被害の種
類も、がんや白血病、運動機能や循環器機能、造血
機能の低下による各種の疾病があるほか、遺伝的影
響も無視できないが、これを捨象して、「死」のみを放
射線の害としてカウントしたのである。 
 以上の経過で出されたのが、ＩＣＲＰ１９７７年勧告で
ある。「放射線防護は、個人、その子孫および人類全
体の防護に関係するものであるが、同時に放射線被
曝を結果として生ずるかも知れない必要な諸活動も
許されている。」で始まる。放射線被曝を可能な限り
低くするという表現は消し去られた。放射線の人体へ
の影響については、科学的基準に立脚する限りは、将
来被害についての科学的知見が深まるとともに、被
曝の基準も厳しくならざるをえないが、そうすると原子
力産業が死滅してしまうので、社会的・経済的な基準
による、という宣言である。その上で、「コスト－ベネフ
ィット解析」という経済的手法によって、人間の生命の
価値を金銭的に換算し、被曝の防護にかかるお金と
比較することで被害を評価した。さらには、放射能の
有する特別な危険性について触れることがなく、鉄道
やバスなど公共輸送機関を利用したときの事故死の

リスクと同程度であるから容認されるべきとした。 
 被曝基準は緩和された。 
 さらに、ＩＣＲＰ１９７７年勧告は、それまでの「許容線
量」という概念を放棄して、「実効線量当量」という新
しい概念を導入した。これは、人間への計算上の被曝
線量を設定するものであるが、「科学的操作」が複雑
に行われる結果、空気中を漂う放射能の濃度基準に
おいても、水中の放射能の濃度基準においても、著し
く緩和される結果となった。この大幅な改定により、過
去とのデータとの比較もできなくなってしまったので
ある。 
６ ＩＣＲＰ１９９０年勧告 
１９７０年代後半以降、広島・長崎の原爆線量見直
しが進められた。その結果、ＩＣＲＰが依拠してきた広
島・長崎の被爆被害について放射線リスクを過小評
価していたとの批判を免れない状態に至った。１９８５
年のパリ会議で、ＩＣＲＰは、公衆の線量について、１人
当たりの平均リスク、１０万人～１００万人に１人の考
え方を維持するために「主たる限度は１年につき１ミ
リシーベルト（１００ミリレム）である」と訂正せざるを
得なくなった。他方で、原子力産業の周辺では一般
人の被曝線量の上限値である５ミリシーベルト（５００
ミリレム）程度の被曝をする事態が現実に生じていた。
そこで、ＩＣＲＰのパリ声明は、建前としては、「公衆へ
の主たる限度は１ミリシーベルトである」と公表しつ
つ、同時に「１年につき５ミリシーベルトという補助的
線量限度を数年にわたって用いることは許される」と
いう、一貫しない内容となった。 
 ＩＣＲＰのパリ声明翌年、１９８６年にチェルノブイリ原
発事故が発生した。ひとたび大規模な原発事故が発
生すると、年１００ミリレム（１ミリシーベルト）の基準な
ど遵守できない状況に至ることが実証された。 
 チェルノブイリ原発事故後、複数の国において被曝
線量限度が引き下げられた（イギリス：労働者は年１．
５レム（１５ミリシーベルト）、一般人は年５０ミリレム（０．
５ミリシーベルト）に引き下げる暫定指針勧告。スウェ
ーデン：労働者の被曝線量限度を生涯で７０レム（７
００ミリシーベルト）、３０歳までで１８レム（１８０ミリシ
ーベルト）、妊娠中の女性はその期間０．５レム（５ミリ
シーベルト）という新しい被曝線量基準を決定）。 
 他方で、アメリカは、原子力産業の利益を最優先し、
線量の引き下げに反対した。国連科学委員会もアメ
リカの方針に追従した。 
 以上のような、国際的な政治的な駆け引きの結果、Ｉ
ＣＲＰ１９９０勧告がまとめられ、労働者の年間線量限
度は、年間５レム（5０ミリシーベルト）に据え置いたま
ま、５年間１０レム（１００ミリシーベルト）の集積線量
限度という二重基準方式とした。この場合、被曝線量
の年間の最大値を制限するのは前者の年間５レムで、
後者はあくまでも５年間の制限値で年平均の２レム
に制限するようには作用しない。 
他方で、新勧告は、チェルノブイリ事故で現実に起
きた事態に合わせる形で、原発事故などの緊急作業
時には、労働者への線量の大幅な引き上げを行った。
ＩＣＲＰ１９７７年勧告では１０レム（１００ミリシーベルト）
だった全身への被曝限度は、ＩＣＲＰ１９９０勧告では、
５０レム（５００ミリシーベルト）に引き上げられた。皮
膚の線量限度は、５００レム（５シーベルト）までとされ
た。 
ＩＣＲＰ１９９０年勧告は、線量限度を大幅に引き下げ
たようにみえて、実際には、チェルノブイリ原発事故の
ような大規模な事故があっても原子力産業を継続的
に推進することが可能な限りでの引き下げにとどまっ
た。 
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７ ＩＣＲＰ２００７年勧告 
（１）ＩＣＲＰは、１９７７年勧告以来、「正当化」「被曝限
度」と並ぶ放射線防護の三原則の一つとして「最適
化」を採用してきた。ＩＣＲＰ２００７年勧告は、特に、
「緊急時」（＝重大事故発生後、放射線源がまだコン
トロールされていない時期）と「現存」（＝線源がコン
トロールされた後の時期）の二つの被曝状況（局面）
では、「最適化」を最重要の原則として提起し、この
原則を「経済的社会的要因を考慮して、被曝の発生
確率、被曝する人の数、および個人線量の大きさの
いずれをも合理的に達成できる限り低く抑えるため
の線源関連のプロセスである」と定義している。つま
り、経済的合理性が前提とされており、決して個人線
量や集団線量を最小化するものではない。 
（２）ＩＣＲＰ２００７年勧告は、一般公衆の平常時の被
曝線量限度については、１ミリシーベルト以下として
いるが、緊急時被曝状況では、労働者に対して５００
～１０００ミリシーベルトというきわめて高い線量（ある
いは無制限）下の作業を可能とし、住民に対しては、
年間２０～１００ミリシーベルトを目安に避難措置や活
動の制限を求め、また、現存被曝状況では、年間１～
２０ミリシーベルトを目安に住民に汚染地域で生活し
続けるよう求めている。 
 これは、チェルノブイリ事故から原子力推進派が教
訓を引き出し、事故から平常時までの移行過程を通
して、高線量・大量の被曝を前提に目安となる線量を
設定し、被曝を管理しようとするものであって、個人線
量や集団線量を最小化する基準となるものでなかっ
た。 
（３）本件事故当時において、日本では、ＩＣＲＰ２００７
年勧告の国内制度への取り入れは、いまだ検討段階、
審議中であった。 
８ ＩＣＲＰ等における被ばく限度線量設定にあたって
参照されたＡＢＣＣ調査は放射線障害を過小評価
したものであること 
広島・長崎の原爆線量が過大に推計され、その結
果、放射線被ばく被害の過小評価につながっていた
ことについては、すでにＩＣＲＰ１９８５年勧告における
経過で主張したとおりである。もっとも、１９８５年勧告
も放射線被ばく被害の過小評価を多少修正したに
留まり、原爆投下から数十年後に被爆者のガンが急
増している実態を踏まえた修正には至っていない。 
そして、１９５７年から１９５８年にかけて、ＩＣＲＰ勧告及
び国連科学委員会報告において、ガン・白血病の発
生率が被曝線量に比例するかいなかが大論争とな
った。その際、参照されたＡＢＣＣ「Atomic Bomb 
Casualty Commission．」による調査結果であり、
ＡＢＣＣの前身であるアメリカ軍合同調査委員会の調
査結果である。 
アメリカ軍合同調査委員会が出した主な結論は、以
下の２点である。「（１）放射線急性死には、「しきい
値」が存在し、その値は１００レム（１シーベルト）で、そ
れ以下の線量をあびても死ぬことはない。（２）放射
線障害にも「しきい線量」が存在し、その値は２５レム
（２５０ミリシーベルト）で、２５レム（２５０ミリシーベル
ト）以下の被曝なら人体にはなんらの影響も生じな
い。」（丁Ｂ２３・９０～９１頁）。しかしながら、この調査
結果は、１９４５年１０月から１２月まで続いた急性死
を調査対象から除外し、被爆者の示した多様な急性
症状（脱毛、皮膚出血斑（紫斑）、口内炎、歯茎から
の出血、下痢、食欲不振、悪心、嘔吐、倦怠感、発熱、
出血等）のうち、爆心地から２キロメートル以内に高
い割合で発生し、２キロメートル以遠ではほとんど見

いだされない３つの症状（脱毛、紫斑、口内炎）のみ
を放射線急性障害であると定義した結果、導き出さ
れた結論である。最初から結論ありきの調査であっ
た。 
ＡＢＣＣによる調査は晩発性障害を調査するとされ
たが、放射線被ばく被害を過小評価する方向で行わ
れた。まず前記アメリカ軍合同委員会調査にしたがっ
て、爆心地２キロメートル以内で被曝し、脱毛、紫斑、
口内炎の３つの放射線急性障害を生じた者を、有意
な放射線量をあびた被爆者と定義し、調査研究の重
点対象とした。さらに、被爆後数年の間に放射線被
爆の影響で高い死亡率を示した被爆者の存在がす
べて除外されている、爆心地近くで被爆したがその
後市外に移住することを余儀なくされた高線量被爆
者が除外されている、ＡＢＣＣが調査対象とした直接
被爆者は爆心地２キロメートル以内被爆の被爆者に
おかれ遠距離の低線量被爆者の大部分は調査の対
象とすらされなかった、その上でＡＢＣＣは高線量被
爆者と低線量被爆者とを比較対照するという誤った
方法を採用して放射線の影響を調査した、ＡＢＣＣが
調査対象とした被爆者集団の年齢構成は若年層の
欠けた集団であった、という問題点がある。 
その結果として、ＡＢＣＣが行った放射線に関する晩
発的影響の調査において、放射線被曝線量とガン・
白血病の発生率・死亡率との関係から求められるリ
スクは、きわめて過小評価されたものとなった。ＩＣＲＰ
は過小評価されたＡＢＣＣの調査結果に依拠し、リス
クを論じて勧告を策定してきたのである。 
９ 低線量被ばくによって健康被害が生じていること 
原判決は「少なくとも、１００mSv を超えない限り、が
ん発症のリスクが高まるとの確立した知見は得られ
ておらず、ＩＣＲＰの勧告等で述べられている LNT モ
デルも、飽くまで科学的な不確かさを補う観点から、
公衆衛生上の安全サイドに立った判断として採用さ
れているものにすぎないことが明言されている」と判
示した（原判決５１４～５１５頁）。 
しかしながら、LNT モデル（しきい値なし直線モデ
ル）はその確かさが国際的にも支持されており、しき
い値として設定される累積１００ミリシーベルトを下回
る被ばくの場合の健康被害（ガン・白血病死の増加、
循環器系疾患及び虚血性心疾患による死亡の増大、
放射線感受性が高い子どもの被ばくは大人の３倍以
上危険性が高まること）が明らかにされている。原判
決の判示の前提事実は誤りである。 
１０ 小括 
ＩＣＲＰ勧告に基づく被ばく許容限度線量は、「これ
以下の数値であれば健康被害が生じない」というも
のではない。ＩＣＲＰが過小評価した放射線被ばくのリ
スクによっても健康被害が生じることが想定されるが、
それは経済的・社会的に許容すべきであるとの価値
判断から定められた許容限度線量である。 
本件事故後、避難に至るまでの経過は様々であるも
のの、一審原告らの多くが避難を余儀なくされたのは、
放射線被ばくが原因である。 
本件事故後、年間２０ミリシーベルトを被ばく限度線
量として設定した一審被告国の判断を原判決が追
認したことは、年間２０ミリシーベルト以下の放射線被
ばくであれば被害ではないとして、避難を余儀なくさ
れた一審原告らの被害及び福島県（避難元）に在住
し続ける者の被害を否定する態度である。到底、認め
ることはできない。 
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第３ 本件事故による被ばく被害は現実的かつ深刻
であること（準備書面５・第４節） 
１ 本件事故による放射性物質の放出は決して少なく
なく、かつ、現在まで収束していないこと 
（１）本件事故によって放出された放射性物質の全
容は未だに解明されていないこと 
公益社団法人日本アイソトープ協会の連載講座
（丁Ｂ２５）において、本件事故によって放出された放
射性物質に関し、客観的に、どのような放射性核種
がどの程度の量、どのような動態で放出されたかに
ついての考察においても、今後新たなデータを参照し
ながらあるいは推計モデルの精査を重ねながらの解
明が必要とされ、かつ、解明によって現時点で前提と
されているより大量の放射性物質放出が明らかにな
る可能性が示唆されている。また、福島第一原発の
解体作業において、同原発サイト由来の放射性物質
が本件事故後の時点で放出したとの示唆がなされ
ている。また、福島第一原発の事故によってはじめて
確認されたセシウムボールの存在も重要な指摘であ
る。不溶性であって「環境や人体中で長期に安定に
存在できる」と指摘されている。 
このセシウムボールについては、「非水溶性、兆高濃
度微粒子という形態は水溶性、組織内均一分布モデ
ルに基づくＩＣＲＰ健康影響評価法にはあてはまらな
いので、健康影響の面も根本から見直す必要がある」
（丁Ｂ２６・１５４頁）、「未知の放射性物質」（丁Ｂ２７）、
放射性セシウムが水溶性であることを前提にした生
物学的半減期の考え方が通用しないとの指摘、「内
部被ばくの影響は見直していく必要がある」（以上丁
Ｂ２８）との指摘が相次いでいる。少量でもより深刻
な被害をもたらす可能性が否定できない。 
（2）放射性降下物が存在し続けていること 
本件事故以後、福島第一原発から放出された放射
性降下物が福島を中心に各地へ降り注ぎ続けてい
るのであり、事故は収束したとは言いがたい状態で
ある。 
茨城県つくば市における観測結果では、福島県外
の観測地点において事故から数年が経過した後にも 
事故前の水準にまで減少していない。 
（３）放射性物質の放出・流出   
２０１８年２月から２０１９年１月までに福島第一原子
力発電所から放出された放射性物質の量が約９億３
３００万ベクレルに上り、前年（２０１７年２月から２０１
８年１月）約４億７１００万ベクレルとの比較で約２倍
となっていることが明らかになった（丁Ｂ２９）。廃炉作
業は依然継続中であり、今後、さらに放射性物質が
大量に放出される可能性がある。 
また、福島第一原発構内において本年３月、放射線
量が高いゲル状塊が発見された（丁Ｂ３０）。今後、廃
炉作業の進行に伴い、予想していない形で放射性物
質（の流出）が発見される可能性がある。 
２ 本件事故直後の初期被ばくが見落とされているこ
と（丁Ｂ３１） 
（１）直接測定の遅れと不足 
本件事故では被災住民の被ばく調査（直接測定）
が、「遅すぎる」、「少なすぎる」そしてわずかに実施さ
れたものは「（原発に）近すぎた」という特徴がある。 
原子力安全委員会の依頼に基づいて行われた住
民の甲状腺検査は、３月２６日から３０日にかけての
飯館村、川俣町、及びいわき市の児童を対象に行わ
れた１０８０人のスクリーニング検査に限られる。大学
及び研究機関により行われた直接測定は、少数の測
定例しかない。 
放射性ヨウ素１３１は物理的半減期が８日と短いた

め、数日調査が遅れれば被ばく評価が実態とずれて
しまう。 
時期として遅きに失し、実施件数も少なすぎたので
ある。 
（２）環境測定が機能しなかったこと 
本件事故直後、福島第一原発から６０キロ圏内で
行われた大気中ヨウ素１３１（放射性ヨウ素）の測定
は２０地点、それも２４時間連続ではなく時間をおいた
測定データしか存在しない。 
食品については、２０１１年３月と４月に、福島県産農
産物についてヨウ素１３１濃度測定を行ったものは６０
０サンプルに限られ、かつ３月２０日以降のデータの
みである。３月２１日に出荷制限が「要請」される前
のホウレンソウや原乳の流通量は不明なままである。 
（３）初期被ばくが隠蔽されたこと 
ア. 身体除染基準が１桁ゆるめられたこと 
これが本件事故発生当時、身体除染のスクリーニン
グ基準値（身体や着衣の汚染が基準値を超えた人・
物について全身除染・緊急被ばく医療を行うための
基準値）は１万３０００cpm であった。１歳児の呼吸に
よる甲状腺等価線量１００mSVを根拠としている。 
本件事故後、３月１３日から３１日までの間に福島県
災害対策本部集計で１１万人を超える避難者・地元
住民を対象に体表面スクリーニング検査（着衣・皮
膚表面からのβ線を計測する大口径 GM 管サーベ
イメーターを使い住民の頭髪、着衣、皮膚、靴やリュッ
クなど全身をくまなく検査する）が実施された。 
ところが、基準値に近い１万 cpm を超える者がかな
りの割合で発生し、全身除染のための水（湯）確保
が困難であるとして、基準値が１４日に１０万 cpm に
引き上げられた。この臨時的な基準値引き上げ措置
は、３月２０日には原子力安全委員会によって追認さ
れ、２１日には厚生労働省から各自治体保健主幹部
局宛通知によって徹底された。 
基準値を１桁ゆるめるにあたっては、放射線医学総
合研究所（放医研）室長より平時に決めた基準値１
万３０００cpm を守るべきという意見も出されたが、本
来の基準値では現場が対応できないとして、現状追
認による基準値引き上げを余儀なくされた。 
体表面スクリーニング検査は、着衣・体表面の放射
性物質量を測定するものであるから、基準値を１桁
緩めなければならないほどに、基準値超検査結果が
多数生じていたことは、多くの初期被ばく（内部被ば
く）が生じていたことを指し示す。 
イ. 基準値引き上げ後の除染の緩和 
 基準値（１万３０００cpm）超えが多発した現場の状
況に応じて体表面スクリーニング検査の基準値が引
き上げられるに伴い、検査結果に応じて必要とされる
除染の程度も緩和されていった。 
 本件事故前は、１万３０００cpm超により全身除染等
が必要とされていた。 
 ３月１４日に基準値を１０万 cpm へ引き上げた際、
福島県保健福祉部地域医療課より「緊急被ばくスク
リーニング体制について」文書が発出された。その中
では、１万３０００cpm を超え１０万 cpm 未満の数値
検出の場合は「部分的な拭き取り除染を行うものと
する」（丁Ｂ３１・３７頁）とされ、水（湯）の供給可否に
かかわらず部分除染で足りるとの見解が示された。
引き上げ後の基準値１０万 cpm 超は、全身除染とさ
れた。 
 さらに３月２１日厚生労働省健康局総務課地域保
健室から各都道府県保健所・保健センター宛「放射
線の影響に関する健康相談について（依頼）（一部
修正及び追加）」の事務連絡が発出された。その中
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では、そもそも「福島原発における避難・屋内退避圏
から来た又は通過した場合」を除き住民のスクリーニ
ングはサーベイメーターによるサーベイ不要とされ
（検査自体行わない）、検査実施の場合も、１０万
cpm 超について「一番外の着衣を脱衣及びウェット
ティッシュによる拭き取り」という部分除染に緩和され
た。１０万 cpm未満の場合は除染指示がなく、「保健
師が心のケア等を実施し、説明後帰宅」とされた。 
 引き上げ後の１０万 cpm という数値は「サーベイメ
ータの針が振り切れる」ほどの数値である。この異常
な数値が検出されても、部分除染で足りるとし、この
異常な数値に達しなければ「心のケア」で足りるとし
たことにより、厚生労働省は被ばくの「実害」を隠蔽
したのである。 
（4）１万３０００cpm という本来の基準値は決して過
大評価ではないこと 
１万３０００cpm という本件事故前基準値は、呼吸に
よる１歳児甲状腺等価線量１００ミリシーベルトを基
準としたものである。 
ただし、呼吸による放射性物質の取り込みは、それ
ぞれの住民が晒された大気中核種濃度の時間積算
値測定結果に依拠するものであるが、それは測定が
困難である。そのため、表面汚染４０Bq／㎠を代替
指標として用いている。この代替指標を、沈着速度
（一定の時間内に放射性雲の中のどれくらいの高さ
までの粒子が地表に落ちるか）を用いて逆算すると
大気中核種濃度が推計できる。そして、この沈着速
度の設定にあたっては、もっとも沈着しづらい速度０．
００１m／sを想定して１万３０００cpm とされた。 
この０．００１m／sは、本件事故後、３月１５日前後の
欠測がなく、測定時刻・期間の対応がつき、活性炭フ
ィルターを用いることでヨウ素１３１のガス成分測定を
行うことが可能であった千葉市稲毛区日本分析セン
ターの実測データからの推計からも外れていない。
「安全寄り」で過度に厳しい基準値ということにはな
らない。 
（5）科学的信頼性を欠くサーベイ結果が重要視され
たこと 
本項冒頭で紹介した１０８０人の子どもの甲状腺ス
クリーニング検査は、子ども・被災者支援法に基づき、
「新たに有識者会議を開催し、福島近隣県を含め、
事故後の健康管理の現状や課題を把握し、今後の
支援の在り方を検討」するための環境省「あり方会
議」において重視され、線量推計の根拠とされた。 
しかしながら、この検査には、実施対象母集団が１０
８０人と小さいこと、実施範囲が限られていること（飯
館村、川俣町、いわき市）、及び科学的信頼性を欠く
サーベイ結果が無視されている問題がある。 
「あり方会議」では科学的信頼性を欠いていること
について指摘がなされたものの指摘は容れられず、
真の被ばく量との比較で過小評価となった可能性が
高い甲状腺スクリーニング検査の結果を被ばく線量
推計に用いることとされた。そのため、住民の被ばく
線量全体が過小評価される結果がもたらされた。 
３ 本件一審原告らの被害との関係  
 厚生労働省を初めとする国の機関の関与によって、
福島第一原発の近傍で生活していた住民らの初期
被ばくが過小評価、隠蔽されていることは、本件事故
による放射線被害全体を過小評価し、隠蔽すること
に通じている。 
 その中で、一審原告らの被ばくも過小評価されてい
るのである。 

 

2．準備書面 6の要旨陳述 
 原告 松山要 
 
原発事故当時私は福島県いわき市で暮らしていま
した。 
事故後は、とにかく震災の混乱の中で生き延びるの
に必死でした。放射性物質が大量に降り注ぐ中、水
をもらおうと夫が水道局に何時間も並びました。その
水を使って、私たちは暮らしをつないでいました。 
ちょうどその頃、長女がお腹の中にいて、私は臨月
を迎えていました。診察日は１５日で、次の診察は２２
日ね、とドクターに言われていたのに、その間にいわき
市の産婦人科はすべて閉鎖になり、「浜通り以外の
産婦人科をご自分で探してください」と言われました。
ガソリンもわずかしかなく、いわき市周辺の産婦人科
にはどこも断られ、どうしていいかわからず頭を抱え
ました。何とか知人の紹介で水戸の産婦人科を紹介
してもらい、３月下旬に帝王切開で長女を出産するこ
とができました。 
分娩を担当してくれたドクターに県外避難が良いと
お尻を叩いてもらいました。愛知県の友人から避難し
ておいでと言われ、退院してすぐに愛知県に一時避
難しました。 
でも、避難したもののこの後どうやって生活していい
のかわかりませんでした。いつまで避難を続ければい
いのかも分かりませんでした。そのうち経済的にも追
い詰められ、私の心はボロボロになっていきました。エ
アコンのスイッチを入れようとしても、どうすればいい
のかわからない。リモコンでスイッチが入れられると
気づいても、リモコンを探すことができない。外出する
気力もなくどん底の気持ちで過ごしていました。 
 
事故前はこんな風じゃなかった。 
夫婦で営んでいた耳つぼマッサージや整体がすご
く性に合っていました。お客さんとは、商売を超えた楽
しい関係で結ばれていました。 
避難しなければお客さんとのつながりは切れなかっ
たです。 
避難をした後、福島からの電話は３ヶ月鳴りやみま
せんでした。電話が鳴るたび、「自分たちのことだけ
考えて避難してきちゃった」「お客さんや友人に申し
訳ない」「好きな仕事も辞めたくない」「でも、放射能
が怖い」と、戻りたくても戻りたくても戻れないもどか
しさに苦悩しました。 
原発事故がなければ、こんなに心をすり減らすことも
なかった。地震で町が破壊されたとしても、原発事故
さえなければ元の生活に戻るという希望を持つことは
できたと思います。 
私の仕事を返してほしいです。 
私のふるさとを返してほしいです。 
 
長女が生まれ、赤ちゃんとの暮らしが始まると、「こ
の子がおなかの中にいるとき、汚染されているとも知
らずに水を飲んでしまった。良かったの？」「でも、飲
んでしまったのだから、いまさらどうしようもない」とか、
「あの時吸っていた空気は汚染されてなかったの？」
「私や夫は大丈夫なの」と、常に放射能の影響を心
配する毎日になりました 
あの時どれくらい被ばくしたのか、これからどういう
影響が出るのか、全く分からないまま、日々淡々と子
どもにミルクを飲ませ、ご飯を食べさせる。ただそれだ
けの生活をするしかありませんでした。 
あれから１０年が経ち、家族は４人に、上の子は小学
４年生になりましたが、私たちはずっと目に見えない
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敵と戦っています 
原発事故以来調子がいい日なんて一日もありませ
ん。夫の体調は悪くなるし、私も毎年の健康診断の結
果は悪くなる一方です。あまりにも調子が悪いので検
査をしてもらったら、たくさん病気が見つかりました。 
その原因は初期被ばくにあるのではないか。ずっと
それが気になってます。長女は２回も流産をした末に、
やっとの思いで授かった子です。その長女を、原発事
故でどれだけ被ばくさせてしまったのかもわからず、
「被ばくの影響は、いつどんなかたちで出るのだろう
か」といつも心配し、恐怖を感じています。そんな生活
がこの先一生続くのです。 
前向きになりたくても、とてもなれないです。 

 
それでも事故後は、「国や東電は、自分たちで作っ
た原発なのだから、すぐに何とかするだろう」と思って
いました。避難もこんなに長くなるとは思っていません
でした。 
しかし、未だに収束する気配はありません。だから、
福島に戻ることもできません。私の不安の原因は、そ
のような原発の存在、放射能汚染の存在そのもので
す。 

 
私は、自分が生まれ育った自然を、子どもにも経験
しながら育ってほしかった。 
あの生活を本当に反してほしい。 
私のふるさとを、放射能汚染のない、もとの美しい福
島に戻してほしいのです。 

 
今年の３月１１日は東北３県が「復興できてよかった
ね」と言うお祝いムードの番組ばかりでした。私も、娘
と二人で東海テレビの撮影に同行し、私の故郷であ
る福島県いわき市に行きました。ここまで復興できて
良かったという思いは同じです。 
でも、そこには放射能汚染が存在するんです。 
あの日、津波の被害があったいわき市の薄磯海水
浴場の前には「いわき震災伝承みらい館」ができて
いました。そこには地震と津波の被害のパネルと動画、
その脇には「原発事故と避難」（原発事故と隣り合わ

せの暮らしのパネル）がありました。私はその前で、娘
にわかりやすく放射能の説明をしましたが、返ってき
た反応は「わからない」でした。娘には今まで私から
は地震の話しか言えなかったからでしょう。 
娘は「ママがそんなに帰りたいなら、家族でお引っ
越ししても良いよ」「私の故郷はいわきだよ」と行って
くれます。娘の言葉に涙がこみ上げてきます。けれど、
この先娘が大人になって自分で理解した上で決めな
い限り、私たちはふるさと、福島には帰れません。 

 
「原発事故のこと、その影響のこと、隠していません
か？」この言葉は、先程お話した東海テレビの撮影で、
私が一番伝えたかった言葉です。でも番組ではカット
されてしまいました。 
裁判所は、一審で国や東電のやっていることの理不
尽さをしっかり判断してくれたのでしょうか。原発事故
のことやその影響にきちんと正面から向き合った判断
をしてくれたでしょうか。とてもそうは思えません。 
国と東電は、ＡＤＲの補償金という微々たるお金で納
得させようとしていました。でも、そんなことよりも元の
生活を返して欲しかった。 
魚は釣りに行ける、川でも遊べる。美味しい果物も
いっぱい。 
畑のものをお客さんからおすそ分けしていただき、そ
れをさらに別のお客さんにおすそ分けし、みんなが幸
せだった生活。お金の問題じゃない、心が豊かな生活
をしていたんです。 
 
日本に数ある原発が事故を起こすと、私と同じ思い
をする人がまた出てしまいます。だから、二度と原発
事故を起こしてはいけない。二度と私たちと同じ目に
遭う人たちを増やしたくない。 
私は、一生目に見えない敵と戦っていかなきゃいけ
ない。そのことを腹におさめて、なんとしてもこの原発
事故を風化させてはいけないという気持ちで、この裁
判に向かっています。 
控訴審では原発事故やその影響にしっかりと向き
合ったご判断をいただきたく、よろしくお願いいたしま
す。

 

 
本日はお越しいただきありがとうございます！ 

 
【訴訟費用のカンパにご協力ください】 

コロナ禍中となり、だまっちゃおれん訴訟の財政はとても厳しい状況です。 
みなさまご支援、ご協力おねがいいたします。 

 
[振込先] だまっちゃおれん原発事故人権侵害訴訟・愛知岐阜原告団 

ゆうちょ銀行 12060-21759191 
(他銀行からお振込み 店番 208-普通預金-2175919) 

 
【次回以降の予定】 

第 4回口頭弁論期日 7月 6日午前 11時～    (1階 1号法廷）(詳細未定) 
第 5回 10月上旬、 第 6回 12月下旬 の予定でいずれも調整中 

       
だまっちゃおれん   原発事故人権侵害訴訟・愛知岐阜原告団 
[メールアドレス] damatchaoren@gmail.com 
[Facebook]   https://www.facebook.com/damatchaoren/ 
[Twitter]     https://twitter.com/damatchaoren 
[youtube]   https://www.youtube.com/channel/UCcUVEXlUXVSOIvDE8gG5VLA 
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