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               同       紫 藤 拓 也 
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第１、はじめに 

 １、人体実験を容認し、殺す側の論理を支持する原判決 

 (1) 原判決は控訴人らの健康被害発生のおそれの主張について、次のと

おり結論し、控訴人主張を否定した。 
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『上記ウの現在までの我が国における電波防護指針等の策定経緯、内

容等及び国際機関の研究結果等に照らせば、前記ア、イその他控訴人

らの主張に沿う各研究結果等があるからといって、現段階で直ちに携

帯電話基地局から放出される電磁波に健康被害が生じる具体的危険

性があるとは認め難い。上記イの最近の研究結果の中には、被控訴人

から問題点の指摘がないものもあるが、それらについても今後その信

憑性が検証されるべきものであり、現段階で上記結論を左右するもの

ではない。』（原判決 36 頁） 

   しかし、この原判決の論理は、まさに被控訴人による人体実験を容

認する論理である。すなわち、控訴人らを実験動物モルモットがわり

にして一日中 24 時間、365 日、今後も半永久的に電磁波をあびせ続

けて、健康被害が現実に生じるか否かを確認することを容認している

のである。しかも、周辺には携帯電話を使用することのない子供や赤

ちゃんや胎児もいることを忘れてはならない。 

   その結果、不幸にして控訴人らに健康被害が現実に発生して、はじ

めてようやく被控訴人に対する差止請求が認められる、という論理な

のである。これこそまさに原判決は「殺す側の論理」の立場に立つこ

との宣言であり、控訴人らが主張する「殺される側の論理」の立場（被

控訴人によってモルモットがわりにされることを拒否する論理）にた

つことを否定したのである。判決の「直ちに」で示されている意味は、

殺人現場を直接見ることでしかあり得ない。10 年後、さらにその後

の被害発生を「現時点」で判断することが求められていることをよく

わかっていないのである。 

   この原判決の論理、立場がいかに誤っているか、裁判所はけっして

「殺す側の論理」をとってはならないのだという、まさにその判断こ

そが本件御庁判決に求められているのであり、このことこそが最も本

質的な基本争点なのである。 
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   最終準備書面のはじめに、まずその確認をしておきたい。 

 ２、「殺される側の論理」控訴人の主張 

控訴人らは原審において、基準値以下なら「安全」ではないとして、

次のとおり主張した。 

（1）被控訴人は（野島証人も）国の基準値以下であれば「安全である」、

すなわち健康被害は生じない、と「強弁」する。 

（2）この被控訴人主張が、そもそも「論理必然的」になりたたないこ

とは、小学生でも分かることである。それは、すなわち基準値以下

ならば安全（健康被害はない）、という証明がされた結果に基づき（科

学的知見が確立された結果に基づき）きめられた基準値ではないか

らである。現在定められている基準値は考え方が逆で、これ以上は

危険がある（健康被害発生の可能性がある）という知見が確立され

ている数値なのである。従って今後研究が進み、危険性について新

しい知見が確立されれば、（すなわち、まだ安全か否かが疑問が存し

た部分について危険性があるという知見が確立すれば）当然に基準

値はより厳しく改正されるのである。 

（3）以上の指摘をさらに説明すると、現在の知見において、この数値

以上は危険である、すなわち健康に害を与える可能性が知見として

確立されているという部分と、この数値以下であれば危険性はない

（健康被害を与える可能性はない）という知見が確立している）と

いう部分の間に、さらにその中間として、危険性を指摘されている

が、まだ知見として確立していない部分（しかしその可能性は否定

されていない部分）の三つの領域に区分される、ということである。 

（4）控訴人らは現在の基準値は、危険性が確立されている部分の数値

だと考えている。すなわち、危険性が指摘されているが、まだ知見

として確立したとは認められていない部分がその下に存している、

と考えているのである。逆に被控訴人が、基準値以下なら「安全」
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と主張していることから考えると、被控訴人主張は論理的に、「基準

値以下なら安全」という知見が確立していなければならないのであ

る。それが論理的なのである。すなわち被控訴人主張が正しいと言

えるためには、まだ危険性についての知見が確立していない部分ま

で充分考慮し、それまで含まれた数値が基準値として設定されてい

なければ、そもそも「安全」とは論理として成り立たないのである。

もちろん、そうでなければ、基準値以下なら安全などとは言っては

ならないのである。もちろん当然のことであるが、裁判所も安全と

判断してはならないのである。正確には安全とは判断できないので

ある。 

     この論理構造は IARC の発がん性総合評価において取られている

ものであり、もちろん一般論としても論理必然的に正しいものであ

る（甲第 81 号証 3 頁図 2 及びそれの説明のとおりである。野島証

人調書 2 回目 81 項ないし 319 項）。 

（5）控訴人被控訴人のいずれの主張が正しいか、小学生でも判断でき

る。基準値を定めた総務省自身が、まだ研究が充分とはいえないの

で、今後研究が進み、今後の知見の集積によって基準値は改定され

る（すなわち厳しく設定される）ことを自ら認めているのである（野

島証人調書 2 回目 35 項ないし 110 項）。 

  すなわち、総務省自身が（もちろん国際的な機関 WHO、ＩＣＮＩ

ＲＰも含めて）、現在危険性を指摘している知見（論文）について、

疑問点を指摘し、まだ不充分な部分が存することを強調しているの

であるが、しかしそれはけっしてこの知見が誤っており、危険性が

ないと証明されている知見（研究結果）が確立されている、と宣言

しているのではない、ということなのである。その危険性について

は、充分に考えられる部分（究明されるべき部分）が存しているこ

とを認めているのであり、これはけっして「安全」なのではない。
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ましてや被控訴人や野島証人主張のように「日本の基準値以下であ

れば安全である。」「科学的に安全であることが確立されている」な

どということは誤りであり（積極的に）ウソを言っていることなの

である。 

   被控訴人（野島証人）が主張するように現行基準値以下なら「安全」

と考えると、この基準値が厳しく設定された場合、それまで「安全」

と言っていたことが誤りだということになってしまうのである。控

訴人主張のように考えると、基準値が厳しく改訂されるのは当然の

ことであり、そこには何の論理矛盾も生じない。 

   被控訴人（野島証人も）は小学生でも分かる、論理的にも、事実と

しても成り立たない誤った主張を恥ずかしげもなく行っているにす

ぎないのである。 

   このことは、日本の「基準値」よりも、より厳しい基準値を採用し

ている国が多数存している事実を考えれば自明である。野島証人の

証言を、それらのより厳しい基準値を持つ国の法廷で行えば、失笑

をあびるだけである。 

（6）しかも現実に危険性がすでに指摘されており、すでに一定の知見

も発表されているのに、その研究成果に「ケチつけ」を行い、無視

することによって、「安全」だと強弁する企業の論理、総務省の論理

を決して許してはならないのである。それを許せば、人体に対する

「危険性」が確立した時点、すなわち実際に人体被害発生が確認さ

れた時点まで、その企業活動は許される、人体被害が発生してはじ

めて対策が講じられる、ということになってしまうからである。 

  最近の事例で言えば、まさにアスベスト問題が典型例である。 

   この被控訴人の論理はまさに「人体実験」を許す論理であり、さら

に正確に厳しく表現すれば「殺す側の論理」（殺人を許容する論理）

なのである。 



  6/143 

   御庁裁判所が万一被控訴人の「基準値以下であれば安全」という論

理を採用する立場に立つと判断された場合は、以上に指摘した控訴

人の主張に対し、正面から回答されるよう強く求める。 

 (7) 原判決は以上の問いかけに対し、正面から回答をせずに、しかし

結論として「人体実験容認」の立場を選択したのである。  

 ３、「殺す側の論理」の誤りは自明である。 

 (1) 水俣病における教訓 

   公害を引き起こした悪質な加害企業は、例外なくこの「人体実験の

論理」「殺す側の論理」を恥ずかしげもなく主張している。 

   その加害企業の論理を代弁し協力する「研究者」も存している。 

   この加害企業の論理に対し、厳しい批判を加え、この加害企業の論

理は「人体実験を容認するものであるから明らかに不当」と宣言した

のが、熊本地裁水俣病第一次訴訟判決（昭和 48 年 3 月 20 日判時 696

号 15 頁）であった（すでに 36 年前である）。 

   すなわち、次のとおり判示している。 

  『このような考え方をおしすすめると、環境が汚染破壊され、住民の

生命・健康に危害が及んだ段階で初めてその危険性が実証されるわけ

であり、それまでは危険性のある廃水の放流も許容されざるを得ず、

その必然的結果として、生命・健康を侵害することもやむを得ないこ

ととされ、住民をいわば人体実験に供することを容認することにもな

るから、明らかに不当といわなければならない。』 

   本件における被控訴人の論理（立場）及びそれと同旨の原判決の論

理（立場）に対する、実に適切な、しかも厳しい批判である。 

   この水俣病第一次訴訟判決を掲載した判例時報 696 号の紹介解説

では次のように指摘されている。 

  『これまでにこの水俣病によって死亡したと認められた者は 68 人、

この公害病と認定された患者は約 400 人、そのなかには「植物的人間」
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といわれるほど重篤患者もおり、現在まだ認定申請中の患者が 600

人に達するといわれており、』  

   すなわち、この判決が下された昭和 48 年時点では、認定患者及び

認定申請中の患者合計千名程度が被害者患者と考えられていたにす

ぎないのである。 

   しかし、現時点において、国が認定した患者約三千人、1996 年の

いわゆる政治決着で認められた患者約一万二千人、現在救済を求めて

いる患者約二万人（そのうち、国に提訴中の患者約 2500 人）という

被害者患者数と拡大している。すなわち、すぐにでも四万人に及ぶこ

とは明らかである。 

   従って、判時 696 号の解説の次の指摘は極めて重大なのである。 

  『確かに本判決の被害者救済に果した役割は充分評価されるというも

のの公害発生後の裁判による公害被害者の救済および公害防止の効

果にはおのずからの限界のあることを痛感させられる。真の被害者の

救済のためにはまず、公害を未然に防止しなければならないところか

らすると、公害防止のための強力な立方行政施策の必要なことは勿論

のこと、裁判による救済についても、公害防止のための差止請求訴訟

が認められることを要し、四大公害訴訟の終結を機に、今後はこれら

の理論およびこれらの救済をより実行あらしめるための環境権理論

の整備と進展が期待されるところである。』 

   まさにこの指摘のとおり、公害被害が現実に発生してしまってから

では取り返しがつかないのであり、被害は未然に防止しなければなら

ないのである。そして何よりも重要なのは、「環境権理論の整備と進

展」をはかるために最も有効なのは、何よりも現実の裁判の場で、一

歩でも二歩でも被害発生を未然に防止するという論理を前進させよ

うと努力する裁判所の姿勢なのである。電磁波の危険性をめぐる原判

決をはじめとした一連の判決が示すように、本質的問題提起には目を
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つぶり、形式論理を示し、型どおりの同じ内容の判決を何例も繰り返

すことで事たれり、という態度を裁判所が示し続ける限り、電磁波被

害はけっして未然に防止されることはないし、この水俣病の悲劇はあ

くことなく、次々と色々な被害発生として繰り返されるのである。水

俣病一次訴訟判決時点での痛切な反省、教訓はその後充分検討される

ことなく、40 年繰り返されており、日本国民は次々と種々の被害を

受け続けている。重大な被害が発生してはじめて、ようやく行政は重

い腰を上げ、裁判所もその被害者の限られた一部の人（原告となった

人）にわずかな損害賠償金を容認するのである。これでは、「裁判所

の使命」を果たしているとはとうてい評価できない。 

   この判例時報 696 号解説の指摘が現時点でもなお正しい問題提起

として通用していることこそ、裁判に取り組むものみんながあらため

て真剣に考えるべき課題なのである。 

   この一次訴訟判決時点で、想定された被害患者が千人程度であった

こと、それでもなおこの指摘が行われたのに、現時点では実に三万人

を超える被害患者が存する事実が明らかになっている。事実の重みを

充分に理解すべきである。 

   この教訓を正しく受けとめるためには、御庁裁判所は、現行法の下

でも、なお被害発生の未然防止に尽くすべき努力が可能であること、

そのことこそがまさに国民が（被害を負う立場にいる殺される側の国

民が）心から切望する「司法の使命」なのであること、この問いかけ

に正面から答えることこそが、本件で問われている基本点なのである。

心ある日本国民は、そう願っているのである。 

ちなみに、いわゆる「よみがえれ！有明訴訟」において、２００８

年６月佐賀地方裁判所は、排水門開門を命じる原告漁民勝訴の判決を

下した。 

この判決は、まさに「宝の海有明を回復する希望の光」として心あ
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る圧倒的日本国民から支持されただけでなく、広く国際的に高く評価

された弁護団原告団はこの判決を得たことによって韓国政府環境府

などが主催した環境大賞国際部門賞ガイヤ賞を受賞した。日本政府の

愚行による自然環境破壊・生活環境破壊の象徴としての国際語「イサ

ハヤ」が、その破壊の現状を追認するのではなく、自然を再生し、漁

民の生活を回復することが可能となる確かな道筋が存するのだ、とい

う希望の光を指し示す象徴としての「イサハヤ」に転化したのである。

佐賀地裁判決は、まさに世界の人々に希望の光をもたらしたのである。 

   電磁波被害は、万一、控訴人ら主張のとおりの被害が発生した場合

は、数十万人、数百万人単位の被害となることが充分に予測できるこ

と、御庁裁判所はそれを防止することが可能となる判断を下せるし、

そのことが強く求められていること繰り返し強調しておきたい。 

 (2) 灰色部分は「危険」と判断されるべきである。 

   すでに繰り返し指摘したとおり、原判決は、国の基準値以下の電磁

波で被害が発生するということ（高度の蓋然性の立証）を控訴人が行

わない限り、「安全と見なす」、すなわち被控訴人は従来どおりの操業

を行って良い、と判断した。その判断が根本的に誤っており、御庁裁

判所はけっしてその立場に立ってはならないことを前項において指

摘した。灰色の部分（危険性が指摘され、その証明がすでになされて

いるが、まだ自然科学的に確立したとは言えず、国も認めていない部

分）について、反証のない限り「危険」と判断すべきなのである。そ

の判断を行うべき根拠となる知見はすでに充分に示されている。従っ

て、「予防原則は立法政策の問題である」などという口先の逃げ口上   

ではなく、具体的な内容の判断を行うべきなのである。 

   後に詳論するとおり、本件と同種事例において、控訴人ら主張と同

趣旨の判断を行ったフランスベルサイユ控訴審判決が存する。控訴人

らの主張は認められているのである。 
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   御庁裁判所が、現行法の解釈適用として、採用することが可能な現

実的判断の事実と論理を控訴人は本準備書面において主張する。御庁

裁判所が正面から応えられることを切望する。 
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第２、本件訴訟の控訴人らが求めているもの及び法律的争点 

 １、控訴人らが求めているもの 

 (1) 控訴人らの要求は中継基地局の移転である。 

   本件の請求の趣旨は、本件基地局の操業禁止と鉄塔の撤去を求めて

いる。 

被控訴人はその点をとらえ、あえて誤解をしたふりをして、「控訴人

らが主張する人格権に基づく差止請求が認められるためには、他人の

経済活動を停止させてまで保護すべき被害が発生していることが立

証されなければならない」と主張する（原審被控訴人第 1 準備書面 8

項）。 

    この主張こそ、控訴人主張を正しく理解しようとはしない論理のす

り替えであり、争点のごまかしの典型である。しかし、原審裁判所も

この点を正しく理解せず、通常の操業禁止と同じ差止要件の判断を示

している。しかし、この原判決の判断は誤りである。 

    控訴人らの主張は決してそうではない。控訴人らは、被控訴人の「経

済活動等を停止させる」ことなどを求めているのでは決してないこと

は自明である。 

    控訴人が被控訴人に求めたのは、建設が予定されている基地局（鉄

塔）を、せめて 300 メートルから 500 メートルほど控訴人ら居住地

から離れた場所（それも控訴人らが提供した代替地で、他の人も含め

近くに住居がない農地の中）に移動して建設してほしい、ということ

であった。もちろん、まだ建設以前にである。単に要請するだけでは、

不充分と考えた控訴人らは、自ら代替地を探し、候補地として三個所

を選び、被控訴人に提案した。もちろん、その土地の所有者の同意を

得た上である。まさにこの 300 メートルないし 500 メートルという

距離は、健康被害の点で疫学調査で明らかにされている、サンティニ

等が指摘した被害発生防止のために有効な距離なのであり、この実行
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によって控訴人らをはじめとして近隣住民の被害は防止可能なので

ある。 

    この控訴人らの要望がどうして被控訴人の「経済活動等を停止させ

る」ことになる、と被控訴人は主張できるのか。被控訴人はこのよう

な誤った理解のもとに控訴人らの要望を真剣に検討することもせず、

理由にならない条件をつけて拒否し、本件建設事業を強行した。まさ

にこの被控訴人の対応こそが本件の紛争を生じさせたのである。くど

いが、ここで御庁裁判所に求められているのは、この代替地採用を拒

否した被控訴人主張理由が合理性を持った妥当なものだったと判断

できるのか、ということなのである。もちろん、被控訴人はこの控訴

審においても、代替地を拒否したことの合理性、妥当性を一切説明し

ようともしない。このような被控訴人の対応が企業として許されるの

か、それは企業に対し当然に求められる倫理（社会正義）に反し、被

控訴人の権利濫用であるということこそが本件の基本的争点である。

本件はこの論点につきることを、まず冒頭で確認することがきわめて

重要なのである。 

    本件工事計画時に、控訴人らの要望に被控訴人が誠実にこたえてい

れば、被控訴人には何の経済的損害も出なかったのである。本件紛争

も発生しなかったことも自明である。もちろん、健康被害も当然に未

然に防止できたのである。被控訴人は、代替地に移転することが出来

ない合理的な理由を一切示さなかった。被控訴人の拒否の理由に何ら

根拠は存していないことを正しく判断すべきである。 

   しかも、被控訴人はさらにそれにかわるべき代替地を近くに探すこ

とも可能であったし、もちろん控訴人らも積極的に協力したことは自

明である。 

   当然のことであるが、その移転は「僅かな費用の追加」で可能であ

ったことは言うまでもない。 
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   御庁裁判所は、この事実を前提として、判断を行うことが求められ

ているのである。けっして、原判決が行ったような通常一般の差止の

判断で事足れりとしてはならないのである。その意味において、本件

は一般的な差止請求の事例でははく、「特別の事情」が存すると判断

されるべき事例なのである。 

 ２、本準備書面は次のとおり構成されている 

 (1) まず、第３「本件中継基地局の電波の理論値」において、控訴人ら

が被曝露されている電磁波が理論的にどれだけのものか、検討を行う。

結論として、控訴人の川勝作業所では 77μＷ／㎠になる。 

   一部の国の基準値は優に超えるし、健康被害を発生させる強度であ

る。 

 (2) 第４「本件基地局の電波の実測値」において、現実にどれだけの電

磁波をあびているか検討する。 

 (3) 第５「電磁波の危険性に関する知見の到達点」において、これまで

報告された研究成果を、中継基地局周辺の疫学調査（人と動物）、携

帯電話使用の疫学調査、テレビラジオ放送塔周辺の疫学調査、電磁波

過敏症の存在、以上の健康障害をもたらす生物学的研究成果、動物実

験、健康被害発症のメカニズムなどを詳細に検討し、現実に健康被害

が発生している事実を明らかにした。 

   また、この控訴人らの立証に対し、被控訴人は何ら有効な反証をな

しえてはおらず、有効な反論となっていないことも併せて明らかにし

た。 

 (4) 第６「本件中継基地局により控訴人らが受けている被害」において、

控訴人らに現時点においてすでに健康被害が発生している事実を明

らかにする。 

 (5) 第７「被控訴人の操業は権利濫用、信義則違反である」の項におい

て、控訴人らが本件基地局の移転を求め代替地の提供まで行ったのを
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一方的に拒否し、控訴人らに被害を与えている被控訴人の行為が、権

利濫用であり、信義則に違反している事実を明らかにする。 

 (6) 第８、「控訴人らは立証責任をつくしている」の項で、健康被害発

生について十分に立証しており、本件請求は認められるべきことを論

じる。 

 (7) 第９、「結論」において、本件控訴人らの請求が認められるべきこ

とを結論している。 
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第３、本件中継基地局の電波の理論値 

 １、原判決の認定 

原判決はまず、法的規制として電波法第３０条、同法施行規則第２

１条の３、同別表第２号の３の２によって、本件基地局の電力束密度

の基準値は０．５４ｍＷ／ｃ㎡であることを認定する。 

次に乙１５号証によれば、本件基地局周辺の実測地値は最大で電力

束密度０．０６６μＷ／ｃ㎡であり、「電波法施行規則上の規制を大

幅に下回るものであることが認められる」（「これに反する証拠はな

い」）と認定した。 

まさにこの認定事実こそが、原判決判断の最も基本とされているの

である。すなわち、「この程度の電磁波で健康被害が生じるわけがな

い、被控訴人主張はたんなる不安感・危惧感にすぎない」という「思

いこみ」のかってな判断を行っているにすぎないのである。 

しかし、この認定の資料乙１５号証は、判決に別紙として添付され

たわずか一枚の紙片のみであって、誰が、いつ、どこで、どのような

方法で、どのようにして実測したのか全く正体不明の、正確性すら検

討できないものなのである。 

そこで本件控訴審において、控訴人らは立証をつくし、この被控訴

人主張の電磁波強度がまったくのごまかしである事実、現実には控訴

人らは、健康被害が生じるだけの電磁波の曝露を受けている事実を明

らかにした。 

以下において詳論する。 

２、被控訴人が主張する理論値 

(1) 被控訴人が主張する理論値の値 

   被控訴人が主張している理論値は、旧郵政省が定めた基本算出式に

したがって計算された数値である。 

   これによれば、本件基地局から水平距離５０ｍ地点での電力束密度
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は、ＰＤＣ方式の電波が約１３．９μＷ／ｃ㎡、ＩＭＴ方式の電波が

約２９．８μＷ／ｃ㎡となっている（乙４６の１、２、乙５１）。 

  そして、同一の基地局から複数の電波の放出されている場合は、全

ての電波の電力束密度の値を合計した値が、当該基地局から放出され

る電波の電力束密度となるので、本件基地局から放出される全ての電

波の電力束密度の理論値は、水平距離５０ｍ地点で約４３．７μＷ／

ｃ㎡となる。 

(2) 控訴人川勝聖一の作業所での理論値 

ア、さらに、控訴人らの中で本件基地局から最も近い場所に居住する控

訴人川勝聖一、同川勝康代が日常過ごしている作業所は、本件基地局

から水平距離２７ｍの位置にある。 

そこで、被控訴人の主張を前提にして、控訴人川勝聖一らの作業所

において、本件基地局から受ける電波の電力束密度の理論値を計算す

ると、以下のとおりとなる。 

イ、まず、本件基地局の送信機から控訴人川勝聖一らの作業所までの直

線距離は、水平距離２７ｍと送信機までの高さ４０ｍから計算して、

約４８．３ｍであり、それを二乗した数は２３２９となる。 

そこで、直線距離４８．３ｍにおける電力束密度の理論値を計算す

ると、 

    ＰＤＣ方式の電波が 

Ｓ＝５６×５０／（４０π×２３２９）×２．５６ 

 ≒２４．５μＷ／ｃ㎡ 

    となる（乙４６の３参照）。 

    また、ＩＭＴ方式の電波が 

     Ｓ＝６０×１００／（４０π×２３２９）×２．５６ 

      ≒５２．５μＷ／ｃ㎡ 

    となる（乙５１参照）。 
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ウ、したがって、控訴人川勝聖一らの作業所における、本件基地局から

放出される電磁波の電力束密度の理論値は、被控訴人の主張を前提と

しても、上記を合計した７７．０μＷ／ｃ㎡となる。 

 (3) 被控訴人でさえ認めている理論値の危険性 

ア、上記理論値については、被控訴人は、これ以上の強度の電磁波が出

る可能性はないと主張している。逆に言えば、被控訴人は、上記強度

の電磁波が出る危険性があることは自ら認めているのである。被控訴

人の技術担当者である佐美三証人も、理論上、基本算出式の値は出る

可能性があることを認めている（佐美三証言２７１項）。 

上記理論値以上の強度の電磁波が出る可能性がないという被控訴

人の主張に正当性がないことについては後述するが、少なくとも本件

中継基地局から放出される電磁波の危険性を検討する上で、被控訴人

が主張する計算方法を用いて算出した上記理論値を基準とすべきこ

とは被控訴人も認めている事実である。 

したがって、本件中継基地局から放出される電磁波の危険性を検討

する上では、最低でも、控訴人川勝聖一らの作業所における理論値で

ある７７．０μＷ／ｃ㎡を基準としなければならない。 

イ、なお、この７７．０μＷ／ｃ㎡という値は、現在の研究結果からは

電磁波の健康被害が十分に認められる、著しく危険な値である。 

   後に詳しく述べるバイオイニシエイティブ報告では、電磁波による

健康被害に関する多数の研究結果を検討した結果として、「世界のほ

とんど全ての国で、電磁波レベルを制限する現在の公衆安全基準が数

千倍緩いのは明らかで、変更が必要だ。」（甲１５９の２・５頁）とし、

携帯電話基地局についても、「これらの被曝が一般の人々に影響を与

えるパルス波のＲＦについて、勧告される警告的な目標レベルは、０．

１μＷ／ｃ㎡だ。屋外の累積的なＲＦ被曝について、０．１μＷ／ｃ

㎡の予防的制限が採用されるべきだ。」（同２５頁）としている。 
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  上記理論値は、この勧告の、なんと７７０倍という恐ろしい値なの

である。 

ウ、さらに、電磁波の健康被害について先進的な規制を行なっている諸

外国においては、７７．０μＷ／ｃ㎡という値は規制値を遥かに超え、

完全に違法となる値である。 

例えば、ルクセンブルクの規制値は、電力束密度では２．４μＷ／

ｃ㎡に相当する電界強度３Ｖ／ｍである（甲２１０の１・８頁、甲２

１４）。 

また、スイスにおいては、９００ＭＨｚと１８００ＭＨｚの混成の

場合の規制値は６．６μＷ／ｃ㎡である（乙５２・１９８頁）。した

がって、本件中継基地局の理論値である７７．０μＷ／ｃ㎡という値

は、スイスにおける規制値の約１１．７倍も強力な値なのである。 

また、ロシア、ポーランド、ブルガリアにおける規制値は、１０μ

Ｗ／ｃ㎡であり（同１９９、２００頁）、イタリアにおける居住地域

等に対する「注意値」も屋内で１０μＷ／ｃ㎡であり、品質目標が１

０μＷ／ｃ㎡が規定されている（同１９８頁）。上記理論値は、これ

らの値の約７．７倍もの強力な値である。 

さらに、中国における規制値は、３８μＷ／ｃ㎡であるところ（同

２０１頁）、上記理論値はその倍以上の値である。 

なお、以上の内、ルクセンブルク以外の規制値は、被告が提出した

生体電磁環境研究推進委委員会報告書（乙５２）により報告された値

であるが、フランスで基地局撤去を認めたベルサイユ控訴院判決では、

オーストリア、リヒテンシュタイン、イタリア、ポーランド、ロシア、

中国では０．６Ｖ／ｍ、スイスでは０．４Ｖ／ｍと、これらの国々が

同報告書による報告よりも低い規制値を採用していることを認定し

ている（甲２１０の１・８頁）。ヨーロッパ各国では、現実には同報

告書で報告された以上に厳格な基準により運用が行なわれているの
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である。 

エ、このように諸外国の規制と比較してみると、本件基地局から放出さ

れる電磁波の強度がいかに強力であるかが明らかとなっている。 

ルクセンブルクやスイスやロシアなどにおいても、何の根拠もなく

規制値を定めるはずがなく、一定の根拠となる科学的知見をもって規

制値を定めている。たとえば被害を否定する人々が主張するようにそ

れらの規制値が「予防原則」にもとづくものだ、と言ってみても、そ

の「予防原則」適用のためにも、根拠となる科学的根拠が必要である

ことは明白である。 

本件基地局から放出される電磁波の強度は、単にこれらの国々の規

制値を超えているだけでなく、ルクセンブルクの規制値の３２倍以上、

スイスの規制値の１１倍以上、ロシア等の規制値の７倍以上と、大幅

に超えているのである。 

このことは、控訴人らが、ルクセンブルクにおいて浴びてはいけな

いとされている電磁波の３２倍以上の強度の電磁波を浴び続けてい

ることを意味している。おそらく、ルクセンブルクの国民から見れば、

控訴人らがこのように危険な状況に置かれて放置されていることが

信じられないことであろう。 

そして、日本人が、ルクセンブルク人やスイス人、ロシア人などに

比べて電磁波により強い耐性を持っているはずなどありえない。ルク

センブルク人などにとって危険なものは、日本人にとっても危険なの

である。 

以上のことからみただけでも、控訴人らがいかに危険な状況に置か

れているかは明白である。 

 オ、これに対して、被控訴人が、控訴人らが求めているとおりに、本件

基地局を３００ｍでも移動してくれれば、控訴人川勝聖一らの作業所

においても、ＰＤＣ方式の電力束密度の理論値は０．６μＷ／ｃ㎡以
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下になり（乙４６）、ＩＭＴ方式の電力束密度の理論値も１．３μＷ

／ｃ㎡（乙５１）となる。 

   すなわち、被控訴人が本件基地局を３００ｍ移動するだけで、少な

くとも控訴人主張の理論値であれば、ルクセンブルク等諸外国の規制

値を超えなくなるのである。 

   それだけでも控訴人らの健康被害の危険性は、遥かに減少すること

になるのである。 

   まさに後に詳論するベルサイユ控訴審判決が認定しいるとおりな

のである。 

 ３、被控訴人が認めている理論値以上の強度が出る可能性 

 (1) 被控訴人の主張の概要 

以上のとおり、被控訴人が認めている範囲でも、非常に危険な値の

電磁波が放出されているのであるが、現実には、上記理論値以上の値

が出る危険性もある。 

この点、被控訴人は、上記理論値以上の値が出る可能性はない、と

主張し、被控訴人の技術担当者である証人佐美三は、基本算出式以上

の強度の電波は出ないと証言している（佐美三証言２６９、２７０項）。

同人の証言によればその理由は、基本算出式で計算する際、理論上最

大の数値を当てはめたから、というもののようである（同２７０項）。 

しかし、被控訴人の主張や佐美三証言には、科学的根拠はなく、以

下のとおり、上記理論値以上の値がでる危険性は十分に存在するので

ある。 

 (2) 基本算出式に当てはめる数値について 

まず、上記理論値を計算する上で、被控訴人は、反射係数を大地地

面の場合である２．５６を使用している。しかし、本件中継基地局は、

水田地帯に存在しており、実際に本件基地局のすぐ横には水田がある

のであるから、反射係数は４とするべきである（甲１４１・７、８頁）。 
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そして、基本算出式によって算出される電力束密度の理論値は、反

射係数の値に比例するため、反射係数が２．５６から４というように

約１．５６倍に増えると、電力束密度の理論値も約１．５６倍に増え

ることになる。 

この反射係数を現実に近い値で計算すれば、本件基地局からの電磁

波の電力束密度の理論値は、被控訴人の主張を前提として算出した上

記理論値を約１．５６倍にして考えなければならない。 

 (3) 増波の可能性 

ア、もともと被控訴人は、ＰＤＣ方式の電波については最大でも１方向

あたり２４波までしか放出できず、ＩＭＴ方式の電波については「被

控訴人がＩＭＴ方式において利用するのは４．８ＭＨｚ幅の電波であ

り、かつ上記（１）の電波利用許可のとおり２１３７．６～２１４７．

４ＭＨｚ間で中心周波数を設定しなければならないので、本件基地局

において利用できる電波の数は最大３波である。」（被控訴人第６準備

書面３頁）と主張していた。 

しかし、実際には、被控訴人は、ＩＭＴ方式のアンテナ増設工事を

行い、送信可能な電波を４波に増やすことができるようにしたが、控

訴人川勝が抗議をしたことから、本件基地局が係争中であることを知

り、電波を４波に増波することの実施を見合わせている。（佐美三証

言３３４ないし３３９項、乙５５・７頁）。 

イ、以上の事実から、まず、被控訴人がＩＭＴ方式の電波を４波に増波

することは、いつでも簡単にでき、しかも係争中でなかったら、現実

に行なっていたということである。 

すなわち、仮に本件訴訟において控訴人らの請求が棄却され、それ

が確定した場合には、すぐに本件中継基地局からのＩＭＴ方式の電波

が４波に増波されるはずである。 

その場合、本件中継基地局からのＩＭＴ方式の電波の電力束密度の
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理論値は、上記理論値の４／３倍である、約７０μＷ／ｃ㎡となって

しまう。 

ウ、さらに重要なことは、被控訴人が「最大３波」と主張していたこと

は、全くの虚偽であった、ということである。 

被控訴人は、本件基地局の許可の内容から、ＩＭＴ方式の電波は最

大３波までしか送信できないと主張していたにもかかわらず、簡単に

４波へ増波できているのである。 

この４波へ増波する際、単にアンテナ増設工事のみで足りたのか、

許可を取り直したのかは明らかではないが、少なくとも、控訴人らに

何の説明もなく、（アンテナ増設工事を見つかりさえしなければ）控

訴人らに知られることなく４波への増波が可能であったことは間違

いのない事実である。 

そして、これまでの被控訴人の主張を考えれば、被控訴人が電波を

増波する上での障害として考えているものは、国の基準以外存在しな

い。 

したがって、被控訴人が電波を増やそうと思えば、国の基準の範囲

内でありさえすれば、いくらでも電波を増やすことができる、という

ことである。 

すなわち控訴人らは、本件基地局から、国の基準値ギリギリの強度

の電磁波を受ける危険にさらされているのである。 

(4) 小括 

以上のとおり、被控訴人の主張に従って計算した７７．０μＷ／ｃ

㎡という値もとんでもなく高く危険な値であるが、さらに控訴人らは、

それ以上の値の電磁波を受けているのである。 

 ４、被控訴人の主張を前提としても国の基準値を超える可能性 

被控訴人が主張する理論値は、本件基地局の送信機の高さである４

２ｍの地点から、ある一定の水平距離の地上２ｍの地点までの直線距
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離で強度を計算している。したがって、水平距離が０ｍの地点でも、

直線距離では４０ｍで計算している。 

ところで、控訴人川勝聖一の所有地で、本件基地局から最も近い場

所は、水平距離にして１０ｍ以内である（乙１の２）。したがって、

仮に控訴人川勝聖一が本件基地局から１０ｍの距離に４２ｍ以上の

高さの建物を建てた場合、本件基地局の送信機から当該建物の高さ４

２ｍの場所への直線距離は１０ｍとなる。 

この場合、電磁波の強度は距離の２乗に反比例するため、直線距離

１０ｍの場所で受ける電磁波の強度は、直線距離４０ｍ地点での強度

の１６倍になり、 

   すると、ＰＤＣ方式の電力束密度の理論値が４０ｍ地点での値であ

る約３５．７μＷ／ｃ㎡（乙４６の２）の１６倍である５７１．２μ

Ｗ／ｃ㎡となり、これだけで防護基準値の５３０μＷ／ｃ㎡を超えて

しまう。 

   また、ＩＭＴ方式の電力束密度の理論値が４０ｍ地点での値である

約７６．４μＷ／ｃ㎡（乙４６の２）の１６倍である１２２２．４μ

Ｗ／ｃ㎡となり、同じくこれだけでも防護基準値の１０００μＷ／ｃ

㎡を超えてしまうのである。 

   このように、控訴人川勝聖一は、自らの所有地上に高い建物を建築

できなくなってしまっており、本件基地局により建築制限を受けてい

るのである。 

   本件中継基地局から放出される電磁波の強度は、それだけ大きいも

のであり、控訴人らの生命、身体を危険にさらしている上、控訴人ら

の財産も不当に制限しているのである。 



  24/143 

第４、本件基地局の電波の実測値 

 １、被控訴人が主張する実測値は判断の要素となり得ないこと 

原審は、被控訴人が提出した実測値を何の根拠もなく信用し、その

値を元に、本件基地局からの電波の電力束密度を最大でも０．０６６

μＷ／ｃ㎡であると認定し、この値が電波法施行規則の値や国際非電

離放射線防護委員会（ＩＣＮＩＲＰ）の基準値よりも著しく小さいこ

とを理由として請求棄却の判決を下した。 

しかし、この被控訴人が提出した実測値については、控訴人らの健

康被害を考える上での判断要素とはなりえないことが、被控訴人側の

実測の責任者的立場にある佐美三証人の証言で明らかになった。 

 ２、実測方法がずさんであること 

被控訴人が提出した実測値は、刻々と変化している値のある一瞬の

瞬間的な値であり（佐美三証言１５９ないし１６１項）、郵政省告示

３００号が定めているような６分間の平均値ではない（同１６２、４

３２項）。 

また、同告示が定める空間の平均値でもない（同４３１項）。 

しかも、利用者が多い時間帯かどうか、電波のメインビームが向い

ている方向かどうかなども考慮していない（同２０７、２２１項）。 

このように、被控訴人の実測方法は、告示で定めている方法にした

がわず、時間帯や測定場所による強度の大小も考慮しておらず、まさ

に「ただ測っただけ」というものである。これでは、本件基地局から

発せられる電磁波の健康被害を検討する上での基準には全くなり得

ないものである。 

 ３、理論値程度の強度が出る危険性 

前述したとおり、佐美三証人自身も、理論上、基本算出式の値は出

る可能性があることを認めている（同２７１項）。 

さらに他の携帯電話会社の実測データで、４μＷ／ｃ㎡という値が
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出たことについても、そのような値もあり得ると認めている（同３５

９項）。 

この点、宮崎県延岡市の基地局から５０ｍ以内の住居において、被

控訴人と同じ携帯電話会社のＫＤＤＩ株式会社が実測した結果、４．

４２８μＷ／ｃ㎡という実測値がでており（甲２２５・１９、２０頁）、

４μＷ／ｃ㎡程度の実測値は、現実に測定されているのである。 

そして、決して最大値を測ったわけではない実測値において４μＷ

／ｃ㎡程度の値が出ているということは、最大値として前述した理論

値程度の値がでることはもちろん、それ以上の値が出る可能性も十分

に考えられる。 

   このように、原審が採用した実測値及び控訴審で被控訴人が提出し

た実測値は、本件基地局の健康被害を検討する上での基準とはなりえ

ないものである。 

   したがって、本件訴訟においては、本件基地局から、最低でも理論

値程度の電磁波が放出されるものとして、控訴人らの健康被害を検討

する必要がある。 

４、上記実測値の危険性 

なお、４μＷ／ｃ㎡という値は、前述のバイオイニシエイティブ報

告で勧告された０．１μＷ／ｃ㎡を遥かに超えるのはもちろんのこと、

ルクセンブルクで現実に規制されている２．４μＷ／ｃ㎡を超える値

でもあり、これだけでも危険すぎる値であるといえる。 
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第５、電磁波の危険性に関する知見の到達点 

 １、非熱効果も認められるべきである －健康被害の考え方－ 

 (1) 現行電波防護指針（基準値）の意味 

   乙第 60 号証大分地裁判決は、争いがない前提事実として、次のと

おり認定している。 

  『電磁波防護指針の内容は、ＥＭＦ曝露制限のためのガイドラインの

内容とほぼ等しい。 

   ＥＭＦ曝露制限のためのガイドライン及び電波防護指針が対象と

する電磁界の生体作用は、短期的曝露による熱作用及び刺激作用であ

って、長期的曝露による非熱作用は対象としていない。』（乙第 60 号

証 6 頁）。 

   まさに本件で争点となる健康被害は、この非熱作用によるものであ

って、その判断の前提としてこの防護指針を考えることは無意味有害

でしかないのは自明である。この点についてはすでに論じたところで

ある。 

 (2) 短期濃厚曝露（急性症状）と長期的微量曝露（慢性症状）とは、そ

の病像、発症のメカニズムは全く異なる。 

これは人間の健康被害について、とりわけ有害物質の曝露による健

康被害について確立した考え方である。（特に電磁波について本堂証

言甲第 150 号証の 1、250～252 項） 

   しかし、国の基準は、他の多くの被害例においても、しばしばこの

濃厚な曝露による急性症状に限定したものとされており、より微量の

長期的曝露による慢性症状を持つ被害者は、被害者として認められず

切捨てられてきた。 

   その典型的代表例がこの場合でも水俣病なのである。国が水俣病患

者として公式に認定した患者は現時点でも約三千名程度であるが、し

かし、現実の被害者はいわゆる政治決着の下でも約一万二千人以上、
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関西水俣病最高裁判決後の、最高裁が認めた病像の下でさらに新たに

二万人を超えている。すぐに合計では四万人を超えることが明らかで

ある。本件電磁波をめぐる健康被害もまさにこの水俣病と全く同様の

道を今たどろうとしているのである。すなわち、熱効果（まさに最高

の濃厚曝露の事例）のみを健康被害と認める立場に固執し非熱効果を

無視して切り捨てようとしているのである。水俣病の公式認定と全く

同じ立場なのである。熊本地裁の水俣病第二次訴訟一審判決、その控

訴審である福岡高裁判決、関西水俣病最高裁判決で、この国の認定基

準がいかに誤っているのか、厳しく批判されてもなお国、企業は判決

に従ってあらためようとはしないのと、全く同じなのである。 

   このような国、企業の態度は法治国家としてはとうてい許されるも

のではない。裁判所はこのような国の誤った基準にとらわれることな

く、非熱効果についての科学的知見を、現行法の解釈適用として正し

く判断すべきなのである。 

（3）筑豊じん肺判決－総務省の立場は違法である－ 

 ア、いわゆる筑豊じん肺最高裁判決（判時 1543 号）は、国の責任判断

についてその違法を次のとおり認定した。 

  『鉱山保安法の目的、上記規定の趣旨にかんがみると、同法の主務

大臣であった通用産業大臣の同法に基づく保安規則権限、特に同法３

０条の規定に基づく省令制定権限は、鉱山労働者の労働環境を整備し、

その生命、身体に対する危害を防止し、その健康を確保することをそ

の主張な目的として、できる限り速やかに、技術の進歩や最新の医学

的知見等に適合したものに改正すべく、適時にかつ適切に行使される

べきものである。 

  「上記の保安規則の権限（省令改正権限等）が適切に行使されてい

れば、それ以降の炭坑労働者のじん肺の被害拡大を相当程度防ぐこと

ができたものということができる。本件における以上の事情を総合す
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ると、昭和３５年４月以降、鉱山保安法に基づく上記の保安規制の権

限を直ちに行使しなかったことは、その趣旨、目的に照らし、著しく

合理性を欠くものであって、国家賠償法一条一項の適用上違法という

べきである。」』 

イ、すなわち、この最高裁判決は、もちろん国の鉱山保安法に基づく規

制権限不行使に違法を認定したものである。しかし、その理由として

示されている「特に同法３０条の規定に基づく省令制定権限は、鉱山

労働者の労働環境を整備し、その生命、身体に対する危害を防止し、

その健康を確保することをその主要な目的として、できる限り速やか

に、技術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改正すべく、

適時にかつ適切に行使されるべきものである。」「鉱山保安法に基づく

上記の保安規制の権限を直ちに行使しなかったことは、その趣旨、目

的に照らし、著しく合理性を欠くものであって、国家賠償法一条一項

の適用上違法というべきである。」という判断は当然本件においても

該当すると考えるべきである。被控訴人主張や総務省見解によると、

「防護指針」なるものは、国民が電磁波による健康被害を受けない目

的で作成されているということなのであるから、国民の「生命・身体

に対する危害を防止し、その健康を確保することをその主要な目的と

している」ことにかわりはない。従って、「できる限りすみやかに、

技術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改正すべく、適時

にかつ適切に行使されるべきものである」ことは「総務省が当然に法

律上負っている義務」であり、「その権限を直ちに行使しなかったこ

とは違法」と判断されるのである。総務省は違法にその権限を怠って

いると評価されるべきである。 

 ２、健康被害判断における因果関係の考え方 

 (1) 原判決と大分地裁判決 

   原判決は「本件基地局からの電磁波によって、原告らに健康被害が
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生じる具体的危険性が存在するとは認められない」と結論した。 

   また、同種事件の最新の判決である乙第 60 号証大分地裁判決は次

のとおり判示している。 

  『現時点では、携帯電話基地局から放射される電磁波により、付近住

民に健康被害が生じるおそれの一般的知見レベルの高度の蓋然性を

認めることはできず、したがって、本件基地局から放射される電磁波

による原告らに対する健康被害発生のおそれの高度の蓋然性を認め

ることはできない』（乙第 60 号証 24 頁）。 

   まさに原判決判示の「具体的危険性」やこの大分地裁判決の判示の

『高度の蓋然性』の判断はどうあるべきなのか、ということが問題と

されているのである。 

   このことは、結局、控訴人らが主張している健康被害発生のおそれ

を証明している論文（知見）が、電磁波と健康被害発生のおそれの因

果関係が存在する判断として認められるかどうか、という問題になる

と考えられる。 

   そこで、汚染曝露と被害発生との因果関係の認定がどう考えられる

べきなのか、をまず検討する。 

 (2) 最高裁判例ルンバール事件とその具体的適用 

   民事訴訟における行為と結果との間の因果関係の証明に関しては、

いわゆるルンバール事件最高裁判決が示す「訴訟上の因果関係の立証

は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照ら

して全証拠を総合点検し、事実と結果との間に高度の蓋然性を証明す

ることであり。その認定は通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の

確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りる。」

という基準が妥当する（最高裁第 2 小法廷・昭和 50 年 10 月 24 日判

決・民集 29 巻 9 号 1417 頁）。 

   上記ルンバール事件最高裁判決は、特定の事実と特定の結果との間
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の自然科学的機序が解明されていないような「科学裁判」において、

ともすれば自然科学的知見のみを重視し、自然科学的な関連性を過大

に要求した上で法的因果関係を否定するような判断に陥りがちな弊

害を防止するための指針を与えたものということができ、法的因果関

係の判断においては、自然科学的知見や自然科学的証拠のみに依拠せ

ずに全ての証拠を広い経験則に照らして総合的に判断することを要

求し、かつ、判断基準としても科学的専門的知見を有する立場の者の

みならずに、通常人を基準とするように要求しているものである。本

件で示した科学的知見も、このような観点から吟味する必要がある。 

   そして、さらに上記ルンバール事件最高裁判決の具体化とされた適

用例の判決として参考にすべきものとして予防接種ワクチン禍訴訟

福岡高裁平成 5 年８月 10 日判決（判例時報 1471 号・31 頁以下）が

存在する。この判決は、本件における法的因果関係の要件の検討に際

し参考となる。 

   すなわち、上記福岡高裁判決は、ワクチン接種と被害との法的因果

関係の要件（判断基準）として 

   ①ワクチン接種と予防接種事故とが時間的、空間的に密接している

こと 

   ②他に原因となるべきものが考えられないこと 

   ③副反応の程度が他の原因不明のものによるよりも質量的に非常

に強いこと（いわゆる「折れ曲がり」の存在 

   ④事故発生のメカニズムが実験・病理・臨床等の観点から見て、科

学的、学問的に実証性があること 

   といういわゆる白木４原則を挙げ、その４要件の関係について、②

の他原因の不存在について被害者側（患者側）にその立証責任を負担

させているものの、他の要件である①③④の立証により被害が予防接

種による副反応であることの蓋然性が高いとの心証が強まるほど、実
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際には加害者側（国）において他原因の存在を相当高い蓋然性を具体

的に特定して反証しなければならないと指摘する。 

   さらにこの白木４原則についての判断の参考例としていわゆる「よ

みがえれ！有明訴訟」佐賀地裁判決（平成 20 年６月 27 日判時 2014

号）は次のとおり判示する。 

  『上記白木４原則は、いわゆる疫学４条件、すなわち、①その因子が

発症の前に作用するものであること（時間的条件）、②その因子作用

する程度が著しいほどその疫病の罹患率が高まること（量反応関係の

条件）、③その因子が除去されたり、それを持たない集団では罹患率

が少ないこと（消去の条件）、④因子が作用するメカニズムを生物学

的に矛盾なく説明できること（生物学的妥当性の条件）と同趣旨を述

べるものであると解される。 

本件においては、有明海という広大な海洋環境の変化が問題とされ

ており、このような自然的環境に影響を与え得る自然的条件、社会的

条件は多様であり、かつ、それらの条件が複雑に関係し合って環境の

変化がもたらされ得るものであることは自明であるが、このような場

合に、因果関係連鎖を逐一証明することは不可能に近いから、因果関

係の証明負担の軽減方法を検討する必要があり、その意味から、疫学

的証明による方法は、因果関係の判断において、大いに参考になるも

のと考えられる。』（上記判時 8 頁）。 

   本件のような電磁波と住民の健康被害との因果関係の存在の法的

判断についても、まさに同様に複雑な条件が関係し合っている点にお

いて同種事例であり、適切妥当な判断基準としてこの４要件が考慮さ

れるべきである。 

   しかし、原判決や大分地裁判決など一連の判決は、電磁波による健

康を証明する論文などの証拠について、上記のような判断基準を一切

考慮せずにその論文を一点ごとに分断して個別に『口先だけ筆の先だ
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けの厳密な自然科学的判断』を行ってその不充分さを指摘し、個別論

文ごとに因果関係の存在を否定して結局ルンバール判決がいう「経験

則に照らして全証拠を総合検討する」という判断作業を誤ってしまっ

ているのである。その結果、『電磁波よる健康被害の発生については、

その発生の可能性を肯定する多数の実験結果の報告、証言等が存在す

る一方で、健康被害の発生を否定する公的機関の見解等も数多く発表

されていることが認められる。これに加えて、肯定、否定いずれの立

場からも、共通して、健康被害発生の可能性については未だ研究途上

であり、また、健康被害が発生するまでには長期間を要することもあ

ることから、引き続き研究を継続する必要がある旨の指摘がされてい

ることが認められることも併せると』健康被害発生の高度の蓋然性を

認めることはできない、という判断を下すのである（乙第 60 号証大

分地裁判決 24 頁）。 

   この認定は、ルンバール最高裁判決に従った判断とは評価できず、

誤っている。この判決は（原判決もそうであるが）原告・被告両者の

資料を単純に併記して単なる両論が存在している事実を述べている

に過ぎない。そして、否定の結論を無条件に採用するのである。 

   そうではなく、大分判決が認めている『健康被害の発生について、

その発生の可能性を肯定する多数の実験結果の報告、証言等』が一致

して示している結論とその結論の根拠とされている事実全体を総合

した重みと、その結論がさらに指し示している将来の研究の進展する

方向を正しく見極め（事実上の推定を行い）、他方での「健康被害の

発生を否定する公的機関の見解等の発表」の結論の根拠となる事実に

ついての全体として総合された重みと、その結論が示している将来の

研究の進展の方向を正しく見極め（事実上の推定を行い）、「現時点」

で健康被害が認められる方向に研究が進展するのか、否定する方向に

進展するのか、その両者をきちんと検討することこそが求められてい
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るのである。 

   そのことこそが、ルンバール判決が示した「一点の疑義も許されな

い自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、

事実と結果との間に高度の蓋然性を証明すること」という趣旨に合致

した判断なのである。しかも、その判断は「通常人が疑いを差し挟ま

ない程度」によってなされるべきなのである。 

   控訴人らはその結論は極めて明白だと考えている。 

   控訴人らが示した健康被害を証明する資料は、その一点一点につい

ては不充分さを残すものであるが、しかし、その全体を総合判断すれ

ば、全体として健康被害発生の高度の蓋然性が認められる方向に進ん

でおり、現時点で一つ一つの論文の不充分さは次第に克服されつつあ

ると判断できるのである。健康被害発生の研究成果が否定され、健康

被害発生のおそれがないと判断される方向にいくとはとうてい認め

られないことが自明である。現実に大分地裁判決は、「健康被害の発

生を否定する公的機関の見解」と判示したが、その否定の根拠となる

べき現実の実証的研究成果はほとんど存しないと言っても過言では

ない。わずかに数点、誰が行ったものかも不明な国際的学会による評

価も全くされていない「研究論文」や、何ら実証的研究成果ではない

単なる口先だけ、筆の先だけの作文による「ケチつけ論文」が存して

いるに過ぎないのである。しかも、さらにけっして無視されてはなら

ないのは、大分地裁判決の次の判示である。 

  『肯定、否定いずれの立場からも共通して、・・・引き続き研究を継

続する必要がある旨の指摘がされていることが認められる。』 

   この事実を裁判所はどう判断したのか。まさに「引き続き研究を継

続する」結果、将来この研究は一体どうなると裁判所は「推認できる

のか」「推認すべきなのか」、まさにその判断こそを行うべきなのであ

る。 
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   大分地裁は、「現時点では、・・・高度の蓋然性を認めることはでき

ない」と判断した。しかし、現実に数十万人、数百万人にも及ぶ健康

被害が発生する可能性が存することを証明する論文が多数存してい

る場合、その結論の方向が「今後研究を続けた結果」、その可能性は

ますます証明され、近日中に高度の蓋然性が証明されることになると

「事実上推認できる」場合、あまりにも当然こととして、その事実を

否定するに足りる充分な「研究成果」（実証論文）の提出を反証とし

て被控訴人に求めるのが当然の条理である。今、被控訴人に要求され

ているのはけっして「公的機関の見解」（すなわち単なる「意見」に

すぎない）などではないことが自明である。もちろん、被控訴人はそ

れを実行するに足る能力を充分に有している「大企業」である。もち

ろん総務省もその能力を有していることは自明である。 

   被控訴人は、それを実行できない。もちろん、日本の「公的機関」

もそれを実行しない。被控訴人が、わずかに指摘した論文は、いわゆ

る専門誌の厳しい査読に耐え世界の学会での評価に充分耐えうるも

のなどではけっしてなかった。 

   この控訴人が主張する判断こそが、通常の民事訴訟において行われ

るごく当たり前の判断だと確信している。電磁波訴訟においては、何

故かそのごく当たり前のこの判断が行われていないのである。 

 (3) 論文の総合評価がなされるべきである。 

   控訴人らはすでに原審において、さらに本控訴審においても、非熱

効果による健康被害を明らかにした研究成果を根拠として示したが、

御庁裁判所はぜひ上記控訴人主張を考慮して、各論文を総合検討して

いただきたい。 

   特にそれぞれの論文の不充分さが、他の論文と相まって、相互補助

しあい、次第にその結論をより確実なものとして行っていることをた

だしく判断していだたきたい。1990 年代の研究からより現時点の研
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究に近づくほど、その健康被害発生のおそれはより認められる方向に

進んでおり、けっして健康被害を否定する方向に進んではいない事実

を正しく判断していただくよう強く求める。 

 ３、被控訴人は疫学を無視している。   

（1） 被告 NTT の社員でもあった野島証人は乙第 29 号証において、次のとお

り記述している。 

「 『仮に疫学調査で関連性が示されたとしても、両者の間の直接的な因果

関係が立証されたことにはならない。因果関係の立証には、細胞実験や動

物実験による具体的な影響メカニズム（いわば物的証拠）の解明が不可欠

である。』あるいは『正確な結論は、動物実験などによりメカニズムを解明し、

直接的に因果関係の存在を明らかにする必要があるが、その観点からは通

常の電波が健康悪影響を及ぼす証拠は一切出ていない』」（乙第 29 号証

48 頁） 

    この野島証人（被告も同じ）の理解がいかに根本から誤っているかについ

て、疫学の専門家である津田敏秀氏（岡山大学大学院環境学研究科）は、

次のとおり厳しく指摘している（甲第 128 号証 1 頁、なお甲第 186 号証ない

し甲第 194 号証津田証人調書など）。 

「 これは、人への影響を判断する際の、疫学研究結果と細胞実験や動物

実験の結果との関連に関して、完全に転倒した野島証人の考え方を示して

いる。野島証人には、環境曝露による人体への悪影響を考慮する際に最も

基本的な知識が欠如していると言わざるを得ない。すなわち、『因果関係の

立証には、細胞実験や動物実験による具体的な影響メカニズムの解明は』

必要不可欠ではない。疫学研究の結果が十分に人への影響を示しておれ

ば、その物質は、細胞実験や動物実験の結果に関わりなく、ヒトに対する発

ガン物質として分類される（国際ガン研究機関 IARC など各国の行政機関も

同 じ）。また疫 学 が「直 接 的 に因 果 関 係 の存 在 を明 らかにする」方 法 論

（IARC1990）であり、野島証人の考えは間違っている。このことは、1970 年
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代から実際に国際的に行われており、現在このような主張を裁判の場で行う

ことは、過失を超えて虚偽と言われても仕方ないであろう。」 

この指摘のとおり、野島証人の反対尋問において、原告代理人は、ＩＡＲ

Ｃの発がん性総合評価の判定基準について、疫学の専門家である山口直

人教授の論文（甲第 81 号証）に基づいて尋問を行った。すなわち、「発がん

性について十分な証拠あり」という判定がされれば、グループ 1 に分類される

のであるが、その基準として「疫学研究で十分な証拠が得られている場合は、

動物実験の証拠の如何にかかわらず、グループ 1 と判定される」のである。

驚くべきことに、野島証人はこの事実を知らなかった（野島証人調書 2 回目、

294 項ないし 319 項）。すなわち、野島証人は、疫学の基本的考え方につい

て誤った理解をしており、その誤った理解のまま乙第 29 号証の記述をして

いるのである。しかも、この野島証人は、2 回目の反対尋問において、山口

教授の論文の上記指摘を受けた野島証人は、「これはちょっと私、調べてみ

ないと分からないです。先生はそうおっしゃっていますけど」と答え（303 項）

証人の認識は違うことを示していた。当然のことであるが、野島証人は、その

認識の誤りを指摘されたのであるから、次回の尋問のためにも、また科学者

としての良心からも、当然「調べてみる」必要が存することは自明である。しか

るに野島証人は次回（3 回目）の尋問に、同じ質問をうけて、またもや「疫学

だけで決めていいかについては確認する必要があると思います」と平然と同

じ答えを繰り返すのである（野島証人調書 3 回目 16 項）。科学者としても、

証人としても、不誠実極まりない態度であり、到底、自分の証言内容につい

て、科学者としての良心に従い誠実に答弁しているとは認められない証言

内容である。 

さらに、津田教授は、野島証人の次の記述に対しても、それが誤りである

ことを厳しく指摘しているのである。 

「 また、野島証人は『このような微弱な影響を疫学で信頼よく究明するため

には、多くの標本データと、その他の遥かに影響の大きい因子、例えば明ら
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かに発がん性のある喫煙や、その土地に特有の公害、食生活などの影響を、

疫学調査を実施する際に排除しなければならない。しかし、これは達成する

ことが極めて難しい』とも述べている。これは、疫学理論や、交絡要因に関す

る理論を全く知らないことを裏付けている。交絡要因の調整は一定の方法

が確立されており、疫学理論を理解しデータを集めれば、パソコンの発達し

た現代社会ではそれ程困難ではない。」 

（2） 野島証人の疫学についての他の部分の証言内容がいかに根本的に誤

っているか、基本的知識を欠如しているか、について、津田教授は甲第 128

号証において、さらに厳しく指摘しているとおりである。さらに津田教授は別

件訴訟において証人として証言し、野島証人の誤りと、疫学調査の意味に

ついて明らかにしている（甲第 186 号証ないし甲第 188 号証）。荻野証人の

意見書（甲第 27 号証）20 頁においても野島証人の疫学の理解の誤りにつ

いて厳しく指摘しているのである。 

   さらに別件訴訟において、本堂毅証人においても、野島証人の証言及び

考え方が誤っていることの厳しい指摘が行われている（甲第 149 号証ないし

甲第 151 号証など）。 

（3） すでに指摘したとおり、電磁波が人身にいかなる影響を及ぼすかは、まさ

に疫学調査こそが最も正しい結論を示すことができるのであり、疫学の結果

が十分であれば、動物実験や、ましてやメカニズムなどは必要なく、その影

響を認めることができるのである。 

    疫学調査の結果が不充分な場合に、はじめてその補充として、動物実験

が必要となるのである。しかも現時点では、その動物実験や発祥のメカニズ

ムについての生物学的、細胞学的研究成果が積み重ねられている。以下で

さらに具体的に指摘するとおりである。 

 ４、基地局周辺の疫学調査による健康被害   

 (1) 健康被害発生の論文 

 ア、控訴人らは原審で、基地局周辺において、すでに健康被害が発生して
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おり、その事実を報告している論文として、①サンティニ論文（甲第

96 号証）、②ナバロ論文（甲第 126 号証）、③ザルツブルグ州とバレ

ンシア大学の共同研究論文（甲第 114 号証）、④ＴＮＯ（オランダ応用

科学研究機構）報告書（甲第 88 号証、甲第 132 号証）、⑤ドイツの医

師達の研究報告書（甲第 130 号証）の５論文によって立証した。 

 イ、これらの論文が明らかにした健康被害を、原判決は論文に沿っていず

れもそのとおり認定した（原判決 27 頁ないし 29 頁）。 

ウ、また、大分地裁判決（乙第 60 号証）は、同様の健康被害について、

ゲルツらの調査結果（2004 年）、バッツキらの調査結果（2005 年、電

磁波の使用がこれらの症状の原因となるかもしれないとのある程度の

統計上の証拠が見い出されたとされている）を認定している。 

エ、それ以降、ハッター論文、ルーシティ論文（2004 年）、ベルキウェ

ツ論文（2004 年）、アブララリレル論文（2007 年）などが発表されて

いる。 

 (2) ガン発生の報告例 

  ア、さらに、基地局周辺においてガンの発生率が増加している事実を明

らかにしている甲第 137 号証、甲第 138 号証の二論文を提出した。 

 イ、まず甲第 137 号証（イスラエル 2004 年 4 月）である。 

   イスラエル・ネタンヤ市における特定の携帯電話基地局周辺に居住

する住民のうち、特定の病院に患者として 3～7年の間に受診した 622

名において、一年間のうちにガン患者が 8 例登録された。この例の対

照地区として、携帯電話基地局が近くに存在していない、近隣の病院

の患者 1222 名において、ガン患者は 2 例であった。 

   この結果、基地局周辺では、ネタンヤ市全域に比べて、ガン発生率

は 4.15 倍になる。しかも、女性だけに限れば何と 10.5 倍にも相当す

るのである。 

   この結果は、ガンの増加現象と携帯電話基地局に近接して住むこと
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の間には、関連性があることを示していると結論できるのである。 

 ウ、次に甲第 138 号証（ドイツ 2004 年 4 月）である。 

   この論文は、ドイツの５名の医師が、連邦放射線防護庁長官の行っ

た「携帯電話放射線によるリスク評価に協力してほしい」という医師

達への呼びかけに答えたものである。 

   1993 年から稼動を始めた携帯電話基地局から 400ｍまでの距離に

住んでいた住民においては、稼動後 5 年を経過した 1999 年から 2004

年の間にガンになった相対リスクは、対照となるナアイラ地区住民と

の比較において 3 倍であった。 

   すなわち、結論として、甲第 137 号証のイスラエルと同様に、ドイ

ツにおいても、携帯電話基地局周辺において、ガン患者の発生率が増

加することが確認されているのである。 

 エ、この２論文については、原判決は判断を示していない。 

 ５、電磁波による電磁波過敏症の発生 

 (1) 原判決の認定 

   原判決は 28 頁において次のとおり認定している。 

  『三好基晴、坂部貢、宮田幹夫らは、電磁波過敏症、すなわち、微弱

な電磁波を短期間曝露しただけで頭痛、めまい等の不定愁訴を訴える

疾病（甲５４）ないし比較的強い電磁波や弱くても長期間にわたって

電磁波を浴びた結果一般の人では許容できる程度の電磁波でも過敏に

生理反応が生じ、多彩な自覚症状を呈する状態（甲６６）が存在する

し、長期間電磁波に曝露することによって様々な障害が生じる疾病で

ある電磁波障害が存在するとの見解を発表し、その疑いある患者が国

内にいるなどとする（甲５３（枝番を含む。）ないし５５、５６、５９

（枝番を含む。）、６４の２・８、６６）。 

    ＴＮＯのレポート（平成１６年）によれば、９００ＭＨｚ及び１８

００ＭＨｚのＧＳＭ及び２１００ＭＨｚのＵＭＴＳ（第３世代移動体
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通信システム）の様な信号波を、ＧＳＭ基地局アンテナによって放射

された電磁界に原因があるとする不特定の健康不満をもった人のグル

ープと、それらの不定愁訴をもたない人のグループに被曝させたとこ

ろ、ＷｅＩＩ Ｂｅｉｎｇ（快適で満足のいく状態）（WHO の健康の

定義、概念である）につき、両グループで、偽被曝とＵＭＴＳに似た

信号波の被曝との間で有意な差異が認められたが、ＧＳＭについては

認められなかった、とされ、被曝の影響はないという無効な仮説は棄

却されねばならない、熱効果の可能性はありそうにないと考えられる、

この研究は再現される必要があり、追跡研究が行われる必要がある、

とされている（甲１３２（枝番を含む。））。』 

 (2) 大分地裁判決の認定 

   大分地裁判決（乙 60）は次のとおり認定している。 

  『マイクロ波が電磁波過敏症を発症させることについて 

    イギリスの市民団体パワーウオッチは、携帯電話のアンテナなど

新しい電磁波発生源への曝露が電磁波過敏症の発症の引き金になる

だろうと警告しており（甲 9）、ホスメック・クリニック院長の三好

基晴は、中継等の周辺は多かれ少なかれ明らかに電磁波に曝露され

ており、今後も長期間にわたって電磁波に曝露され続けるであるか

ら、例え電磁波過敏症の症状が出なくても何らかの悪影響が及ぶ可

能性があるとしている（甲 38）。また、執筆家である足立康子は、

自分自身について複数の電磁波に長期間曝露した結果として電磁波

過敏症になった可能性があるとし（甲 56、85）、北里大学薬学部公

衆衛生学講座教授の坂部貢は、中継所から発せされる電磁波が現住

民及び次世代全てに安全であるとの科学的証明が出来ていないのが

現状であると判断できるとしている（甲第 57）。』 

 (3) 電磁波過敏症に関する知見の到達点 

   電磁波過敏症について次の研究が存している。 
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 ア、坂部貢教授の証言（甲第 196 号証） 

  (ア) 坂部貢教授は、環境毒性、公衆衛生学、臨床環境医学を専門と

し、日本臨床環境医学会副理事長・環境省の外郭機関である独立

行政法人国立環境研究所客員研究員・林野庁の住宅の木材に関連

の環境に関する諮問委員で、環境省の外郭団体の公衆衛生協会の

委託研究総括研究者でもあり、厚生労働省からの要望で電磁波に

よる障害の研究も行っていること、さらに、「北里研究所病院臨

床環境医学センター」（起因性疾患の日本初の専門施設として設

置され、内外から高い評価を得ている）のセンター長を務め、電

磁波過敏症に特化した専門医療機関における７年の診療歴を有

し、外国からも招聘を受けて講演するなど（甲 196：坂部証言 3

項以下）、電磁波過敏症の専門家であり、第一人者である。 

  （イ）坂部証言による電磁波過敏症の知見 

     そのような坂部教授が熊本地裁の別件事件で平成 18 年 10 月

20 日に証言したところによると、臨床的に中継塔（基地局）周

辺で健康障害を訴え受診する住民が現実に存在しているし（甲

196：坂部証言 89 項）、その坂部教授自身も電磁波過敏症患者を

延べ千人単位でみており（同証言 51 項）、客観的評価（ダブルブ

ラインドによる脳血流量の変化など）でも、電磁波過敏症が確認

されているのである（同証言 53～61 項）。 

     専門医の間では了解ある定義として、電磁波過敏症とは急性の

健康影響が生じない、極めて低いレベルの電場・磁場の曝露であ

っても、特定の波長に長期間にわたり繰り返し曝露を受けること

により、多臓器における過敏性を獲得し、曝露を受けるたびに

様々な自覚症状を呈する病態とされている（甲 196：坂部証言

75、76 項）。 

     坂部教授自身、電磁場の影響で精子の形成が非常に悪くなる等
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の報告をしているし（同証言 34 項）、低レベルの電場・磁場の曝

露でも電磁波過敏症を発症するリスクがあり（同証言 78 項）、閾

値がないと考えられており（同証言 79 項）、総身体負荷量という

ことで考えれば、電磁波過敏症は長期間の曝露を受けているとよ

り発症リスクは高くなるものと考えられている（同証言 83 項）。 

     しかも、電磁波過敏症の発症機序も、一つは細胞からのカルシ

ウムの流出により、カルシウムの関係する細胞の伝達機構に影響

が及んでいること、もう一つが末梢神経の端末が磁場・電場の影

響で刺激が脊髄や中枢に伝えられ反射を起こし、反射を起こした

先の神経の端末から様々な物質を出すことによる神経原性炎症

となっていること、という因果論も分かってきつつある（同証言

85、86 項）。 

       また、低レベルの電場・磁場の曝露であっても、電磁波過敏症

を発症するリスクがあり（同証言 78 項）、いわゆる閾値が存在し

ないことが、基本的な毒性学の考え方からもいえるのであり（同

証言 79 項）、「閾値がないということは影響を受ける人が出てく

る可能性が極めて高い」（同証言 80 項）のである。 

       携帯電話基地局からの電波によって健康被害が生じるという

ことは、電磁波過敏症の専門家が考えて、できる範囲のところで

は、ある程度評価できている、証明されていないということはな

い、患者が現に確かに存在している、完全証明とは言わないかも

しれないが、危険性は確かにある、と証言している（同証言 186

～191 項）。 

       電磁場の影響という線の中では、電磁波過敏症も脳腫瘍や癌な

ども関連性がある、生体の反応の仕方が人によって違うだけで延

長線上にあるものだが（同証言 90 項）、発癌性に関してはリバー

シブルではなく（同証言 91 項）、結果も重大なのである。 
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  （ウ）坂部証人の WHO ファクトシートの理解 

この点、WHO のファクトシート№296 が被告から証拠提出さ

れているが、しかし、その日本語訳者も不明で、科学的根拠に疑

問のあることを、しかも誤解を招く表現で書かれている等問題が

多く、そのポリティカルな文書となっているといわざるを得ない

が、坂部教授によっても、WHO が電磁波過敏症の存在を認めて

いる、という理解に揺るぎはない（甲 58：坂部証言 87 項）。 

何といっても、WHO の長官で前ノルウェー首相も電磁波過敏

症であったという。 

なお、ちなみにこのＷＨＯファクトシートが電磁波過敏症患者

の存在自体は認めていると評価できるのは次の部分である。 

すなわち、『「結論」の最初に書かれている「電磁波過敏症（Ｅ

ＨＳ）は、多様な非特異的症状として特徴づけられ、症状は人に

よって異なっています。症状は確かに存在していますが、その重

症度は非常に広い幅があり、どのような症状を引き起こすにせよ、

影響を受ける人にとって、電磁波過敏症（ＥＨＳ）は、日常生活

に支障をきたす可能性のある問題です。」と書かれた部分であ

る。』 

そこで、新聞報道としても次の指摘が行われている。 

『世界保健機構（ＷＨＯ）は今月１月、電磁波にさらされ皮膚

の痛みなどの症状が出る「電磁波過敏症」（ＥＨＳ）に関する文

書「ファクトシート」で、「科学的証拠は現時点でない」としな

がら、ＥＨＳの存在自体は認定した。』（毎日新聞２００６年６月

４日付） 

 今後も電磁波過敏症を認める国が増加することが明らかであ

る。 

  （エ）アレルギー分野の知見とも整合、木俣論文 
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また、アレルギーの専門の木俣肇は学術誌で、携帯電話のマイ

クロ波放射線で、アトピー性湿疹／皮膚炎患者（AEDS）はﾋｮｳﾀﾞ

ﾆやｽｷﾞ花粉による皮膚の腫れ反応が増えること、マイクロ波放射

線は、ADES 患者のｻﾌﾞｽﾀﾝｽ P と血管作用性腸ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞのリン

パ漿濃度も増やすこと、これらの結果は、携帯電話のマイクロ波

放射線が SPと VIP放出に関わるｱﾚﾙｷﾞｰ誘発性腫反応を増やすか

もしれないことを示していること、マイクロ波放射線に被曝した

ものは、ｱﾝﾚﾙｹﾞﾝ特異的 IgE 産生が有意に増加し、この増加はア

レルギーのある AEDS 患者のアレルゲンに対して選択的である

こと、マイクロ波放射線への被曝はﾗﾃｯｸｽ特異的 IgE 産生を増や

すことを報告した。 

これらの報告は、電磁波過敏症の存在と親和的、整合的なもの

であり、電磁波過敏症の存在を補強するものというべきである。 

  （オ）小括 

以上のように、電磁波過敏症の患者を多数診断してきた坂部証

人は WHO のファクトシートがあるけれども、電磁波過敏症は臨

床現場ではその存在が認められ、客観的評価もなされうるもので

あり、政府機関（厚生労働省）の委託で研究もされているもので

あり、アレルギー分野の科学的知見とも合致しているものであっ

て、また、低レベルの電場・磁場の曝露でも電磁波過敏症を発症

するリスクがあり、閾値がないと考えられることは、レフレック

ス報告の知見とも合致しているのである。以上の坂部証人の証言

は、電磁波過敏症の患者を多数診断してきた実績によって充分に

根拠付けられており、その科学的信頼性は極めて高いと評価でき

る。野島証人などの実証的研究成果の裏づけがない証言と比較し

てはるかに措信できることが自明である。 

 イ、石川哲などの報告例（甲第 158 号証） 
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  (ア ) 石川哲などは、電磁波過敏症が初発症状と考えられた症例につ

いて研究し、その紹介を行った（甲第 158 号証）。結論として次の

とおり指摘している。 

『電磁波過敏症症例はこれから一般医師も日常診療で遭遇する機

会が増えることであろう。今回紹介した例は北里研究所病院臨床環

境センターを受診したほんの一部の患者に過ぎない。われわれも、

過去１０年以上に亘り受診患者の殆どの訴えを無視した。しかし、

世界的な傾向とくに北欧ではもはや無視できない状態になってき

ている。神経・血液腫瘍の問題、自律神経失調の問題、特に疼痛を

中心にした問題などが重要である。携帯電話を人口の約半数以上が

所持する時代になりつつある日本で電磁波の障害はないと言い切

るデータは我々医学者及び工学者は持っていない。今後謙虚にこれ

らの問題を直視し、病因解明、診断、治療に立ち向かう必要がある。』 

    まさにこの電磁波過敏症を訴える患者を最も身近に数多く診察

してきた石川哲らの医師達がいうとおり「電磁波の障害はないと言

い切るデータは我々医学者及び工学者は持っていない」というのが

科学的に正しい認識なのである。 

    しかも、現実に被害を訴える多数の患者が存在している。被控訴

人や総務省が主張する電磁波と電磁波過敏症の因果関係を頭から

認めようとしない見解は、「謙虚さ」を欠き、「問題を直視しない非

科学的意見」の表明（まさに勝手な「見解」）にすぎないことが自

明なのである。 

ウ、ハンべルグ、オバーフェルド論文（2006 年甲第 144 号証） 

  この論文は、1985 年から 2004 年にかけて世界各国で発表された

電磁波過敏症患者の報告例を検討している。 

  次のように指摘している。 

    『スウェーデンでは、電磁波過敏症は身体障害として認知されてい
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るが、病気の診断に関する論争がまだ続いている。』 

  『電磁は過敏症の報告された症例数は、最初に報告された 1991 年

以来、一様に増加している。ここに示されたデータは推定値ではあ

るが、異なった質問群を用いた大きなサンプル数の研究に基づいて

いる。統計的データが、電磁波過敏症の部分母集団を示すのか、総

人口が危機にさらされているのかを確定するために、私たちは過去

に報告された有病率の推定値の全体を正規分布に示した（表.1 と図

2）。』 

  『電磁波過敏症が近い将来にもっと拡大する可能性を示している。

推定された傾向は、総人口の 50％が 2017 年までに電磁波過敏症に

なると予想されることを示している。 

   ここに示されたデータは、オーストリア、ドイツ、イギリス、ア

イルランド、スウェーデン、スイス、アメリカから集められた。』 

   この指摘どおり、電磁波過敏症が増え続けているという事実が、世

界各国において現実に確認されている事実は、けっして無視されては

ならないことが明らかである。 

エ、バイオイニシエイティブ報告（甲第 159 号証の 1、2） 

 (ア) 国際的な研究者の団体である「バイオイニシエイティブ・ワーキ

ング・グループ」は 2007 年 8 月に、2000 件以上の電磁波に関す

る論文を精査した結果を公表した。 

  同報告は、アメリカ、ヨーロッパの 14 人の科学者、公衆衛生と

公衆政策の専門家によって、「電磁放射線に関する生物学に基づい

た被曝基準に関する論理的証拠」を明らかにするためになされた研

究結果であり、12 人の外部の評者による査読を受けている（甲 159

の 2、4 頁）。 

 (イ) 同報告では、2，000 を超える研究報告、論文が 16 のセクショ

ンに分けて検討されている。 
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 (ウ ) 同報告によれば、現行のマイクロ波の公衆安全値は不十分であ

るとされ、「私たちに影響を与えない被曝の下限はないかもしれな

い」「ELF への被曝が小児白血病を引き起こすという小さな疑いが

ある」「携帯電話を 10 年以上使っている人は、悪性脳腫瘍や聴神経

腫の発生率が高い、携帯電話を主に頭の同じ側で使っていると一層

悪い」「長期間のマイクロ波被曝がアルツハイマー病のリスク要因

だという強い証拠がある」「脳と神経系の反応の変化は、特定の被

曝に非常に大きく依存する。大半の研究は短期被曝の影響しか見て

いないので、長期的被曝の結果はわかっていない」等とその検討結

果を明らかにしている。 

 (エ) そのうえで、レフレックス研究について、「DNA の実験で正常

な生物学的機能の多数の変化を証明した。これらの結果で重要なの

は、遺伝子や DNA でこれらの変化が起きた時、人間の健康リスク

が発生するかどうかという疑問に直接結びつくことだ。この大規模

な研究努力は、１ダース以上の異なった研究結果から電磁場影響に

関する情報を生み出した」と高く評価し、特に重要な見解として、

以下の点を紹介している。 

① 「電磁場被曝の後で、遺伝子毒性影響と無数の遺伝子とたんぱ

く質の発現が変わることは、全く疑いなく証明できる」 

② 「RF 電磁場は、ラットの繊維芽細胞、HL-bo 細胞、顆粒膜細

胞、マウスの ES 細胞から誘発された神経前駆細胞で遺伝子毒性

を作った」 

③ 「細胞は、頻繁に小核と DNA の単鎖または二重鎖破壊を有意

に増やす SAR 値 0．3～2ｗ／ｋｇのＲＦ被曝に反応した」 

④ 「RF 電磁場被曝に伴う HL-60 細胞でのフリーラジカルの細胞

間世代の増加は、はっきりと証明されるだろう」 

⑤ 「誘発された DNA 損傷は、（マイクロ波の）熱効果に基づい
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ておらず、ELF 電磁波被曝の環境安全限度値について考慮する

よう促す」 

    ⑥ 「影響は、高齢者のドナーの細胞でより明らかに際立った。そ

れは、DNA 鎖破壊を引き起こす ELF 電磁場による DNA 修復有

効性が高齢なほど減ることを示す」 

(オ ) こうした検討結果を踏まえて、バイオイニシェイティブ報告で

は、結論として、「ELF と RF 被曝はどちらも、現在の安全限界値

よりも低い被曝レベルを含む一定の被曝状況下で、遺伝子毒性

（DNA を傷つける）がある、と考えることができる」と述べてい

る（甲 159 の 2・18 頁）。 

(カ) 同報告書（甲 159 の 1、2）によれば「（ICNIRP ガイドライン

に基づく）現在の公衆衛生基準は、生体が被曝する際の唯一の心

配は、組織の加熱作用だという仮定に基づいている」と指摘し、

「過去数十年間、加熱作用が全く発生しないはるかに弱いレベル

の電磁波被曝で、生物影響や何らかの有害な健康被害が起きると

いう論理的な疑いを考えずに限度値は設定されてきた」と批判し

たうえで、「加熱作用が不可能な現在の限度値の数十万分の一で、

健康へのいくつか影響が発生することが示された」（甲 159 の 2・

7 頁）。 

「既にある主要な証拠の主要な部分は、生体影響と健康影響が申

し分なく低いレベルでも発生し、発生することが可能だと示唆し

ている。影響が起きるレベルは、限度値の数千分の一以下だと結

論づけている」（（甲 159 の 2・16 頁） 

（キ）こうした動向、特に「バイオイニシエイティブ」報告（甲 159）

を重視した EU 議会は、2008 年 9 月 19 日、「一般人のために設

定された電磁場の被曝限度値は時代遅れ」であると述べ、既にい

くつかのヨーロッパ諸国が被曝基準を引き下げたことに留意し
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て、基準値を改正することを勧告している。 

（ク）大分地裁判決は、この報告について次のとおり認定している。 

  『2007 年 8 月に発表されたバイオイニシェイティブ報告は、電磁

波（ＥＬＦとＲＦ）による被曝は、ともに現在の安全限度値より

も低い被爆レベルを含む一定の被曝状況下で、遺伝子毒性がある

と考えることができるとした（甲 159 の 1、2）。』 

    しかし、この認定は、本報告が電磁波被害の問題点につき広範

囲の指摘を行っている重大さを正しく認識したものとは到底評価

できない。大分地裁判決はこの報告の重大さ、深刻さを軽視した

一部のみに限定した認定をしているにすぎないのである。 

    後に詳しく触れるが、フランスにおいて基地撤去を命じた控訴

審判決において、この報告の重大さを極めて重視したことが明ら

かであり、大分地裁の判断の誤りが明白である。 

オ、小括  

     以上の検討のとおり、電磁波による電磁波過敏症の健康被害を発症

した患者が存在していることは疑いのない事実であり、しかもその電

磁波の強度は基準値と比較してはるかに軽微なもので発症すること

もまたすでに知見として確立していると評価できるのである。 

 ６、携帯電話使用による健康被害 

 (1) 脳腫瘍、神経膠腫 

 ア、荻野意見書の整理（ハーデル論文インターフォン計画、カロリンス

カ研究所報告） 

 (ア) 甲第 51 号証及び荻野意見書（甲第 127 号証）添付資料 36 において、

携帯電話使用によるガン発生の研究論文の一覧表が示されている。2001

年以降の論文がそのほとんどであり、総務省の基準値の判断にはほとんど

検討されていないことが明らかである。 

  この添付資料 36 のとおり、スウェーデンのハーデル博士の論文が次々と
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発表されている。脳腫瘍が増加しており、長期間の使用ほど増加率が高く

なる傾向を示している。 

  なお、ハーデル論文の最新は２００９年に発表されており（甲第 216 号証

の 1）、従来の研究成果と一致した結論が示されている。すなわち、ハーデ

ルの結論は、正しいことが証明されているのである。 

(イ) ＷＨＯのインターフォン計画及びカロリンスカ研究所の報告について、荻

野意見書は次のとおり指摘している。 

     世界保健機関（ＷＨＯ）は 1996 年から、電磁波に関する「環境健康基準

（ＥＨＣ）」の作成作業を行っており、携帯電話使用者の発ガンに関する疫

学研究をも実施中である。国際ガン研究機関（ＩＡＲＣ）の指導の元に、日

本を含む世界 13 ヶ国が参加する「インターフォン計画」であるが、その結果

が 2004 年から発表され始めた。まず最初に関心が持たれた腫瘍は「聴神

経腫」である。聴神経という特定の場所に発生すること、携帯電話に最も近

づく部位であることなどの理由からである。その直後にスウェーデンのレェ

ーン論文（2004 年）がカロリンスカ研究所から発表され（甲第 101 号証）。

全体としての増加は 1.0 倍だが、10 年以上の使用者に限ると、いつも片方

で使用している人では、聴神経腫瘍が 3.9 倍にも有意に増加しているとい

う結果であった。2002 年のハーデル論文を完全に支持したのである。この

ニュースは世界中に大きく広がったが、日本では「テーミス：Themis（2004

年 12 月号）」が紹介しただけであった（「添付資料№37」）。欧米では大新

聞のみならず、テレビでも大きく報道されたが、何故か日本のメディアは無

視してしまっている。 

     このカロリンスカ研究所は、ノーベル賞受賞者を選考することで有名であ

り、その研究報告の信頼性は高く評価されている。 

（ウ） さらに、カロリンスカ研究所が実施していた他の脳腫瘍（神経膠腫と髄膜

腫）に関する研究が、2005 年になって発表された。10 年以上にわたり普通

に使用してきた場合で、神経膠腫が 1.8 倍、髄膜腫が 1.4 倍に増加してい
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るが、統計的には有意ではない。やはり、10 年以上の使用者数が少ない

ためなのだが、今後、どのような結果が得られるかに関心が寄せられている。

なぜなら、1.8 倍を示した神経膠腫は脳腫瘍の内の 4 倍程度もある最も多

い腫瘍だからである。これらの研究はいずれも古いタイプのアナログ型携帯

電話の場合の研究なのが残念である。最新のデジタル型携帯電話では長

期間の使用者が極めて少ないためにまだ研究対象にはできないのだそう

である。更に、2005 年になって新しいハーデル論文が発表されてきた（「添

付資料№38」）。農村と都市に住む人たちの脳腫瘍が 3.2 倍もの増加を示

している。 

（エ） 2005 年 9 月になって、「インターフォン計画」の一部でもある、

聴神経腫に関する新しい論文が発表された。スウェーデンのレェー

ン論文が、10 年以上の携帯電話使用で「聴神経腫瘍が増加する」と

発表したことを受けて、北欧 4 ヶ国と英国との合計 5 ヶ国の 6 件（英

国が 2 件）の疫学研究をまとめた研究である。その論文の要約（ア

ブストラクト）を、「添付資料№39」としたが、「10 年以上の携帯電

話使用で、聴神経腫が 1.8 倍（95％は、1.1～3.1）に増加する」と

いう有意な増加率を示している。その論文の結論に「10 年間までは

聴神経腫の実質的なリスクはないことを、この研究を示唆している」

と書かれていることのみを取り上げて、欧米では「安全性が示され

た」との報道があったらしいが、そうではない。「長期間にわたって

使用したり長い年数が経過してからのリスクの増加を否定できな

い」のである。聴神経腫は良性の腫瘍ではあるが、発病するまでの

期間が長い腫瘍なのである。携帯電話に夢中な若者の今後が心配に

なる。 

   なお、インターフョン計画の論文よりもハーデル論文の方がすぐ

れていることを、モルガン論文は主張している（甲第 217 号証の 1、

甲第 229 号証添付資料５）。 
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（オ） 原判決は、荻野意見書が指摘したこれらの論文報告について次のとお

り認定している。 

   『ハーデルら（平成１５年）によれば、脳腫瘍と携帯電話・コードレス電話の

使用との関係を調査したところ、アナログ携帯電話の使用者全体でリスク

の増加があったが、デジタル電話やコードレス電話で全体に有意なリスク

増加はなかった、片方側で使用している人のリスクはすべてのタイプの電

話で調べても星状細胞腫が明白に増加していた、電話がかかってきたと

きに使用する脳の同じ側になるこめかみの部位に位置した腫瘍で増加し

ていてアナログ型携帯電話では有意に高かった、などとされている（甲８９

の１）。 

    また、カロリンスカ研究所所属のレェーンら（平成１６年）によれば、携帯電

話の使用と聴神経腫瘍の関係について、１０年以上使用された唯一の機種

であるアナログ機を使用した場合のリスク上昇の兆候が見られたが、デジタ

ル機の結果はリスクなしであったとし、調査の結論として、短い潜伏期間後、

短期間の携帯電話使用に関わる聴神経腫瘍のリスクの増大は示していな

いが、調査のデータは、少なくとも１０年間携帯電話を使用した場合、聴神

経腫瘍のリスクが上昇することを示している、とされている（甲１０１の１、１２

９）。』（原判決 26 頁） 

   また、大分地裁判決も次のとおり認定している。 

   『ハーデルらの調査結果（2003 年）によると、脳腫瘍と携帯電話使用との関

連について、脳腫瘍の解剖所見とマイクロ波の被曝とを考慮すると、

リスクは電話がかかってきた時に使用する脳の同じ側にあるこめか

みの部位に位置した腫瘍で増加していて、アナログ型携帯電話では有

意に高いとされている（甲１６の１、２）。また、カロリンスカ研究

所による携帯電話使用と聴神経腫瘍のリスクに関する研究結果（２０

０４年）によると、少なくとも１０年間アナログ型携帯電話を使用し

た場合、聴神経腫瘍のリスクが上昇することを示しているとされてい
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る（甲１７の１、２、甲２２）。その他にも、携帯電話使用による脳

腫瘍などの健康被害については、レーナード事件（米国、１９９２年）、

（ハーデル論文（スウェーデン、１９９９年）、スチュワート報告（英

国、２０００年５月）等において報告されている（甲４））。』（乙 60、

16 頁） 

 イ、携帯電話使用によるその他の症状 

 （ア）症状の一覧（こんなにあった非熱効果の影響） 

    甲第 49 号証として、そのもたらす症状について、眼、耳、臭い、

循環系、腫瘍、自律神経、突然変異など生殖異常、内分泌系、筋肉、

皮膚について、もたらされる健康被害がまとめられている。この症

状の研究報告が行われている。 

 （イ）脳への影響 

    頭痛については疫学研究で認められていると評価される。 

   ①まずスウェーデン、ノルウェー合同研究報告が存する（1998 年

甲第 44 号証） 

    いずれも明白な増加を示している。 

   ②トルコ「バリッキ論文」（2005 年甲第 127 号証添付資料№41） 

    頭痛、強い興奮状態、注意欠如の増加、物忘れ、反射力の低下、

耳鳴りの原因になる可能性の統計上の証拠が見出された。 

   ③ストレイヤー論文（2004 年甲第 127 号証添付資料№42）  

２００４年のストライヤー論文では、携帯電話を使用中のドライバーの反

応時間が大幅に遅れることを示している。携帯電話を使用中の若者は７０

才の老人と同じ反応時間になることが実験で判明した。（「甲 127 添付資

料 No.４２」）。２００２年頃は、携帯電話を使用中の運転も許されていたが、

２００４年からは完全に禁止されるようになった。事故が多発しているからで

ある。しかし、携帯電話をかけ終わった後であっても、１５分間以内での衝

突事故の増加率は２倍にもなっているとの疫学研究もある（「甲第１２５号
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証」１２３ページ）。携帯電話を使用したことによって、脳の判断力が元に

戻るまでには時間が必要だということである。自然界にあるシューマン共

振・電磁波と脳波との関係から考えても、脳と電磁波、それも変調された

電磁波との関係は深く関連していることは間違いないと思われる。チェリ

ー博士の「意見書」（「甲第１２５号証」５～１２ページ）には、更に詳しくシ

ューマン共振問題が展開されている。 

   ④ザルツブルグの研究（甲第 127 号証添付資料№43） 

高周波の被曝で「人間の脳波が影響を受ける」という研究は以前

からあったが、最近になって、実際に携帯電話基地局周辺での実験

が２００５年春に行われたことが報じられている（「甲 127 添付資

料 No.４３」）。ザルツブルク州の支援で行われた研究で、基地局か

ら７０ｍの地点で、１２人の「電磁波過敏症」と思われる人に対し

て行われ、脳波の異常が観測されただけではなく、頭痛などの症候

群もあった。測定された電力密度は０．００２６μW/cm2 程度であ

るから、「屋外で ０．００１μW/cm2 の規制値」を勧告しているザ

ルツブルクの考えの方が正しいということである。 

   ⑤子供の脳への影響 スチュワート報告（甲 87） 

 子供の脳への懸念から、「子供には携帯電話を使わすべきではな

い」との否定的報告も増えてきている。その例の一つが、２００５

年１月に発表された、英国・放射線防護局（NRPB)）から発表され

た報告書である。それを報じた新聞記事が「甲 127 添付資料 No.５

０」である。２０００年に発表された「スチュワート報告」（甲第

８７号証）の際の「独立専門家グループ：ＩＥＧＭＰ」の委員長だ

ったスチュワート教授が、今度は英国放射線防護委員会（ＮＲＰＢ）

の委員長として、この「報告書」を発表したのである。新聞記事に

紹介されている「子供の携帯電話の禁止」は、委員長談話としての

声明の中にあるのだが、英国の正式な機関でも、電磁波に対して厳
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しい目を向け始めたということが出来る。現在、英国では携帯電話

基地局周辺の発ガンの疫学研究や、「電磁波過敏症」の研究などが

進められている。 

     「子供の携帯電話使用の警告」は、アイスランドやドイツやオー

ストリアなどの医者グループも声明を出している。その中から、２

００５年８月に発表された、オーストリア・ウィーン医師連合の声

明文を「甲 127 添付資料 No.５１」として紹介している。子供の過

度の携帯電話使用に危機感を持っていることが良くわかる。声明文

中にある「ガイドライン」は、何も子供のためだけではない。私た

ち大人の為なのである。 

 （ウ）アトピーの悪化 木俣論文（甲第 127 号証添付資料№42） 

 また、携帯電話の電磁波は、アトピーを悪化させるという木俣論

文も２００２年、２００３年に発表されている。欧米では大変話題

になったが、この日本では全く知られていない。このような現象は、

証人でもあったホスメック・クリニック院長の三好基晴・医師が「ア

トピー性皮膚炎は怖くない」（甲第５６号証）でも指摘されている

のが、木俣博士はそれを疫学的に明らかにされたということが出来

る。野島証人は、その木俣論文を批判しているし（「野島証言①」

３１～３２ページ）、「乙第３０号証」２～３ページでも批判してい

る。「乙３０号証」３ページでは、 

    「アトピー性皮膚炎が悪化するのであれば、通常の携帯電話利用

における影響は極めて大きくなると予想されるが、そのような報告

例はない」 

「暴露実験時よりも緊張感が低かったことが考えられ、これが患

者の反応に影響を及ぼした可能性がある」 

    「研究者の行動に何らかの変化が生じ、これが患者の反応に影響

を及ぼした可能性がある」 
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などと、想像力をたくましくして批判している。しかし、木俣論文

のような研究は世界でも最初の研究例であり、「そのような報告例

のない」のは当然である。それだからこそ、外国からの取材まで木

俣博士は受けた。アトピーやアレルギーの患者が急増加しているこ

とは、いまや有名な事実であり、携帯電話の電磁波がストレス原因

として考えられ得ることを、木俣論文は示している。また、木俣論

文は２００３年にも発表されており（「甲 127 添付資料 No.４４」）、

それによると、アトピー湿疹の場合と異なり、アレルギー鼻炎患者

では携帯電話電磁波の影響は見られない。このような研究は、ＮＴ

Ｔのような大会社であれば、簡単に調べることが出来るはずであり、

ぜひ実施すべきである。 

 （エ）なお、原判決は次のとおり認定している。 

    木俣肇（平成１４年、平成１５年）によれば、音のない状態で６

０分間携帯電話を通話状態にしたまま被験者の首から吊した実験

で、携帯電話のマイクロ波放射線で、アトピー性湿疹／皮膚炎患者

（ＡＥＤＳ）はヒョウヒダニやスギ花粉による皮膚の腫れ反応が増

えるが、ヒスタミンによって誘導される皮膚の腫れは影響を受けな

い、マイクロ波放射線はＡＥＤＳ患者のサブスタンスＰ（ＳＰ）と

血管作用性腸ポリペプチド（ＶＩＰ）のリンパ漿濃度も増やす、な

どの結果が得られ、これらの結果は、携帯電話のマイクロ波放射線

が、ＳＰとＶＩＰ放出にかかわるアレルギー誘発性腫反応を増やす

かもしれないことを示しているとされ（以上甲１３４の１）、また、

携帯電話のマイクロ波放射線がアレルゲンの特異的ＩｇＥ産生を

増やすとされる（甲１３４の２）。 

（オ）さらに、大分地裁は次のとおり認定している。 

    マイクロ波がアトピー性皮膚炎等を悪化させることについて 

   ユニチカ中央病院アレルギー科の木俣肇の実験結果によると、携帯
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電話のマイクロ波放射線がアレルギー誘発性の腫れ反応を増やす

かもしれないことが暗示され（甲４５の１、２）、また、携帯電話

のマイクロ波放射線がアレルゲンの特異的ＩｇＥ産生を増やすこ

とが示された（甲４６の１，２）。 

    もっとも、前者については正確なメカニズムは現在研究されてい

るところであるとされている（甲４５の１の３枚目）。 

 ７、テレビ、ラジオの電波塔周辺の健康被害 

（1） 被害は現実に発生している 

     被控訴人は、もし電磁波による被害が住民に発生するのであれば、それ

はより強力な電磁波を発生させている、ラジオ・テレビ電波塔で起こっている

はずなのに、現実にはその被害は生じていない、と主張する。 

     しかし、現実はそうではない。当然に住民被害は発生しているのである。

以下に検討する。なお、当然のことであるが、これらの電波塔周辺の被害は、

より長期的に電磁波をあび続けた結果を示しているのであって、携帯電話

基地局周辺においても今後電磁波曝露の長期化に伴い同様の被害が発

生することを裏付ける根拠となるのである。原判決はこの主張に対し、判断

を示していないので再論する。 

（2） 放送タワー周辺の発生ガン研究 

放送塔周辺の研究は、その発ガン性について集中している。荻野証人は、

2002 年時点までの発ガンを立証した研究報告の一覧表を甲第 40 号証で

示している。すなわちホッキング・シドニー論文（1996 年 2000 年の 2 件小児

白血病リンパ性）、ドルク論文（1997 年英国サットマン、大人白血病、リンパ

性）、アンダーソン論文（1996 年ホノルル、小児白血病）、マスカリネック論文

（1994 年ホノルル、小児白血病、家族のガン）、セルビン論文（1992 年ホノ

ルル、小児白血病）、保険所の調査報告（1998 年バチカン、小児白血病）、

ミケロッチ論文（2002 年バチカン、小児白血病）である。なお、この「2001 年

韓国小児白血病」と記述されているのは、後に 2004 年に発生されたキュン



  58/143 

パク論文である。以下において、これらの論文及び追加発表された論文に

ついて検討する。 

（3） ホッキング論文（1996 年 2000 年） 

ア、 ホッキング論文の概要については、甲第 105 号証 273 頁に紹介されて

いる。すなわち次のとおりである。 

「 ホッキングら（1996）は、オーストラリアの 9 つの町で、1972～1990 年のガ

ンの発症率と死亡率を調査した。これらの町のうち３つの町はテレビの送信

アンテナに囲まれ、６つの町は送信施設から離れている。研究者達は、ノー

スシドニーにあるこの３つの送信施設の、1956 年以降の送信強度記録も調

べた。送信タワー近くの無線周波数の電力密度は、8.0μW/㎠だが、タワー

から四キロメートル離れると 0.2μW/㎠に、12 キロメートルの地点で 0.02μ

W/㎠に減衰する。白血病の発症リスクは 1.24 倍（95％信頼区間 1.09～

1.40）、小児白血病は 1.58 倍（95％信頼区間 1.07～2.34）、死亡リスクは

2.32 倍（95％信頼区間 1.35～4.01）だった。もっとも一般的な白血病のタイ

プである小児リンパ性白血病のリスクは、1.55 倍（95％信頼区間 1.00～

2.41）、死亡リスクは 2.74（95％信頼区間 1.42～5.27）だった。脳腫瘍の罹

患率と死亡率は、全人口の半分以下だった。テレビ送信タワーの近くに住

むことと、白血病発症率・死亡率の間には関連性がある、を彼らは発表した。

後にこの結果に間違いがあることが指摘されたが、適切な研究素材を得る

のは不可能だ。そのため、この研究結果の正否が明らかになるまでの間は、

疑われながらも引用されている（訳注・ホッキング博士らは、2000 年に再調

査した論文を発表している。それらによると、被曝の一番高いレイン・コープ

郡の増加率は、3.3 倍《95％信頼区間 1.9～5.7》になっている。」 

イ、 野島証人はこのホッキング論文について、上記の甲第 105 号証紹介文

中にも指摘されているとおり、誤りがあることをマッケンジ論文の指摘に基づ

いて批判している。（野島証人調書 1 回目 26 頁 105 項ないし 107 項）。もち

ろん、ホッキング自身 2000 年論文でさらに反論している。野島証人はこの
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2000 年論文反論には根拠が示されていない、と批判する。 

   しかし、このホッキング 1996 年論文が誤りだとしたマッケンジー論文に対し、

ホッキングの反論が正しいことの適切な反論の証拠を示したのが、チェリー

博士意見書（甲第 125 号証 55、56 頁）である（荻野意見書甲第 127 号証

23 頁添付資料 32 である）。 

     すなわち、マッケンジーらは、ノースシドニーとウイラビの両市で急性リンパ

球白血病が増加していることに対する危険因子は社会経済状態だと指摘し

た。 

     さらに、対象地域の自治体の平均曝露の状態を捉えるために、数多くの

曝露量の計算を行った。しかし、マッケンジーらには、ノースシドニーを含む

周辺地域での複雑な垂直と水平の放射線分布形についての認識はなかっ

たのである。 

    そこで、現実的な曝露値を調査すると、疫学の用量作用の関係がより明確

になったのである。チェリーは「曝露値を調整したことはホッキングらの理論を

より強めたのです」と評価している。 

     荻野意見書（甲第 127 号証 23 頁）は、このチェリー意見書の指摘を紹介

して、「野島証人は、ホッキング論文を批判したマッケンジー論文を根拠にし

て一方的にホッキング論文を間違っているとされているのですが、両者の主

張を丁寧に検討されたのではないようです」と指摘している。 

    野島証人は、「科学者として」正しくホッキング論文を批判し間違っている、

と断定するためには、このチェリー博士の指摘もまた誤りであることを、根拠を

もって反論すべきなのである。荻野意見書が指摘したように、野島証人がチ

ェリー博士の指摘も考慮に入れたうえで、マッケンジーの批判とホッキングの

反論の正しさを「丁寧」に検討したとは到底考えられないのである。野島証人

の「ホッキングの反論は根拠が示されていない」という批判は、逆に野島証人

のその批判こそが根拠がない（自らの不勉強である）ということの証明なので

ある。 
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（4） ドルク論文（1997 年） 

ア、 ドルク論文の概要については、甲第 105 号証 272 頁に次のように紹介さ

れている。 

「 イギリスのサットン・コールドフィールドのテレビアンテナと、同国中西部にあ

るＦＭ（周波数変調）ラジオアンテナ周辺に、白血病とリンパ腫の「ガン多発遅

滞」があるという報告書が発表された。ドルクら（1997）は、1974～1986 年にか

けて記録された 12 種類のガンの死亡記録調査に注目した。その死亡記録に

は、アンテナから半径 2 キロメートルの住人を中心に、アンテナから離れて暮

らす住民 10 人や、半径 2 キロメートル以内でランダムに選ばれた住民も含ま

れている。半径 2 キロメートル以内で白血病になるリスクは 1.83 倍（95％信頼

区間 1.22～2.74）で、アンテナから離れるほどリスクは減少した（ρ 値＝

0.001）。この発見は、1974～1980 年間や 1981～1986 年間の記録と一致した

が、それ以前に報告されていたガン多発地帯とはおそらく一致しないだろう。

サットン・コールドフィールドの白血病リスクは以上に高い。皮膚ガンや膀胱ガ

ンのリスク、そして説明のつかない社会的、経済的混乱も、アンテナから離れ

るほど明らかに急減した。なお、この多発地帯の研究からは、電磁波以外の

要因を発見することは出来なかった。」 

イ、 この論文に対し、野島証人は、第 1 にドルクらは 2 つの地区の研究である

が、この 2 つの結果が一致しないこと、第 2 に電波の曝露量との関連が明確

ではないこと、第 3 に交絡因子が排除できていないことの 3 点を誤っている、

と否定している。 

ウ、 しかしこの野島証人の否定の理由が誤っており、ドルクの研究が正しい結

論を示していることをチェリー意見書（甲第 125 号証 107 頁から 109 頁）が明

解に解明しているのである。すなわち、ドルクが報告した 2 例の発ガン率の相

異は、放送タワーからの電磁波の強度パターンに対応しているのであって、

相異があることが逆に正しい結果であることの証明になっているのである。チ

ェリー意見書は、ガンの発生パターンに違いがある事実を指摘した上で「研
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究上のこれらの原則と手法を理解していないと間違った結論を導き出すこと

になります」とのベドルク論文を批判する研究者の方が誤っていることを厳しく

指摘しているのである。さらに重要なことは、チェリー意見書は、このガンの発

生パターンの違いと電磁波強度との関連の証明によって、「病気の発生率が

これらのパターンに従うときには、他の要因は全て排除することができ、全て

の他の交絡因子を取り除くことができます」と明確に指摘していることである。

野島証人はこのチェリー意見書の正当な科学的根拠を示した上で行われた

厳しい批判に正面から答えることすらしない。おそらくこのような論文の存在す

ら調べることなく、丁寧に検討することもなく、一方的に口先だけの批判を（チ

ェリーによってその批判が誤りであることを科学的根拠をもって明らかにされ

ているにもかかわらず）何の反省もなしに行っているのである。野島証人が

「科学者としての良心」に従って意見を述べるのであれば、「自分の見解」（法

廷での証言及び意見書）が正しいと言うためには、このチェリー意見書の見

解が科学的に誤っていることを、根拠をもって示されなければならないのであ

る。しかし、野島証人はこのようなことを考えることすらしないのである。野島証

人のドルク論文否定のしかたがいかに粗雑であり、乱暴であるか、自明である。

まったく同様にこのドルク論文に関するゴールド・スミス論文についても、野島

証人は極めて安易に否定している（野島証人調書 1 回目 109、110 項）。しか

しこの否定はまったく根拠の無いものであることを荻野意見書（甲第 127 号証

23 頁）において厳しく指摘している。 

（5） バチカン放送事件（2000 年） 

ア、 ローマ法王庁が「ローマ法王の神の声」を世界中に放送しているバチカ

ン放送の電磁波により、「小児白血病が 2～6 倍に増加している可能性があ

る」としてイタリア政府の環境大臣がバチカンに対し放送中止及び放送塔の

移転を命令した事件である（甲第 24 号証 14 頁） 

イ、 2002 年にはバチカン放送周辺を調査したミケロッチ論文が発表され、6 キ

ロ以内での小児白血病の増加率は 2.2 倍で統計的に有意になっている。こ
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の発病のパターンはチェリー博士が示したＢパターンを示しており、「予測をう

らずけている」とチェリーは評価している（甲第 125 号証 116、117 頁）。 

ウ、 さらに 2005 年、ローマ地裁は、バチカン放送の責任者に対し「電磁波で

環境を汚染した」として有罪判決を下した（甲第 127 号証添付 30）。バチカン

側の「イクニルプの基準値を守っている」という主張を認めなかったのである。 

    このようにたんに人体被害発生ではなく、すでに刑事事件として有罪判決

まで行われているのである。 

（6） キュン・バク論文（2004 韓国） 

     韓国にある 107 ヶ所のＡＭラジオ放送塔の中から選んだ 10 ヶ所について、

その周辺 2ｋｍ以内の発生ガン率を調べた調査である。白血病の死亡率が 0

～14 才で 2.99 倍、15～39 才で 2.44 倍で統計的に有意である、という内容で

ある（甲第 127 号証 22 頁） 

 (7) 大分地裁判決の認定  

携帯電話基地局から放射されるマイクロ波よりも周波数が低く、ホットスポッ

ト効果もあまり問題にはならないとされる、ラジオやテレビの放送タワーから放射

される電波による小児白血病やがんなどの発生率上昇の健康被害について

は、レスター報告（米国、１９８４年）、ヘンダーソン論文（米国、１９８６年）、オリ

アリー論文（米国、１９８９年）、マスカリネック論文（米国、１９９４年）、ホッキング

論文（オーストラリア、１９９５年）、ドルク報告（英国、１９９７年）、ゴールドスミス

論文（英国、１９９７年）、ハメット論文（１９９７年）、ホッキング再論文（オーストラ

リア、２０００年）、ミケロッチ論文（２００２年）などにおいて報告されている。（甲

４）。 

（8） 小括 

   以上に検討したとおり、ラジオ、テレビ放送塔周辺の電磁波によるガンの発

病については、次々と疫学調査の報告が積み重ねられている。被控訴人の

たんなる口先だけの否定ではとうてい否定することにはならない事実が次々と

証明されていることが客観的に明らかなのである。とりわけバチカン放送事件
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は、その放送がローマ法王庁によって行われていること、イクニルプ基準に従

っているという抗弁がなされたこと、それにもかかわらず、放送塔の移転と責任

者の有罪判決という極めて厳しい処分が行われていることに注目すべきであ

る。被控訴人の主張がいかに世界の情勢に目をつぶり、科学的根拠を無視

し一方的に否定した時代錯誤の主張であることが明らかになっているのであ

る。 

   なお、原判決はこの被害について判示を示そうとはしない。もし、携帯電話

基地局と関係ない、と判断しているのであれば、それは誤りである。このテレ

ビ・ラジオ放送塔周辺で発生している被害は、当然に周辺住民の電磁波曝

露期間の長期化に伴って、携帯電話基地局周辺においても発生すると判断

すべきなのである。 

 ８、電磁波に関する自然界の動物の疫学調査    

  （1） 動物の疫学調査 

     携帯電話の中継基地局周辺で自然に生活している動物に、電磁波がど

のような被害を与えているかについて、疫学調査が行われている。その結果

を検討する。 

(2) スペインの白カササギ（コウノトリの仲間）の報告（甲第 139 号証） 

   この研究は、スペインのバラドリッドにある携帯電話基地局周辺に

存する白カササギの巣（200ｍ以内に存する巣と、300ｍ以上離れた巣）

について、ひなの繁殖率を比較したものである。 

   全繁殖率（訳注：ヒナのいないつがいの巣を含む）は、携帯電話基

地局アンテナから 200ｍ以内にある巣の中では 0.86±0.16 であった。

300ｍ以上離れた巣の中では、平均して 1.6±0.14 であり、２倍であ

った。全繁殖率に関しては、明白な差が見いだされた（マン・ホワイ

トニー手法では、Ｕ＝240、Ｐ＝0.001）。     

   アンテナから 200ｍ以内にある 12 個の巣（40％）にはヒナがおら

ず、一方、アンテナから 300ｍより以遠の巣でヒナがいなかった巣は
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僅か一個（3.3％）だった。電場強度は、200ｍ以内の巣では、2.34±。

82Ｖ/ｍ（訳注：1.48±0.18μＷ/㎠に相当する）であり、300ｍ以遠

の巣の 0.53±0.8Ｖ/ｍ（訳注：0.78±0.18μＷ/㎠に相当する）より

も高かった。また、１本または何本かの携帯電話アンテナから 100ｍ

以内に巣を作った白カササギの興味ある行動観察も行われた。これら

の結果は、マイクロ波が白カササギの繁殖に干渉している可能性を示

しており、他の著者らによる実験室での結果をも確認しているようで

ある。実験室における携帯電話・電磁波の照射による鶏卵やショウジ

ョウバエの孵化率低下の報告は、原告もすでに指摘していることであ

る。この研究結果は、自然界においても孵化率の低下などの異常が生

じていることを初めて示した論文である。 

（3） ベルギー、エベラード、家スズメの報告（甲第 229 号証添付資料 7） 

   携帯電話(ＧＳＭ)基地局から放射される低強度・電磁放射線の長期間被

曝によって、繁殖期の間に、家スズメの数に影響しているかどうかの可能性

をベルギーの６ヶ所の住宅区域で調べた。６ヶ所の地城内の、１５０地点で

調べたが、地理上の小さな範囲でオスの家スズメの数を調査し、基地局か

らの電磁放射線の強度も調査した。オスの家スズメの数に関する空間的な

変化は、９００ＭＨｚと１８００ＭＨｚの両方の電界強度や両方を合算した電

界強度に対して減少傾向であり、そのことは明白に関連していた(カイ２乗

テストやＡＩＣ基準では、Ｐ値<０．００１)。鳥の数と放射線レベルの双方で、

６ヶ所の地域間で差があるにもかかわらず、その地域での各々の測定結果

は良く類似していた。このことから、ＧＳＭ基地局からの相対的に強い電界

強度を示している地域では家スズメが少なくなっていることを我々のデータ

は示している。そして更に、我々のデータは、より強い放射線の長期間被

曝は野生の家スズメの数や行動に否定的な影響を及ぼすことをも支持して

いる。 

（4） スペイン、バルモリ、家スズメの報告（甲第 229 号証荻野意見書添付資料
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8） 

    最近の１０年間で、英国や幾つかの西欧諸国において、家スズメが明ら

かに減少してきている。この研究の目的は、家スズメの分布がスペインに

おいても減少しているかどうかを調査することであり、携帯電話アンテナか

らの電磁放射線(マイクロ波)がスズメの分布数の減少と関係しているかど

うかを評価することである。 

２００２年１０月から２００６年５月まで、スペイン・バラドリッドへ４０回の 

調査に出向き３０地点で地点縦断調査を行った。各地点では、スズメの

数の検出を実施し、平均の電界強度(ラジオ周波数とマイクロ波:１ＭＨｚ

から３ＧＨｚ)を測定した。全時間における鳥の密度の平均値に、明白な減

少(Ｐ値=０．００３７)が観測され、鳥の密度の低いところは、明らかに、電界

強度の高い地域であることが観測された。平均した鳥の密度と電界強度

グループ(電界強度は０．１Ｖ／ｍ毎の増加を考慮している)との間の対数

表示では、Ｒ=一０.８７(Ｐ値=０．０００１)であった。 

この研究は、スズメの分布数における減少が電磁信号と関係していると

の仮説を支持している。電磁信号そのものが原因なのか、または他の要

因との組み合わせなのかのどちらかだろうが、最近の西欧の都市における

色々な種が減少しているとの観測結果は電磁汚染が原因であるかもしれ

ないことを我々は結論した。この研究による、鳥の密度と電界強度との間

の明らかに強い依存性を示したことを、よりキッチリと計画された研究でこ

の仮説を調べるために利用されるべきである。 

（5） 小括 

    このように携帯電話基地局周辺に自然に生活している動物にも電磁波の

影響が及んでいる報告例が出始めている事実を直視すべきである。 

９、電磁波による健康被害の臨床試験・動物実験など生物学的影響 

（1） 電磁波による被害の一覧表－原判決の認定 

原判決は荻野証人の証言、意見書により、次のとおりに認定する。 
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『電磁波には様々な健康への障害の危険性があり、超低周波については

別表の黒丸、マイクロ波については白丸の各症状の報告があり、そのうち

でも,循環系の血中ヒスタミン低下、メラトニン低下,セロトニン、ドーパミン

の異常、ADHD は、症状自体であるとともに、他の健康障害の原因ともな

るものである。脳に対する影響として心配されるのは、低周波での閃光現

象、高周波音(パルス的な周波数を受けて耳鳴りがするという現象)、細胞

内のカルシウム流出、脳内の磁石(マグネタイト)への影響、脳内ホルモン

(メラトニン,セロトニン,ドーパミン)への影響、脳一血管関門への影響、脳

から出される電磁波すなわち脳波への影響などである。メラトニンは、がん

抑制の役割が大変高いホルモンであるので、これが低下することでがん

抑制が阻害され、がんが増えることとなる。 

また,弱いパルス状マイクロ波が、脳一血管関門に影響すると、神経細

胞が損傷を受け、海馬にアルブミン等の有害物質が集まる。また,マイクロ

波を照射したとき、細胞の DNA が破損されたり、そのしっぽ部分が長くな

ること、鶏卵の死胚が増加したり、奇形が発生したり、孵化が遅れたりする

ことが研究で明らかになっている。』（原判決 24 頁） 

この添付一覧表では、「眼」「耳」「鼻」「循環系」「腫瘍など」「自律神経

系」「突然変異など」（染色体、生殖異変など）」「内分泌系」「筋肉・皮膚系」

に分類して、全身に及ぶ被害が指摘されているのである。 

  （2） 宮田意見書による論文の整理 

   ア、宮田教授は、意見書（甲第 207 号証）において、健康被害の生物学的

報告例を整理検討している。 

   イ、まず、ハーデルを引用し、次のとおり指摘している。 

    『 ス ウ ェ ー デ ン の Hardell L, Sage C は 、 学 会 誌 Biomed 

Phamacother.2008；62(2)：104-9 で以下のように述べています（参考資料

１）。近年、極低周波、および無線伝達に使用される放送電波、マイクロ

波の健康障害性への公的関心が高まってきている。多くの科学的論文が
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あるに関わらず、非熱作用の影響は公的規制の考慮には含まれていな

い。BioInitiative Report はそれらの問題を国際的な研究と行政の態度

をまとめて国際的に指導性を発揮しようという報告書である。その非熱作

用について述べるところは、小児白血病、脳腫瘍、生殖毒性、神経作用、

神経変性作用、免疫系の統御障害、アレルギー疾患、炎症反応、先天

異常、乳がん、心臓を含めてめ循環器障害などである。小児、妊婦に関

しては、新しい規制値が必要である。BioInitiative Report では、現在の

規制値よりも低くすべきと述べている。米の現在のガイドラインは携帯電

話での脳は 1.6W/Kg、欧州では 2W/Kg である。しかし、携帯電話での 10

年後の脳腫瘍を考えての新しいガイドラインが準備されてきている。このよ

うに、情報伝達用の電磁波の影響は旧来の熱作用とは別の視点が必要

であることは、世界の常識となってきております。』 

   ウ、次に主な障害を次のように整理している。 

   『 私たちも電磁波の体に及ぼす実験を行って参りましたが、熱作用

以外の種々な反応が生体には生じています。電磁波が体に影響する

という論文は世界各地から膨大な報告がありますが、主な作用を以

下に表にまとめてみました。 

周波数別電磁波による主な障害報告 

５０Hz前後 

小児白血病、カタツムリの早死、脳腫瘍、先天奇形、乳がん、

心拍数増加、不整脈、心筋梗塞、細胞からのCa流出 

パソコン漏洩電磁波 

神経伝達物質の変調、白内障、調節障害、角膜ビラン、 

アレルギーの増悪、肥満細胞からのヒスタミン流出 

携帯マイクロ波(電子レンジとほぼ同様の周波数) 

脳腫瘍、脳血液関門の拡大、頭痛、神経細胞の減少、 

脳神経伝達物質の変動、脳血流変動、不定愁訴、 
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鶏卵孵化障害・精子数減少、中継基地周辺で不定愁訴の増加、 

中継基地周辺のガンの増加               』 

  エ、さらに、主要な論文を整理している。この宮田意見書が紹介した論文を一

覧表にしたものが別表である。 

     そこで、その中でも主要な論文や他の証拠でも触れられている論文につ

いて以下で個別に検討する。 

オ、脳への影響－脳血液関門（ＢＢＢ）が開いてしまう。 

   (ア)、サルフォード論文（宮田甲 207 号証参考資料 2、荻野甲 127 号証 30

頁以下） 

  『 915ＭＨｚ電磁波曝露により、ラットの脳血液関門（血液の成分が勝手

に大事な脳に入らないように、血管がガードしている関門です）が穴だ

らけになってしまい、血清アルブミン(分子量約 6 万)やフィブリノーゲン

のような大きな分子が通過するほどに開大してしまう。このことは、同時

に水 も脳 内 に流 入 して、脳 が浮 腫 を起 こすことを意 味 しています。

Salford LG,Brun A,Sturesson ｋ，et al：1994．（参考資料２）』 

(イ)、ＫＵＯ論文（（宮田甲 207 号証参考資料 3） 

     『 脳が浮腫を起こせば、当然頭が重くなってきます。このような事がはっ

きりしてくると、薬の関係者はすぐその利用を考えます。脳に入りにくい

薬を、電磁波を浴びせて、そのまま脳に叩き込もうというわけです。そし

て、生弦波(サインカーブ)や三角波よりも、短形波の方が脳血液関門

を拡大する。そういうところまで、電磁波の脳への影響は研究が進んで

しまっています。Kuo YC, Kuo CY：2007．(参考資料３)』 

    (ウ)、Soederqvist ら（宮田甲 207 号証参考資料 4） 

     『 当然、脳が守られていなければならない、血中の毒物も自由に脳に入

っていきます。ちょっと恐い影響ですが、スウェーデンでは携帯電話の

頻回使用者では、血液検査からヒトでもこの脳血液関門が開いている

ことを証明しています。Soederqvist F, Carlberg M, HardellL：Sci Total 
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Environ 407：798-805、2009（参考資料 4）』 

カ、 酸化的ストレス－電磁波は酸化的ストレスを発生する 

   （ア）、Hashish ら（参考資料 5） 

     『 酸化的ストレスから体の老化や、病気が出てきます。50Ｈｚ曝露でマウ

ス肝臓のグルタチオンＳ転移酵素活性と過酸化脂質の増加、そしてグ

ル タ チ オ ン の 減 少 が 起 き ま す 。 Hashish AH, E1-Missirv 

MA,Abdelkader HI,et al：Ecotoxicol Environ Saf. 2007 Nov 7（参考

資料 5）グルタチオンＳ転移酵素は、グルタチオンを作る酵素です。一

生懸命作っても、グルタチオンが減少してしまい、体は酸化型に進んで

しまいます。そうすると脂肪が酸化型になり悪玉の過酸化脂質が出てき

てしまうのです。』 

    （イ）、Meral ら（参考資料 6） 

     『 携帯電話の 900ＭＨｚ曝露でモルモットの脳の過酸化脂質の増加、グ

ルタチオンとカタラーゼの低下を生じ、脳に酸化的ストレスを生じさせて

います。Meral I,Mert H,Mert N, Deger Y,Yoruk I,Yetkin A，Keskin S．

Brain Res．2007 Sep 12；1169：120－4．（参考資料 6）』 

    （ウ）、Moustafa ら（参考資料 7） 

     『 携帯電話の電磁波でも脂質の過酸化やフリーラディカルスカベンジャ

ーの減少が置きます。Moustafa YM et al：J Pharm Biomed Anal 2001

（参考資料 7）フリーラディカルスカベンジャーとは、活性酸素など何で

も酸化してしまおうという成分を掃除して取り除いてくれる成分です。こ

の減少は、体を酸化してしまいます。』 

   （エ）、Guiler ら（参考資料 8） 

    『 50Hz で血液や臓器のＳＯＤ（活性酸素除去の酵素）や過酸化脂質が

増加します。Guiler G et al:Gen Physiol Biol Biophys 2006（参考資料

8）。』 

（オ）、Yurekli ら（参考資料 9） 
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  『 ラットにＧＳＭ携帯基地局からの発振と同様の 945Ｈｚ、3.67Ｗ／ｃｍ２

曝露で、過酸化脂質(ＭＤＡ値)が増加し、還元型グルタチオンの減少が

認められています。還元型グルタチオンが酸化型グルタチオンとなってし

まうと、ここでも、電磁波が体を酸化型に移行させており、老化や各種疾

患 が引 き起 こさ れる 可 能 性 を 示 し てい ま す。(Yurekli AI,Ozkan M, 

Kalkan T et al:Electromagn Biol Med.25:177-188、2006．（参考資料

9）)』 

   （カ）、Ozguner ら（参考資料 10） 

    『 このような携帯での健康障害問題は、世界はすでに予防と治療の段階

に入ってきています。携帯電話で生じる心臓筋肉の酸化的ストレスに抗

酸化剤カフェイック酸およびフェネチル酸エステルの防御作用があり、勧

められています。Ozguner F, Altinbas A， Ozaydin M, Dogan A, Vura1 

H, Kisioglu AN, Cesur G ToxicolInd Health．2005 Oct；21(9)：223-30．

（参考資料 10）』 

   （キ）、Ozguner ら（参考資料 11） 

    『 900ＭＨｚの携帯電話から生じる酸化的ストレスはメラトニン、カフェイック

酸およびフェネチル酸エステルで防御作用があるとの報告もあります。

Ozguner F, Bardak Y, Comlekci S.（参考資料 11）』 

  キ、 細胞の自然死、老化 

   （ア）、Oral ら（参考資料 12） 

    『 電磁波を浴びると、アポトーシスすなわち細胞の自然死が増加し、老化

が進みます。携帯電話から発生する 900ＭＨｚの電磁波は子宮内膜のア

ポートシスを促進するであろうが、ビタミンＥとＣが予防する可能性があり、

使用者はビタミンＥおよびＣの摂取を勧めています。Oral B, Guney M, 

Ozguner F, et al：Adv Ther23：957-73，2006．（参考資料 12）』 

   （イ）、宮田ら（参考資料 13） 

    『 パソコン漏洩程度の低周波電磁波曝露半年で、マウスの白内障が見
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事に起きています。富岡敏也、松崎広栄、宮田幹夫、宇賀茂三、石川

哲：日本臨床環境医学  ７：80-86、1998（参考資料 13）白内障は水晶

体の老化です。』 

    （ウ）、Santini ら（参考資料 14） 

    『 超低周波波曝露でアポトーシスが起きるとの優れた review（まとめ）が出

されています。その原因は、細胞のカルシュウム代謝に異常が起きるため

であろうと述べられています。Santini, MT， Ferrante, A, Rainaldi G, et 

al：Extremelylow frequency(ELF) magnetic fields and apoptosis：a review．

Int J Radiat Biolo 81：1-11，2005（参考資料 14）』 

  ク、 神経への影響 

   （ア）、Komazaki ら（参考資料 15） 

    『 神経への影響についても多くの論文があります。電磁波曝露で、急性

期と慢性期では異なった反応も出ます。いずれにしろ、以下の文献で、脳

が容易に電磁波の影響を受け易いことを理解して頂きたいと思います。

50Ｈｚ電磁波は細胞内遊離カルシューム量を増加させ、神経の働きに変

調を引き起こします。神経細胞と神経細胞との連携は、神経伝達物質に

よりますが、細胞内での情報伝達には、カルシュウムが非常に大事なので

す。Ｊ Komazaki S, Takano K：Exp Zool Part A Ecol Genet Physiol.2007 

Mar 1；307(３)：156-62 (参考資料 15)』 

  （イ）、Manikonda ら（参考資料 16） 

    『 300Hz で海馬細胞内カルシュウム濃度を上げます。そしてＮＭＤＡ受容

器の活動に影響します。海馬とは記憶と情緒の中枢です。ＮＭＤＡ受容

器とは、グルタメイトという神経伝達物質を受け止める細胞の受容器です。

これが乱れれば脳の神経は円滑に働きません。Manikonda PK，Rajendra 

P, Devendranath D,et al：Neurosci Lett.200714：145-9．（参考資料 16）』 

    （ウ）、Kabuto ら（参考資料 17） 

    『 60Ｈｚ、10Ｇとやや強い磁場ですが、脳ＤＯＰＡアミンへ影響します。ＤＯ
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ＰＡアミンは神経伝達物質の一つです。Kabuto H, et al：2000 (参考資

料 17)』 

   （エ）、Ｈａｎａｊｉｍａら（参考資料 18） 

    『 磁場刺激で、大脳皮質のＧＡＢＡ（神経伝達物質の一つ）で働く神経に

影響します。Ｈａｎａｊｉｍａ Ｒ， ｅｔ ａｌ：2003（参考資料 18）』 

（オ）、Testylier ら（参考資料 19） 

 『 脳の海馬でアセチルコリンの減少が 32Ｈｚ変調の 80ＭＨｚ負荷で認めら

れています。アセチルコリンとは神経伝達物質の一つです。生物の発生初

期からこのアセチルコリンは働いており、基本的な神経伝達物質なのです。

Testylier G, Tonduli L, Malabiau R, Debouzy JC: Bioelectromagnetics. 

2002May;23(4)：249-55．（参考資料 19）』 

   (カ)、升田ら（参考資料 20） 

    『 パソコン画面からの漏洩電磁波で脳の海馬や視床下部のセロトニンが

増加します。セロトニンも脳の神経伝達物質です。 升田 豊 北里医学 

1993（参考資料 20）』 

   (キ)、Hirai ら（参考資料 21） 

    『 変動磁場でない影響がすくないと言われている静磁場でさえ、培養海

馬細胞のＮＭＤＡ受容器（神経伝達物質グルタメイト関連受容器）のサブ

ユニット発現に修飾を加えて、細胞機能に影響を生じています。Hirai T, 

Yoneda Y, JNeurosci Res.75： ：230-40．2004（参考資料 21）』 

   (ク)、Cobb ら（参考資料 22） 

     『 ultra-wideband と呼ばれる電磁波の使用が最近勧められていますが、

この電磁波のラット母体曝露が新生児の神経、行動異常を示すことが証

明されています。Cobb BL, Jauchem JR，Mason PA, Dooley MP，Miller 

SA, Ziriax JM, MurphyMR.Bioelectromagnetics ． 2000 Oct:21(7) ：

524-37（参考資料 22）』 

 ケ、免疫系への影響 
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   （ア）、Rajkovic ら（参考資料 23） 

    『 免疫系への影響は非常に明瞭に出ます。私もモルモットのスギ花粉症

の実験を行いましたが、通常のパソコンからの漏洩電磁波曝露でも、花粉

症が非常に悪化するのです。免疫系への影響は、次に述べる腫瘍発生

とも関連してきます。50Ｈｚで皮膚や甲状腺のマスト細胞が増加します。マ

スト細胞とは白血球の一種で、ヒスタミンを出して、アレルギーに関係して

いる細胞です。RajkovicV, et al：Int J Radiat Biol 2005（参考資料 23）』 

   （イ）、Belyaev ら（参考資料 24） 

    『 50Ｈｚでも、915Ｈｚでもリンパ球の核の濃縮が起きます。核の濃縮とは、

そ の 細 胞 が 変 性 し 、 死 亡 し て い く こ と で す 。 Belyaev IY, et al ：

Bioelectromagnetics2005（参考資料 24）』 

    （ウ）、Canseven ら（参考資料 25） 

    『 50Ｈｚ，2mT 曝露でＮＫ（ナチュラルキラー）細胞の活性が低下します。

悪い細胞を食い殺せなくなり、悪性腫瘍へと向かいます。Canseven AG, 

et al：Electromagn Biol Med 2006（参考資料 25）』 

   （エ）、Bonhomme-Faivre ら（参考資料 26） 

    『 0.2～6.6microT の条件で毎日８時間、５年間勤務で、ＣＤ４（免疫細

胞）、ＮＫ細胞の減少が認められています。Bonhomme-Faivre L，et al：

Arch Env Health 2003（参考資料 26）』 

  コ、 内分泌系への影響    

   （ア）、Rajkovic ら（参考資料 27） 

    『 内分泌への影響は昔から言われておりましたが、実験的にも非常に明

瞭に証明されてきております。ラットに 50Ｈｚ、500～50μＴ、30Ｖ／ｍ曝露

で甲状腺の細胞配列異常とＴ３、Ｔ４（どちらも甲状腺ホルモンです）の低

下が認められます。Rajkovic V, et al：Med Pregl 2001（参考資料 27）』 

   （イ）、Koyu ら（参考資料 28） 

    『 900Ｈｚ曝露でラット血清Ｔ３、Ｔ４、TSH（脳から分泌される甲状腺を刺
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激するホルモン）の低下が認められます。Koyu A, et al：Toxicol Lott 

2005（参考資料 28）』 

    （ウ）、Clark ら（参考資料 29） 

      『 閉経後の女性ではラジオ、ＴＶ、中継基地、60Ｈｚ曝露でエストロジェン

尿中代謝産物が増加しています。Clark KL, et al： J Occup Environ 

Med 2007（参考資料 29）女性ホルモンに影響しているのです。』 

   （エ）、Al-Akhras ら（参考資料 30） 

    『 50Ｈｚで、大体 25 マイクロＴ曝露 18 週でメスラットの卵巣重量の減少、

卵胞ホルモン、黄体ホルモンとも減少します。曝露終了後、一部元へ戻り

ま す が 、 妊 娠 能 力 に 影 響 し ま す 。 Al-Akhras MA Electromagn Biol 

Med:27：155-163，2008．（参考資料 30）』 

（オ）、Xu ら（参考資料 31） 

  『 1 年間以上の 25～30ＭＨｚ高周波女性作業者では、生理不順、月経

過多の多発が認められています。Xu YQ, Li BH, Cheng HM: Zhonghua 

Lao Dong Wei Sheng Zhi YeBingZa Zhi 26：332-335，2008．（参考資

料 31）』 

   （カ）、Ozguner ら（参考資料 32） 

    『 900MHｚ、一日 30 分曝露で、ラット睾丸細胞配列異常と精液のテストス

テロン減少します。Ozguner M,et al：Saudi Ned J 2005（参考資料 32）男

性ホルモンにも影響します。』 

  サ、 周産期、生殖、遺伝子毒性 

   （ア）、Savitz ら（参考資料 33） 

    『 周産期、生殖、遺伝子毒性と電磁波の影響は、先に述べた内分泌へ

の障害とも重複してきます。すでに電磁波曝露で流産の危険性が増加す

るという研究発表が最近２報出ています。そのために、この研究では、妊

婦に日常の 7 日間の電磁波曝露測定と身体の活動との関連を調べてい

ます。その関係は 16ｍＧ以上では特に著明に関連していたとのことで。
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Savitz DA, Herring AH, Mezei G, Evenson KR, TerryJwJr, Kavet R 

Epidemiology．2006 Mar;17(2)：222-5．（参考資料 33）』 

   （イ）、Li ら（参考資料 34） 

    『 これと類似の報告ですが、平均した電磁波曝露量では流産の増加との

相関は認められなかったが、16ｍＧの閾値付近以上では、電磁波曝露が

多いほど流産が増加していました。Li DK，Odouli R, Wi S, Janevic T, 

Golditch I, Bracken TD，Senior R, Rankin R,Iriye R, Epidemiology. 2002 

Jan;13(1)：9-20．（参考資料 34）』 

    （ウ）、Blaasaas ら（参考資料 35） 

    『 ノルウェイでの疫学的研究で、職業的 50Ｈｚ、約 0.1 マイクロＴ以上の曝

露では、曝露時間と出生児異常との相関が認められています。両親とも

の曝露歴では相関が認められなかったが、母親の曝露時間歴と脊椎分

離症と内反足に相関が、父親曝露では無脳が相関していましたが、比較

対象の問題も含まれており、なお注意して扱うべき問題も残しています。

Blaasaas KG, Tynes T, Iraens A, Lie RT, Occup Environ Med. 2002 

Feb;59(2)：92-7（参考資料 35）』 

   （エ）、Lahijani ら（参考資料 36） 

    『 50Hz で 8.007-10.143ｍT を鶏の孵化卵初期に 24 時間曝露して、対照

群と曝露全群とは比較して差が認められなかったが、曝露強度群間の比

較 では先 天異 常 に差 が認 められています。Lahijani MS, Ghafoori M 

Indian J Exp Biol.2000 Jul;38(7)：692-9.電磁波曝露は少ないほど安全な

のです。（参考資料 36）』 

（オ）、Moretti ら（参考資料 37） 

 『 50ＨｚｌｍＴｌ 時間曝露とベンゼン化合物の協同曝露で細胞レベルでの

遺伝子毒性を発揮しています。Moretti M, et al：Toxicol Lett 2005（参

考資料 37）現在の生活環境は、科学的環境と物理的環境の複合汚染で

す。少ないほど安全です。』 
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   （カ）、Haves ら（参考資料 38） 

    『 電磁波対応により、①ＡＤ／ＡＤＨＧ(注意欠陥多動症)児童の症状改

善 ②喘息症状の軽減 ③多発性硬化症の震え、バランスの好転 ③行

動の活性化 ④糖尿病のタイプ１（子どもの時期からの糖尿病）ではイン

シュリン使用量減量が計れます。タイプ２糖尿病（成人型の糖尿病）では

血糖値の低下が認められています。HavesM: カナダのトレント大学から 

2006 年に発表、その後論文化 Haves M：Electromagn Biol Med 25：

259-268，2006（参考資料 38）』 

   （キ）、Mjoen ら（参考資料 39） 

    『 父親の職業的電磁波曝露で、満期前（早産）の出産児が多いそうです。

Mjoen G, Saetre DO, Lie RT, Tynes T, Blaasaas KG, Hannevik M, 

Irgens LM. Eur J Epidemiol.2006；21(7)：529-35（参考資料 39）』 

   （ク）、Blaasaas ら（参考資料 40） 

    『 住宅の 50Ｈｚ電磁波曝露量に応じて、出生児の食道欠陥の危険性が

増加しているが、心臓血管系と呼吸器欠陥の危険性は減少を示している

という、妙な結果も出ていますが、体に何か影響していることは間違いな

いと思います。Blaasaas KG, TynesT, Lie RT .Epidemiology. 2003 Jan;14 

(1)：95-8（参考資料 40）』 

   （ケ）、Agarwal ら（参考資料 41） 

    『 携帯使用時間 1 日 4 時間以上使用すると活動性のある精子数が激減

し、男性不妊になってしまいます。Ashok Agarwal 2006 年米国生殖医療

学会発表，その後論文化 Agarwal A, Deepinder F, Sharma RK etal：

Fertil Steril 89：124-128，2008．（参考資料 41）これでは男性のほとんど

が不妊症になってしまいます。昔は１億／ｍ１と言われていたのですが。こ

のように、電磁波は細胞分裂の盛んなところほど、強い影響が出ると言わ

れています。小児に影響が強く出ることが心配されていますが、精子、卵

子、胎児に影響が出やすいのは、当然とも言えます。』 
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  シ、 小括 

     宮田教授は以上の論文を検討した結果次のように結論している。 

     『 体に吸収されたエネルギーは何もしなくて消えることはありません。エ

ネルギー不滅の法則です。何らかの影響を発揮しているはずです。ごく

ごく常識的な考えを示したに過ぎません。上に列挙した論文は、電磁

波が生体や細胞に影響するという論文のほんの一部です。しかも、従

来から言われている熱作用とはまったく異なる作用なのです。予防原

則を適用すれば、疑わしきは避けなければなりません。現在は、電話回

線や送電線を通しても充分な情報は授受されています。もし無線塔が

建設されれば、その周辺は電磁波が極めて強い環境となります。遠隔

地の電磁波は距離の二乗に反比例して、電磁波は弱くなります。発信

源近くでは、電磁波は直進せず、渦巻いて住民に襲いかかります。電

磁波塔周辺住民にのみ犠牲を強いるべきではないと思います。有線で

情報を取り出せば、そこからは発生する電磁波による健康障害は受益

負担となります。私は決して現在の電気による社会生活の利便性を否

定する者ではありません。これ以上環境の電磁波汚染を増やさないよう

にすべきと考えているに過ぎません。スカパー巨大アンテナ建設は近

隣住民の健康を脅かすものであることを、ご認識頂きたいと思います。』 

  （3）荻野意見書による整理 

  ア、脳への影響 

  （ア）アクセン論文（甲 127 号証 25 頁ないし 27 頁） 

アクセン論文（２００４年）もその一つで、ラットに携帯電話の電磁波を照射

し続けると、ラットの血液中の微量元素である亜鉛やマンガンの濃度が低下

するというのである。人間の体内でもこのような微量元素が影響を受けている

可能性があるが、そのような研究はまだされていない。携帯電話のような電

磁波は、自然界には全くなく、生物がそのような電磁波に耐えれる保証はな

い。第三世代のデジタル型携帯電話を使用している人々は、まさに「人体実
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験中である」といえる。（甲第 127 号証 25 頁ないし 27 頁） 

  （イ）サルフォード論文（甲 127 添付資料 49） 

BBB 障害    ・・・・    サルフォード論文 

    携帯電話の様な高周波・電磁波が脳の機能に悪影響を及ぼす可能性は、

以前から指摘されており、私も証言したし、私の著作（甲第７６号証）やチェリ

ー博士の「意見書」（「甲第１２５号証」）にも書かれている。脳は全身への司

令塔の役割をはたしており、また人間の組織の中でも最も活発に活動して

いる組織であるため、多量の栄養補給と冷却を必要とする。その為に、脳へ

送られる血液にだけ、関所が設けられていて成分のチェックをしている。その

関所のことを「血液脳関門（BBB)」と呼んでいて、その機能が高周波・電磁

波で崩れる可能性をまず最初に指摘したのは、スウェーデンのサルフォード

博士だった。このあたりの経過に関しては、私が監修した「携帯電話：その電

磁波は安全か」（カーロ他著、集英社）に記載されているので、「添付資料

No.４９」として添付した。この本の著者であるカーロ博士は、米国・携帯電話

会社の作った無線技術研究所（ＷＴＲ）のいわば「やとわれ所長」で、安全

宣伝をするのが役目だったようだが、サルフォードの研究などの「危険性を

示す結果」に驚き、携帯電話が「安全研究を全くされないままで市場に出て

販売されている」ことにも驚いて、ついに「携帯電話は危険だ」と思うようにな

ってこの本を執筆したのである。米国では大変に話題になった本である。 

    サルフォード博士の発見した「BBB 機能の崩れ」問題は、脳への重大な危

険性につながることから、その後も論争が続いている。特に巨大な分子であ

り、正常であれば BBB を透過できないはずのアルブミンが問題になった。日

本でも郵政省（当時）から、「BBB の透過異常は起こらない」との発表が１９９

８年にあったが、報告書を読んでもしっかりした研究とは思えない内容だった。

欧米では、フリッツ論文（１９９７年）、トーレ論文（２００１年）などでも確認され

てはいたのだが、否定する研究もあり論争が続いていた。２００３年になって、

再びサルフォード論文が発表された。一般に広く使用されている携帯電話・
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電磁波を若いラット（人間で言えば１０代に相当）に短時間の照射をした所

が、アルブミンの透過が増え、長期的な影響として神経細胞の障害が発生

することなどを明らかにしたのである。また明らかな量ー反応関係も見いださ

れていて、この論文は米国・国立健康科学研究所から出版されている研究

雑誌に掲載された。いわばこの問題に決着を付けたといって良い論文であ

る。この論文の重大な意味を、「科学（岩波書店」（２００３年１２月号）の解説

記事（甲第７９号証）が詳しく紹介しているので参考にしてほしい。この解説

記事を読んだ後だったので、野島証人の証言を聞き（「野島証言①」１２～１

３ページ）、「乙第２９号」２０～２１ページを読むと、その落差の大きさに愕然

としてしまうのである。そして、野島証人は「サルフォード論文の指摘」や「ＢＢ

Ｂ問題の重要性」に無関心でおれるのは「何故なのだろうか」と考え込んでし

まう。 

    野島証人は、「総務省」が１９９８年９月に発表した「携帯電話の短期ばく露

では脳（血液ー脳関門）に障害を与えず」の報告を、一方的に信じているよ

うだが、新しい「サルフォード論文」は２００３年に発表されているのである。し

かも、そのサルフォード論文には、日本の総務省などの研究論文は引用さ

れていないので、総務省から発表された日本の研究は、５年後になってもま

だ正式な論文とはなっていないように思われる。 

    「サルフォード論文」は、厳しい査読で有名な「米国・国立環境健康研究

所」の出版している「Environ. Health Perspect(環境健康予測）」という研究

雑誌に掲載されているので、日本で行われていたその研究論文がまだ投稿

されていないのであれば、ぜひ、サルフォード論文の掲載されたのと同じ雑

誌に投稿して欲しいものである。総務省の研究が、厳しい査読に耐えられる

かどうかが判明するからである。そして同時に、その総務省報告のみを重視

して、「サルフォード論文」を無視しようとする野島証言が本当に信用できる

かどうかも明らかになるからである。 

さらに今回サルフォードの新しい論文が、2009 年 4 月 1 日公表された（甲
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第 222 号証の 1）。48 匹のラットに携帯電話の電磁波を２時間あびせたとこ

ろ、BBB 機関に異常をもたらす事実が証明された。相当の回復期間の後、

ニセの対照群と比べると、被曝したラットに強く損傷が証明された。この結果

は、サルフォードの前回の研究と一致している。 

この最新報告のとおり、野島証人のケチつけ意見などにもかかわらず、

次々と研究成果が積み重ねられることによって、サルフォードの指摘が正し

いことが証明されていくのである。 

 「乙第２９号証」２０ページには、「総務省の報道資料より」として、それまで

に発表された、「ＢＢＢへの影響に関する研究」が表に示されている。１９７９

年から１９９７年までの５件の論文がリストされていて、「影響の有無」には、５

件中３件が「無」であり、今度の「総務省の研究」が４件目の「無」であることを

宣伝しているように見える。しかし、この表に新たに加わった正式な研究論

文は、２００３年及び今回新たに提出した 2009 年のの「サルフォード論文」の

みなのであるから、「有無」に関していえば、「４対３」になったことになる。しか

し、「無」の３件はいずれも古い論文であり、更に「２４５０ＭＨｚ、２８００ＭＨｚ、

２４５０ＭＨｚ」という電子レンジ領域の高い周波数での実験であり、実際に携

帯電話に使用されているような「変調電磁波での実験」ではない。ところが、

「影響の有無」が「有」となるような「サルフォード論文」を含めた４件の論文は、

いずれも新しい研究であり、携帯電話領域の電磁波を実際に使用した研究

なのであるから、どちらの研究の方が信頼性が高いかは、いわなくても明ら

かである。この事実から考えても、野島証言が信用できないことが明らかだと

考える。総務省の研究がもはや「時代おくれ」であることもまた自明である。 

  （ウ）チェリー意見書（甲 125）  

     カルシウムイオンの漏れ 

     「個体発生は系統発生を繰り返す」という発生学の有名なテーゼがある。

生物の進化過程を説明しているわけだが、自然界にある微弱なシューマン

共振電磁波（強度は約 0.000001μＷ／㎠程度）は進化や脳機能などとに
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深く関係していると私は考えている。 

    電磁波影響におけるシューマン共振・電磁波の重要性を丁寧に説明して

いるのが、チェリー博士の著作になる「甲第 125 号証」であり、その 5～12 ペ

ージにそのことが詳しく書かれている。脳細胞から、カルシウム・イオンが漏

洩するという現象は、1975 年に米国のエイディ博士らによって発見されたの

だが、変調・高周波の 16 サイクルで顕著に現れていて、電磁波影響には

「窓効果がある」との最初の発見例だった。カルシウム・イオンの漏洩は 50 や

60 サイクルでも起きるが、55 や 65 サイクルでは少ない。また、10、56V/ｍの

電場で起きるけれども、1,5,100 V/ｍでは少ないという報告もある。弱い変

調・高周波でも起きるわけで、長い進化過程と関連している可能性がある。 

     カルシウム・イオンは神経や卵子・精子にとって、極めて重要なイオンで

ある。私たちの骨はカルシウムの貯蔵庫であり、体内カルシウム濃度を常に

一定に保持する為の役割を果たしている。体内のカルシウム濃度が低下す

ると、無条件で骨を溶かしてカルシウムを補充するようになっているので、

「骨粗しょう症」になってしまうわけである。 

    ガン・成人病・アルツハイマー病・ストレスなどとカルシウムの関係も重視さ

れている。勿論、神経信号伝達や生殖機能にも関連している。ヒヨコの刷込

み機能の低下（グリゴリフ論文 1997）、ラットの学習能力低下（ライ論文）など

もあり、915MHz、SAR 値 0.05W/㎏のマイクロ波で人の神経細胞に異常が

生じたというダッタ論文（米 1984）もある。 

     カルシウム・イオンの漏洩に関しては、「甲第 125 号証」83～84 ページを

参照すると、ダッタ論文を始めとして、数多くの研究論文があることに驚くの

である。 

  （エ）チェリー意見書（甲 125 131 頁）  

メラトニン減少 

松果体（脳の奥にある）のホルモンであるメラトニンや、それの前躯体であ

るセロトニンやドーパミンなどが電磁波曝露に敏感だと考えられている。特に
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メラトニン（生体リズムのホルモンで夜間に多く分泌）が話題になっている。こ

のような微量ホルモンの重要性は、最近になって明らかになってきたことであ

り、ドーパミンはノイローゼに関連し、セロトニンは頭痛や自殺に、メラトニンは

睡眠などと深い関係がある。 

電磁波被曝でメラトニンが減少するという研究は 1973 年に発表されてい

て、0.1μＷ／㎠でラットのメラトニン分泌が抑制される（1983 年の発表）とか、

1mG の低周波・被曝でラットのメラトニン分泌湯が低下するとの北大の研究

が 1993 年に発表されている。勿論、「影響なし」の報告もある。 

メラトニンは、時差ボケ薬、サーカディアンコントロール（生物の体内時計）

やエストロゲンと関連（乳ガンの原因？）もあって、「奇跡のホルモン」として

1995 年頃から米国でブームになった。ガン抑制・若返り効果・エイズ抑制・

酸化抑制、ストレス解消などの効果が期待されると考えられているからである。

低周波曝露による論文「メラトニン低下によるガン抑制効果の阻害」の報道

（朝日新聞 2001.10.28）もあった。「夜勤勤務女性に乳ガンが多いのは、メラ

トニンが減少するからだ」との論文も報道されている（朝日新聞 2001.1.11）。

また、「不登校児童にメラトニン投与で改善」との熊本大学の研究も報道さ

れている（朝日新聞 2001.12）。アルツハイマー病の治療にメラトニンが効果

があるとも報道されている（朝日新聞 2003.7.19）。電力会社従業員調査で

も日に 25 分以上の携帯利用でメラトニンの低下の報告もある（米 2002）。 

低周波であれ、高周波であれ、電磁波・被曝によってメラトニンが漏洩さ

せられる可能性が高いのである。 

     なお、大分地裁判決は、この点に関し、次のとおり認定している。 

     『チェリー博士の意見書 

      a チェリー博士は、2002 年 10 月に作成した意見書において、シューマ

ン共振信号と呼ばれる自然の電磁放射線信号が、脳内ホルモンであ

るメラトニンの現象というメカニズムを通して、がん、心臓病、生殖器系

疾患、神経系疾患、死亡率上昇などの健康影響を与えることを示した
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ところ、これは十分に確立されたメカニズムにあって、無線波やマイク

ロ波にも共通するとした（甲 6）。 

      b もっとも、チェリー博士自身も、携帯電話基地局の近くに住むことと

神経系疾患や心臓病との関係については、明らかにされてきている

段階にあるとしており、また、携帯電話から放射される電磁波を含む

全ての電磁波が遺伝子毒性をもつ発がん性物質であるとする考えを

「仮説」としている（甲 6 の 131 頁）。」 

  イ、生殖異常 

  （ア）斎藤論文 鶏卵（甲 75、甲 127 添付資料 46） 

    「電磁波被曝・職業人の精子異常」「被曝男性の不妊」「被曝職業人には

女児出産が多い」などの研究が知られている。最近でも「男性の不妊」のこと

が報道されている（甲第８０号証）。しかし、そのような研究があっても、電磁

波被曝が原因であるという完全な結論を得ることはとても難しいのである。 

    鶏卵に弱い高周波を照射した所が、「約半数の卵が孵化しなかった」との

斉藤論文（甲第７５号証）は、１９９６年に発表された。その原論文は、１９９１

年に英文で発表されているので、その英文全文とアブストラクトのみの翻訳と

を「添付資料 No.４６」として添付した。その後、実際の携帯電話の電磁波を

被曝させて調べた研究が、フランスなどで２件発表されている（「甲第４３号

証」及び「甲第７７号証」）。これらの研究に対する批判を、なぜか野島証人

は「避けている」ように思われる。「乙第２９号証」２７ページに「斉藤論文」がリ

ストアップされているにもかかわらず、一言もその引用文献のことに言及され

ていないからである。「これらの論文のことに触れるのは良くない」との判断が

あって、本文中の批判が削られたのかも知れない。ところが斉藤論文のこと

をリストから消し忘れたのではないか。参考文献にリストすることは、本文にそ

の論文と関係するような文章がなければリストすることはあり得ないからである。

いずれにしろ、このような研究は、ＮＴＴドコモのような大会社であれば容易

だと思うので、ぜひ追実験をして欲しいのであるが、やろうとはしない。その
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一方で、実験に対する批判のみを展開するのである。 

      鶏卵に熱上昇の現れないような弱いマイクロ波を照射すると、「孵化率が

半減し、奇形まで発生していた」との最初の論文は 1996 年に発表された斎

藤論文（日本）だった。その後、携帯電話の電磁波を使用して鶏卵の孵化

を調べるシモ論文（仏 1998 年）とバスチデ論文（仏 2001 年）とが発表された。

いずれも斎藤論文と同じく孵化率が約半減していた。 

    原判決は、この斎藤論文について、全く触れようとしない。次のパナゴプウ

ロス論文については認定しているのと比較していかにも異常である。被控訴

人が反論していないからだと考えられる。 

  （イ）パナゴプウロス論文 ショウジョウバエ 

２００４年になって、鶏卵以外で初めての研究がギリシャのパナゴプウロス

らによって発表された。それの一部を和訳したのが「甲第７８号証」である。シ

ョウジョウバエのサナギの数を調べたという研究であり、携帯電話電磁波被

曝でサナギの数が大幅に減少した。それも、変調した電磁波に被曝した場

合がもっとも影響を受けていることを報告している。勿論、鶏卵の実験もサナ

ギの実験も、熱効果が起きるはずのない弱い電磁波を照射している。生き残

った鶏卵やサナギから孵ったのがオスなのかメスなのかが知りたいと思うのだ

が、残念な事にそのような研究はまだ発表されていない。 

なお、原判決は本論文を次のとおり認定している。 

『パナゴプウロスら（平成 16 年）によれば、搬送波 900MHz の GSM 携帯

電話から放射されるパルス化 RF 放射線が、人間の音声によって変調さ

れていると、昆虫の産卵能力を 50～60％低下させる。一方、非変調電磁

場に対応する場合は、産卵能力 15～20％低下させる。昆虫は携帯電話

アンテナの近接場で親昆虫が共存している最初の 2～5 日間、一日に 6

分間照射された。GSM 電磁場は、雌・雄双方に影響していることが見い

だされる（甲 78 の 1）。 

 なお、GSM とは、世界 200 か国以上で採用されているデジタル携帯電
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話の世界標準で、800MHz の周波数を使用するものであるとか、欧州の

携帯電話で採用されている電波の 1 方式であるとされる（甲 68、132 の 1、

証人野島）が、日本のデジタル式携帯電話における電波方式（PDC、甲

6）等との方式の異同は証拠上明らかではない。』 

     もちろん、この「方式の異同」及びそれによる影響の違いは被控訴人が

立証すべきであることは自明である。その反証がなければ同一と推認すべき

なのである。 

  ウ、染色体、遺伝子への影響 

  （ア）リー、マルコバ論文（甲 127 号証添付資料 53、54） 

リー論文 

     『最近になるほど、細胞・遺伝子レベルでの研究が進んできているのです

が、その中で最新の研究を２件紹介することにします。１件は２００５年８月

末に発表されたシカゴ大学の「リー論文」です。「添付資料 No.５３」に示し

ますが「２．４５ＧＨｚのラジオ周波数・電磁場は培養した人細胞における

遺伝子発現を変える」との題目です。我々は、親から受け継いだ遺伝子と、

環境要因などで変化する遺伝子とを持っています。それらの遺伝子が蛋

白質などの色々な機能を持つ物質を合成したりするのですが、そのような

機能をはたすことを「遺伝子発現」といっています。その「遺伝子発現」が

電磁波被曝で変化しているという最初の論文の一つです。このような「遺

伝子レベル」での研究も登場してきているのですから、その内にメカニズム

も明らかになるのではないでしょうか。 

   マルコバ論文 

   もう一つの論文は、２００５年９月始めに発表されたスウェーデン・ストック

ホルム大学などの「マルコバ論文」です。「添付資料 No.５４」に示しました

が、「ＧＳＭ携帯電話・マイクロ波は、過敏症や健康な人のリンパ球にある

５３ＢＰ１やガンマＨ２ＡＸ病巣に影響を与える」という表題です。携帯電話

の電磁波が、リンパ球の中にある染色質構造に影響を与えて、腫瘍抑制



  86/143 

タンパク質などに影響を与えていることを、「世界でも最初に」発見したと

いう論文です。世界で最初の発見に対しては、野島証人であれば「他で

確認されていないから信用できない」ということになるかも知れませんが、こ

のような研究が最近になるほど増加していることが重要なのです。決して、

「影響がない」ような研究ばかりが、細胞や遺伝子レベルの研究で報告さ

れているのではありません。それどころか、最近になるほど、高度なテクニ

ックを使用した研究が増えてきていて、ここで紹介した２件の研究のように、

今までに報告されていなかったような現象が発見されてきているのです。

野島証人は、古い遅れた研究ばかりを取り上げて、「影響はありません」と

証言しているように私には思われてなりません。』 

    原判決はこの論文について次のとおり認定している。 

     『シカゴ大学のリーら（平成 17 年）によれば、2.45GHz のラジオ周波数・

電磁場は、非熱メカニズムを通して、培養したヒト細胞における遺伝子発

現を変化させるとされている（甲 127 資料 53）。 

      さらに、ストックホルム大学のマルコバら（平成 17 年）によれば、GSM 携

帯電話のマイクロ波が染色体構造に影響し、熱衝撃に類似する腫瘍抑

制 p53－結合タンパク質１（53BP１）とリン酸ヒストン H２AX（ガンマ H２AX）

病巣に影響することを発見し、ヒトリンパ球に対する携帯電話マイクロ波の

影響は搬送波の周波数に依存している、平均すると過敏な人も健康な人

も、同じような反応がヒトリンパ球で観測された、とされている（甲 127 資料

54）。』 

  （イ）ポメライ論文 

『最近になって最も注目されている「熱衝撃タンパク質(HSP)」などの異常

について紹介します。 

      ２０００年５月、英国のＩＥＧＭＰから報告書が発表されました（「甲第８７

号証」、「甲第４５号証」を参照のこと）。英国政府が依頼した調査委員会

で、病院長でもある著名なスチュワート卿（現・ＮＲＰＢ委員長）が委員長
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でしたが、「子供の携帯電話の多用に警告」を発した最初の報告書として

話題になりました。このスチュワート報告で、重要な問題として取り上げら

れたのが、デ・ポメライ論文でした。弱い携帯電話・電磁波の照射で、熱

に感じやすいタンパク質（熱衝撃タンパク質：ＨＳＰ）に影響を与えたので

す。その後、否定する論文も予想通り登場しましたが、多くの研究は「熱タ

ンパク質への影響」を支持しているのです。ＨＳＰへの影響は、低周波電

磁波に関しては、すでにリン論文（１９９７年）ブランク論文（１９９７年）にも

指摘されていたのですが、携帯電話のような高周波電磁波でも起きるとの

デ・ポメライ論文が「ネイチャー」という著名な雑誌に掲載されたことで、こ

の分野の研究が進むことにもなりました。２００５年にも、カラグリア論文（２

００５年）などが影響を認めています。私の調べた範囲では、高周波被曝

でＨＳＰへの影響を調べた研究は１９８８年以降で１８件あるのですが、「影

響なし」の論文は５件のみです。』 

  （ウ）レフレックス報告（甲 102 号証） 

    『 ２００４年１２月、「EU-REFLEX：レフレックス」報告と呼ばれる報告書（甲

第１０２号証）が発表されて話題になりました。EU 諸国７ケ国１０研究機関

が行っていた研究なのですが、携帯電話の電磁波被曝で DNA に損傷が

見られたことを公表したからです。同じようなＤＮＡ損傷が、低周波の磁場

でも発生するという最近の研究もありますので、「添付資料 No.５２」として

示しておきます。低周波は高周波よりもエネルギーが極めて弱いのです

から、電磁波全体がＤＮＡに損傷を与える可能性が高いのです。チェリー

博士の主張（「甲第１２５号証」）が裏付けられてきているように思います。 

      このように、熱衝撃タンパク質以外にも、新しい技術を使用しての「真性

核細胞への影響」、「DNA 鎖の切断影響」「DNA の崩壊現象」などが、相

次いで報告されています。勿論、「変化が見られない」との報告もあります

が、細胞・遺伝子レベルでの危険性を示す研究結果は、２００２年頃から

加速しているのです。』 
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       なお、このレフレックス報告についてはさらに次項で論じる。 

  エ、小括 

    以上のとおり、荻野意見書を整理したが、次項以下でさらに示すとおり、こ

の荻野意見書の見解を裏付けする論文がさらに次々と発表されているので

ある。特に２００９年に入って、バイオイニシエティブ報告やインターフォン計

画に参加した論文が発表されている。とりあえず、２００９年分について、甲

第 216 号証ないし甲第 223 号証として提出しておく。 

  （4）レフレックス報告 

  ア、レフレックス報告の到達点 

     レフレックス報告は、電磁波の生体影響についてヨーロッパ各国が同一

手法で行った共同研究であり、現時点で極めて重要な報告である。以下の

ことが明らかになっている。 

  イ、DNA・染色体を損傷すること 

ICNIRP や電波防護基準などの基準を遙かに下回るマイクロ波電磁波によ

って、DNA が損傷することが実験において認められた。さらには DNA が損

傷するだけでなく、光学顕微鏡でも観察できるような染色体損傷というレベ

ル（本堂第 17 回証言 50～58 項）、生体が元来持っている修復機能の限界

を超えた染色体損傷（同証言 86 項）までが、その実験において認められた。 

しかも、この実験はポジティブ・コントロールを同時に実験する等の公正な

実験であり（同証言 62、63 項）、再現性をもって確認されたのである（同証言

30、31 項）。 

レフレックスの論文は査読を受けて学術誌に掲載されており、「科学的妥

当性」が認められている。 

  ウ、 補強証拠の存在 

しかも、次に述べるようなレフレックス報告の結論を補強する研究結果も

合わせて明らかとなっているし、レフレックス報告は世界的な知見とも合致す

るという点からも、補強されるものである。 
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すなわち、レフレックス研究では、その電磁波による生体影響は、電離放

射線の電離能とは違う、放射線被曝におけるバイスタンダー効果と同様のメ

カニズムが働いていることまで分かってきている（同証言 75～77 項）。また、

スカベンジャー（活性酸素を消去する物質）の効果が確認されたことから、電

磁波による活性酸素の生成というメカニズムが想定できることまで実験によっ

て確認されているのである（同証言 68～74 項）。 

さらに、この電磁波による DNA 損傷という事態は、生体は機械の全く影響

を受けないような微少なレベルの刺激でさえ信号として検知して動くという、

生物分子モーターの研究で世界を引っ張る柳田氏の知見にも合致している

（同証言 110 項以下参照）。 

  エ、 レフレックス報告の直接の結論 

以上のようなレフレックスにおける実験の公正さ、その再現性、科学的妥

当性があること、また、メカニズムの解明、生体についての世界的知見にも

合致していることからは、ICNIRP や電波防護基準などの基準を遙かに下回

る電磁波によって、損傷される DNA、損傷される染色体がある、そのことがヨ

ーロッパの共同の実験によって確認されたのである。 

  オ、 レフレックス報告のもたらす意味 

ICNIRP や電波防護基準などの基準を遙かに下回る電磁波によって、損

傷される DNA がある、損傷される染色体があるという実験結果からは、従来、

巷でいわれた発癌性を有するのはエネルギーの高い電離放射線だけだとい

う考えは誤りであり、エネルギーが弱くても、ICNIRP や電波防護基準などの

基準を遙かに下回る電磁波によっても、周波数、波形、変調の有無、間欠

性の有無等によって、DNA や染色体の損傷が影響を受けるということが、改

めて確認されるわけである。エネルギーの強弱と生体反応を直結させる古い

思考は完全に粉砕された。 

このような知見は、電磁波過敏症の専門家である坂部教授の知見にも合

致している（甲１９６、坂部証言 247 項参照）。 
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ということは、電離放射線での発癌性といわれているものと、携帯電話電

磁波での発癌性の議論を同列で論じてはいけないことを意味するのである。 

また、周波数、波形、変調の有無、間欠性の有無等によって、DNA や染

色体の損傷が影響を受けるということからは、テレビ塔や家庭内の電気器具

の電磁波と携帯電話電磁波とを同列に論じようとすることにも慎重でなけれ

ばいけないことを意味する。  

  カ、大分地裁判決が示す問題点 

    大分地裁判決は、 

    『同研究の結果（２００４年）によると、携帯電話の電磁波が、EMF

曝露制限のためのガイドラインより低い被曝レベルでヒトや動物

の培養細胞内の DNA 及び染色体に損傷を与えることが統計的に有

意に認められたとした』 

   と判示しながら、さらに次のように指摘した。 

    『もっとも、レフレックス研究に対しては、細胞レベルの実験結果が

生体にどのような影響を及ぼすのか一層の研究が必要であるとい

う指摘が存するし（甲１０の５頁）、同研究の研究責任者も、携帯

電話の電磁波が人間の DNA を損傷するのかどうか、そしてそれが

疾患につながるのかどうかについては、さらに広範囲な研究が必要

であると述べている（甲２１の２頁）』 

    さらに、被控訴人も準備書面 11 において、同報告は「全く信用することが

できない」とする主張をしている。 

     しかし、この大分地裁判決の指摘、被控訴人の主張は問題点を認識す

るための正しい態度ではなく誤っているのである。 

  キ、大分地裁の指摘、被控訴人主張の立場の誤り 

    すでに繰り返し指摘してきたとおり、自然現象を研究対象とする場合、一

つ一つの研究例、報告例に不充分さ、不明な部分、残された課題が存する

ことは不可避の事実である。いかにすぐれた研究であろうと、一定の制約の
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下で行われる以上、一定の限界が存することは当然なのであって、100％の

証明を一つの研究でなしうることなどあり得ないのである。例えば、ノーベル

賞を受賞した論文においてすら未解決の問題を残し、疑問点も存している

事実が明らかである。すなわち、甲 182 号証の 1、2、利根川進論文、甲第

183 号証の 1、2 朝永振一郎論文、甲第 184 号証湯川秀樹論文がそうであ

る。 

    大分地裁本堂証人の証言においても、その点が一つの論点となった。被

控訴人主張のとおりであれば、これらのノーベル賞受賞者研究も、発表当

初において、「全く信用できない」と評価され、否定されるべきであった論文、

ということになる。 

    このような被控訴人主張が（論文の評価の仕方）が誤りであることは自明で

ある。そうではなく、一つ一つの論文が明らかにした事実、その重み、将来そ

の研究の未解決部分がさらに解決される方向に進むのかどうか、その判決

こそが必要なのである。もちろん、その判断は一つ一つの研究に限定して行

われるのではなく、その問題に関する他の研究成果が互いに補強しあって

正しい結論を指し示しているといことを総合判断すべきなのである。 

    しかるに、大分地裁判決は、研究成果をそのまま認定しながら、「も

っとも」と付言して、ことさらに未解決部分が存する事実をとりあげ、

研究成果自体が否定されるべきもののように判断している。明らかに

誤った判断なのである。 

   大分地裁判決が指摘した『もっとも、レフレックス研究に対しては、

細胞レベルの実験結果が生体にどのような影響を及ぼすのか一層の

研究が必要であるという指摘が存するし（甲１０の５頁）、同研究の

研究責任者も、携帯電話の電磁波が人間の DNA を損傷するのかどう

か、そしてそれが疾患につながるのかどうかについては、さらに広範

囲な研究が必要であると述べている（甲２１の２頁）』という認定部

分は、「さらに広範囲な研究が進めば、電磁波が人間の DNA を損傷す
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ることが明らかになる蓋然性が存する」という意味であることは自明

である。そうではなく、被控訴人が主張するように「信用できないこ

と」が明らかであれば、今後「いっそうの研究が必要」などあり得な

い、間違った結論を示していることが明らかなら、誰も今後「いっそ

う研究を進める必要がある」とは考えない。 

   被控訴人、大分地裁判決は条理に反した誤った立場にたった判断を

行っているのである。 

ましてやレフレックス研究者の一部に関して、一部の「ゴシップ」

的指摘を行い、研究全体の成果まで「信用できない」と主張する被控

訴人主張は、とうてい「レフレックス報告」の全体の意味（多くの研

究者がいくつもの研究を行ったその全体の総合である）を正しく理解

してはいない、誤ったものであることが自明である。 

  （5）バイオイニシェティブ報告について 

  ア、本報告についてはすでに大分地裁の認定について批判した指摘を行っ

ているが、現時点で極めて重要な最高の到達点と評価できるので、再度検

討を加えておく。 

  イ、フランスベルサイユ控訴院判決 

  （ア）2009 年 2 月 4 日ベルサイユ控訴院は本件訴訟においても重大な意味を

持つ、携帯電話基地局の撤去を命じる判決を下した。 

     その詳細についてはさらに立証責任の項において検討するが、ここでは

同判決におけるこのバイオイニシェティブ報告に関する判断を大分地

裁判決の判断と比較するためまず指摘しておく。 

  （イ）すなわち、次のとおり判示している。 

     『  INTERPHONE 事業により国際規模で開始された研究は、まだ着手

されたばかりであることを考慮し、 

２００７年８月３１日に BIO-INITIATIVE と題された最新の報告書が提

出されたこと、提出者についてはその大学称号と過去の業績が真面目



  93/143 

さを証明しており、ブイグテレコム社が国内機関または国際機関からの

委任がないこと、および電気施設と携帯電話を区別しないという意図を

理由として行った批判を退けることができること、 

BIO-INITIATIVE 報告書（欧州会議はこの報告書を読んで問題意

識を喚起されたと述べている）はこの点について最終的な回答をもたら

さないものの、特に国際非電離放射線保護委員会が設定した極超長

波（ELF）への曝露の制限値は人間の保護には不適切であり、また電

磁場の健康への影響はまだよく知られていないものの、リスク管理措置

を講じるためには現在の科学的知見で十分であると結論づけているこ

と、 

医師による一部の研究が研究または測定における厳密さの欠如の

ために批判されまたは除外されうるものの、控訴のためにブイグテレコム

社が提出したものを含む刊行物は全体として、知見が断片的であるこ

とを理由として、曝露の有害性についての研究を続行すべきであるとい

う必要性を表明していること、またこの曝露はアンテナや中継局から発

される電磁波の場合では連続的で一方的に押しつけられる性格のもの

であることもまた考慮し、 

極超長波（ELF）の電磁波や電磁場への人間の曝露の公衆衛生へ

の影響を断定的に除外する要素は存在しないこと、』 

この認定された事実の「考慮」にさらに他の事実判断を「考慮して、総合

判断により携帯電話基地局の撤去と、撤去までの期間の損害賠償を命じ

たのである。 

  （ウ）このベルサイユ控訴院判決の事実認定とその判断の仕方と、原判決ある

いは大分地裁判決などの事実認定とその判断の仕方が、まったく逆になっ

ていることに注目すべきである。まさにこのベルサイユ判決の判断こそ控

訴人らが求めているものであり、研究論文に対する正しい評価の仕方なの

である。そしてそれは、まさしく日本とフランスの法律の違いなどで
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はなく、まさに「条理」、すなわち、ものごとの道理に従ったかどう

かの違いなのである。 

     この判決については立証責任の項においてさらに論じる。 

  ウ、報告書の目的（甲 159 の 2） 

同報告は目的について次のとおり指摘している。 

『 この報告書は１４人の科学者、公衆衛生と公衆政策の専門家によって、

電磁場の科学的証拠を立証するために書かれた。１２人の外部の評者が

調べ、報告書を精緻なものにした。 

この報告書の目的は、現在の公衆被曝限度値以下の電磁波の健康

影響に関する科学的証拠を評価し、将来の公衆衛生リスクの潜在的な可

能性を減らすために、現在の基準でどのような変更が正当だと認められる

のか、その数値を求めることだ。 

 この問題については、まだ全てが明らかになっていない。しかし、世界の

ほとんど全ての国で、電磁波レベルを制限する現在の公衆安全基準が

数千倍緩いのは明らかで、変更が必要だ。 

 新しいアプローチは、被曝の発生源について一般の人々と政策決定者

を啓蒙するために、そして同レベルの潜在的な健康リスクがない選択を見

つけるために必要とされる。』（4 頁） 

 『弱い電磁場の影響を確認する重要な科学的研究と批評を引証した計

１１章は、バイオイニシェイティブ・ワーキング・グループのメンバーによって

書かれた。セクション１６とセクション１７は、公衆衛生と政策専門家によっ

て用意された。これらのセクションは、どんな証拠が公衆衛生計画に用い

られるべきか、慎重な公衆衛生政策の場面で科学的情報がどのように評

価されるべきか、利用できる知識に応じた予防的行動と用心のための行

動を採用する根拠を確認するための証拠の基準を議論する。新しい公衆

安全制限の勧告につながる ELF の科学的証拠も評価した（予防的行動

や用心のための行動ではなく、必要性を実証するために）。 
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その他の科学的評価団体や学会は、新しい公衆安全制限につながる

かもしれないあらゆる結果を除外するほど、不合理性が高い証拠の基準

を採用することで、私たちと異なった結果に達していた。いくつかの団体

は、現在の（そして不適切な）基準を緩めるよう、実際に勧告している。な

ぜ、こんなことが起きたのか。理由の一つは、ELF と RF の被曝制限が、伝

統的に勧告を作ってきた専門機関に属する科学者と技術者の団体によ

って作られ、政府機関がそれらの勧告を採用してきたことだ。基準設定の

プロセスは少なく、たとえあったとしても、利害関係がある外部の専門的技

術者や商業上の関心と密接に結びついた利害関係者から提供される。

公衆衛生の専門家が定めたものを受け入れるというよりは、許容できるリ

スクと有害さの証拠に関する企業見解の影響力が最も大きい。』（5 頁） 

 『    過去数十年間、加熱作用（または誘導電流）が全く発生しないはるか

に弱いレベルの RF と ELF 被曝で、生物影響や何らかの有害な健康影

響が起きるという論理的な疑いを考えずに、限度値は設定されてきた。

いくつかの影響は、加熱作用が不可能な現在の公衆安全限度値の数

十万分の一で発生することが示された。』（7 頁） 

 『 専門家による最近の見解は、現在の被曝基準の不完全性を立証し

てきた。熱制限は時代遅れで生物学に基づいた被曝基準が必要だ、と

いう議論が広く普及している。』（8 頁） 

そして、次のとおり結論している。 

『 私たちに影響を与えない被曝の下限は無いかもしれない。生物影

響と健康に有害な影響が発生しない下限があるか分かるまで、ELF と

RF 被曝、とくに不本意な被曝を増やす技術を開発する「いつもどおり

のビジネス」を続けることは、公衆衛生の全体像から言って愚かであ

る。』（9 頁） 

  エ、がんの科学的証拠 

  （ア）小児がん 
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     『ELF への被曝が小児白血病を引き起こすという小さな疑いがある』（9

頁）『その他の小児がんについて確立性が否定していることを「大丈夫だ」

という合図だと受け取るべきではない。むしろそれは研究が否定している

ことを示す』（9 頁）『いつくかの最近の研究は ELF が小児白血病と後生の

がんのリスク要因であるというさらに強い科学的証拠を示した』（10 頁） 

  （イ）脳腫瘍と聴神経種 

    『 携帯電話とコードレス電話からの無線周波数電磁波は、脳腫瘍や聴神

経腫（脳の中の聴覚神経の腫瘍）のリスク増加に関する、１ダース以上の

研究につながった。 

      携帯電話を１０年以上使っている人は、悪性脳腫瘍や聴神経腫の発症

率が高い。携帯電話を、主に頭の同じ側で使っているといっそう悪い。』

（10 頁） 

  『１０年以上コードレス電話を使ってきた人は、悪性脳腫瘍や聴神経腫に

なる率が高い。主に頭の同じ側で、コードレス電話を使っているとさらに悪

い。』（11 頁） 

  『携帯電話とコードレス電話の照射への被曝に関する現在の基準は、長

期間の脳腫瘍と聴神経腫のリスクを報告する研究を慎重に検討していな

い。』（11 頁） 

  （ウ）乳がん 

 『 乳がんになる生涯のリスクが非常に高いこと、そして予防の決定的な重

要性を考えると、ELF 被曝は、高い ELF 環境で長期間過ごす全ての人々

のために減らすべきだ。』（13 頁） 

 『 人間の乳がん細胞の研究といくつかの動物実験は、ELF が乳がんのリ

スク要因であるかもしれないことを示す。人間の乳がん研究と同様、細胞

研究や動物実験から、乳がんと ELF 被曝の関連性を裏付ける証拠があ

る。』（14 頁） 

  オ、神経系と脳機能における変化 
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    『 アルツハイマー病は、神経系の疾患だ。長期間の ELF 被曝がアルツハ

イマー病のリスク要因だ、という強い証拠がある。』（15 頁） 

    『 携帯電話と携帯電話使用によって発生した電磁場が、脳の電気的活

性に影響を与えう、という小さな疑念が存在する。』（15 頁） 

    『 弱い無線アンテナ電磁波に慢性的に被曝する人々は、睡眠障害（不

眠）、疲労、頭痛、めまい、ふらつき、集中困難、記憶障害、耳の中で音

が鳴っている様な感覚（耳鳴り）、バランスと方向の障害、マルチ・タスキン

グ（訳注：同時または交互に複数の作業を行うこと）の困難さ、といった症

状を訴える。子どもの場合、携帯電話電磁波への被曝は、記憶作業をし

ている間ずっと、脳の振幅活性が変化することにつながる。科学的な研究

は今のところ、原因と影響の関連性を裏付けることができないが、これらの

病訴は、無線技術がかなり発達し広く行き渡った国々（スウェーデン、デ

ンマーク、ドイツ、イタリア、スイス、オーストリア、ギリシャ、イスラエル）では

一般的で、一般の人々の大きな懸念を引き起こしている。例えば、新しい

第三世代携帯電話（そしてオランダの地域広域アンテナ RF 照射に関わ

る電話）の開始は、ほとんど同時に、一般の人々の病気の訴えを発生さ

せた（５）。』（16 頁） 

      『 携帯電話タワーやアンテナからの RF 送信機への全身被曝、そして携

帯電話やその他の個人用機器からの被曝を含む、無線技術に長期間被

曝した影響は、まだ確実にわかっていないだけだ。しかし、すでにある証

拠の主要な部分は、生体影響と健康影響が、申し分無く低いレベルでも

発生し、発生させることが可能だ、と示唆している。影響が起きるレベルは、

公衆安全限度値の数千分の一以下だ。』（16 頁） 

     『 疫学研究は、被曝の数１０年後だけで健康への有害性を報告し、「平

均的」な人口の中で大きな影響をとらえることができる。そのため、有害

な可能性があるという疫学研究の早期警告は、今、政策決定者に真剣

に受け止められるべきだ。』（17 頁） 
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  カ、遺伝子（DNA）の影響 

    『 がんのリスクは DNA 損傷に関わりがあり、それは成長と発達に関わる遺

伝子の青写真を変える。DNA が傷つくと（遺伝子が傷つくと）、これらの傷

ついた細胞が死なない危険性がある。むしろ、傷ついた DNA で自身を再

生産し続けるだろう。これは、がんが発生する必須条件の一つだ。DNA 修

復の減少も、このストーリーの重要な部分だ。DNA の修復率より DNA 損

傷率が多くなると、遺伝子変異を保ち、がんを開始する可能性がある。

ELF と RF がどのように遺伝子と DNA に影響を与えるのかを、調べた研究

は重要だ。なぜなら、がんにつながる可能性があるからだ。 

      １０年前でさえ、非常に弱い ELF 場と RF 場は、DNA と細胞の働き（また

は細胞損傷や、正確に働かなくなること）に全く影響がないだろう、とほと

んどの人が信じていた。その主張は、これらの弱い電磁場が損傷を起こす

ほどの十分なエネルギー（物理的に十分に強くない）をもっていない、とい

うことだった。しかし、私たちが既に知っているように、エネルギーは損傷を

起こす重要な要因でなく、様々な方法がある。例えば、毒性化学物質へ

の曝露は損傷を引き起こすことができる。体内のホルモンバランスを含む、

繊細な生物学的過程のバランスを変えることは、細胞を傷つけたり破壊し

たりすることができ、病気を発生させることができる。実際のところ、数多く

の慢性疾患は、加熱作用を全く必要としない、この種の損傷に直接結び

つく。細胞コミュニケーション（細胞が互いに作用する）の妨害は、直接、

がんを引き起こすか、早く成長するためにすでに存在しているがんを促進

させる。』（17 頁） 

     『 ヨーロッパの研究プログラム（REFLEX）は、DNA の実験で正常な生物

学的機能の多数の変化を証明した（３）。これらの結果で重要なのは、遺

伝子や DNA でこれらの変化が起きた時、人間の健康リスクが発生するか

どうか、という疑問に直接結びつくことだ。この大規模な研究努力は、１ダ

ース以上の異なった研究結果から電磁場影響に関する情報を生み出し
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た。』（18 頁） 

    『 ELF と RF 被曝はどちらも、現在の安全限度値よりも低い被曝レベルを

含む一定の被曝状況下で、遺伝子毒性（DNA を傷つける）がある、と考

えることができる。』（18 頁） 

  キ、ストレスたんぱく質(熱ショックたんぱく質)の影響 

    『 非常に弱い ELF と RF 被曝は、ストレスたんぱく質を作る細胞を発生さ

せる。それは、ELF と RF 被曝を有害なものとして細胞が認識したことを意

味する。これは、科学者が ELF と RF 被曝が有害なことを証明する重要な

方法で、その影響は現在の公衆安全基準より遥かに低いレベルで発生

する。』（19 頁） 

    『 防御反応を活性化する生物学的経路は、ELF も RF 被曝も同じで、非

熱効果だ（非熱効果は、体温上昇や電流誘導を起こさず、そのため熱効

果から防護に基いた安全基準は、的外れで防御できない）。わずか５～１

０mG の ELF 被曝レベルが、ストレス反応遺伝子が活性化することを示し

てきた（セクション６、表２）。SAR 値は生物学的なしきい値や量の適切な

尺度ではなく、安全基準の根拠として使われるべきではない。SAR は熱損

傷に対して規制するだけだからだ。』（19 頁） 

  ク、免疫系の影響 

    『 免疫系は、侵入する微生物（ウィルス、バクテリア、その他の外部の分

子）に対するもう一つの防御だ。それは、病気、感染症、腫瘍細胞から私

たちを守る。数多くの種類の免疫細胞が存在する。それぞれの細胞のタ

イプは特定の目的があり、体が有害だと確認した、さまざまな曝露から体

を守るために働き始める。 

      現在の公衆安全基準で認められたレベルで、ELF と RF 被曝が、炎症

性反応、アレルギー反応、正常な免疫機能の変化を起こすことが可能だ、

という十分な証拠がある。』（19 頁）  

     『 測定できる生理学的変化（たとえば、皮膚のマスト細胞の増加は、アレ
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ルギー反応や炎症性細胞反応の指標だ）は、非常に弱い ELF や RF に

よって誘発される。ELF や RF によって活性化するマスト細胞は、アレル

ギー性皮膚反応の症状を起こす炎症性化学物質を放出し、破壊（脱顆

粒反応）する。 

 携帯電話やコンピューター、ビデオ・ディスプレイ・ターミナル、テレビの

使用、その他の発生源から生じるレベルの ELF や RF への被曝が、これ

らの皮膚反応を引き起こすという非常に明白な証拠がある。皮膚の敏感

性での変化は、皮膚生検法によって測定されており、その結果は注目に

値する。これらの反応のいくつかは、日常生活の無線技術への被曝と同

等のレベルで起きる。』（20 頁） 

     『 これらの臨床的発見は、電磁波過敏症の人の報告の説明になるだろ

う。電磁波過敏症は、どんなレベルの ELF や RF 被曝にも耐えられない

状態だ。十分な科学的評価（管理された状況下で、もしそれが可能な

ら）はまだないが、多数の国からの個々の事例に基づく報告はおそらく

人口の３～５％を電磁波過敏症と概算し、大きな問題になっている。多

種化学物質過敏症（訳注：身の回りの微量な化学物質に反応し、体調

を崩す症候群）のような電磁波過敏症は、発症者を無力にし、発症者は

仕事や生活環境で徹底的な変化を求められ、大きな経済的損失と個人

の自由の消失に悩まされる。スウェーデンでは、電磁波過敏症は完全な

機能的損傷として公式に認められている』（20 頁） 

  ケ、信頼できそうな生物学的メカニズム 

     『 信頼できそうな生物学的メカニズムは、弱い RF や ELF 被曝について報

告されたほとんどの生物学的影響の論理的な説明になることを、私たちは

既に確認した（遺伝子毒性につながるフリーラジカルからの酸化ストレス

や DNA 損傷。非常に低いエネルギーで分子メカニズムは、病気につなが

るようだ。たとえば、酸化損傷につながる電子移動率の影響、突然変異と

異常な生合成に結びつく DNA 活性）。』（21 頁） 
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    『 中枢神経系への ELF からの損傷を伴う病気とがんについて、DNA を傷

つけるフリーラジカルの作用による酸化ストレスは、信頼できそうな生物学

的メカニズムだ。』（21 頁） 

  コ、電磁波の治療的使用 

    『 一定の種類の電磁場治療が実際にケガを治すことができると知ると、大

勢の人が驚く。』（21 頁） 

    『 電磁場は、現在の公衆被曝基準より遥かに低いエネルギーレベルで、

病気の治療に有効性があることを示してきた。これは明らかに疑問につな

がる。科学者は、体を治すことを証明する電磁場治療を利用する一方で、

電磁場被曝の有害影響をどのように議論することができるのか？ 

      医学的状態は、現在の公衆衛生基準より低いレベルの電磁場を使っ

て治療に成功した。これは、体が弱い電磁場信号を認識し、反応すること

を証明する方法の一つだ。そうでなければ、これらの医学的治療は働くこ

とができない。FDA（訳注：米国食品医薬品局）は電磁場の医学的治療

装置を承認しているので、明らかにこの逆説に気づいている。』（21 頁） 

  サ、小括 

    以上のとおり、本報告は、電磁波による現実に発生している被害と、その

発生のメカニズムまでの明らかにしたのである。 

    この報告が全面的に否定されることはありえず、今後の研究の進展によっ

てこの報告が正しいと証明されていくであろう高い蓋然性が存するのであ

る。 

      以上の検討の結果として、当然のことであるが、すでに指摘したとおり大

分地裁判決はこの報告を全面的に正しく理解していないことが明らかであ

る。      

  （6）電磁波による臨床的、生物学的影響はすでに確立されている。 

    以上のとおり、煩をいとわず、詳細な検討を行った。 

    控訴人らは、結論は自明だと考えている。現在の基準値よりはるかに低い
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電磁波のレベルで、しかもそれは実際に携帯電話基地局から原告らに到達

している電磁波の曝露量、あるいは携帯電話そのものの使用による曝露量に

よって、人は健康被害をもたらす生物学的影響を受けている事実はすでに充

分証明されている、という結論である。「被控訴人ら（総務省もまた）それを否

定する科学的証拠を持っていない」ということが現時点ですでに明らかなので

ある。 

    これらの研究成果を否定し、「生物影響と健康に有害な影響が発生しない

下限がわかるまで」被控訴人の本件操業を許し、控訴人らを人体実験のモル

モットとすることを容認することは明らかに誤っており、「愚か」なのである。 

 10、被控訴人の反証の程度 

(1) 被控訴人の反証の概要 

これまで述べてきたような控訴人らの立証に対して、被控訴人の主

張は、本件中継基地局からの電波が、電波防護指針をふまえた電波法

施行規則第２１条の３が定める基準値（以下「電波防護指針値」とい

う。）を下回っているから安全だ、というものである。 

   そして、その根拠としては、主に 

    ① 電波防護指針がその策定経緯から信用できること 

    ② 総務省及び生体電磁環境研究推進委員会の見解 

    ③ 国際非電離放射線防護委員会（ＩＣＮＩＲＰ）の見解 

    ④ ＷＨＯの見解 

  を上げている 

   また、原告が証拠として提出している研究結果に対する反証として、 

    ⑤ 野島俊雄の証言及び意見書 

  を上げている。 

被控訴人の反証としては、ほぼ上記の５点にまとめられるところで

あるが、このいずれも控訴人らの上記立証を覆すものではない。 

 (2) 電波防護指針値が安全値ではないこと 
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ア、電波防護指針策定のメンバー 

そもそも、電波防護指針の答申をした電気通信技術審議会委員は、

１９人の委員の内、３名が電話会社の役員、３名が放送関係者、４名

が家電メーカーの役員、１名は移動無線関係団体の顧問と、その半数

以上が、電波の利用を推進したい立場にいる委員で構成されている。 

そのような委員会が、健康被害を優先して電波防護指針を提案する

はずがなく、できる限り電波の利用可能な範囲を広くする方向で検討

したのが電波防護指針なのである。 

まさにバイオイニシエイティブ報告が次のとおり指摘しているこ

とが正しいことの典型的実例なのである。 

「いくつかの団体は、現在の（その不適切な）基準を緩めるよう、

実際に勧告している。なぜ、こんなことが起きたのか。理由の一つは、

ＥＬＦとＲＦの被爆制限が、「伝統的に勧告を作ってきた専門機関に

属する科学者と技術者の団体によって作られ、政府機関がそれらの勧

告を採用してきたことだ。基準設定のプロセスは少なく、たとえあっ

たとしても利害関係がある外部の専門的技術者や商業上の関心と密

接に結びついた利害関係者から提供される。公衆衛生の専門家が定め

たものを受け入れるというよりは、許容できるリスクと有害さの証拠

に関する企業見解の影響力が最も大きい。」 

イ、電波防護指針の目的 

電波防護指針が電波の利用可能な範囲を広くする方針の下でなさ

れたことは、答申の冒頭に書かれた「はじめに」にも現れている。 

「はじめに」は、「近年の社会・経済活動及び情報化の著しい進展

に伴い、電波利用分野における需要は高まる一方である。」という一

文から始まり、様々な分野で電波が利用され、生活の中で電波を幅広

く利用することの必要性を長々と論じている。 

そして、その後に、「電波が、生体に好ましくない影響を及ぼすの
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ではないかという不安や疑問が提起されている」と述べ、電波の危険

性が単なる不安感に過ぎないかのような表現をした上で、「我々の日

常生活の範囲においては非常に弱いエネルギー分布であり、懸念され

るような生体作用が起きることはほとんどないと考えられている。」

として、電波の健康被害は考慮するに値しないということを述べてい

るのである。 

ここまでの文章からしても、電波防護指針が決して「電磁波の危険

性から健康を守る」という視点ではなく、国民の不安を押さえ込める

範囲で、「電波をできる限り多く利用する」という視点から定められ

たことは明らかである。 

ウ、電磁波の熱作用しか考慮していないこと 

電波防護指針については、その策定に際して、「電波防護指針にお

いて対象とする電磁界の生体作用は、熱作用、刺激作用に限定した。」

（乙１０・１４頁）と明言している。 

そして、その理由を、「熱作用、刺激作用以外のその他の作用につ

いては、生体内の現象と関連した状態で確認されたものではなく、人

の健康に支障を及ぼすという事実も示されていない。」（同頁）として、

非熱作用については人の健康を害することを示した研究結果がない

かのような説明している。 

しかし、この答申が出された平成２年６月２５日の時点でさえ、非

熱作用による健康被害の研究結果は十分に存在していたのであり、そ

うであるにもかかわらず、上記のような表現をしていることが、電波

防護指針が決して「電磁波の危険性から健康を守る」という視点では

ないことを示している。 

そして、この答申が出された平成２年以降、既に詳細に述べたとお

り、電磁波の非熱作用による健康被害についての研究結果が山のよう

に発表されているのである。 
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 エ、バイオイニシエイティブ報告書の指摘 

前述のとおり、バイオイニシエイティブ報告書は、アメリカ、オー

ストリア、デンマーク等の複数の国から参加した１４人の科学者、公

衆衛生と公衆政策の専門家によって、電磁場の科学的証拠を立証する

ために書かれたものである。さらに、作成者以外の１２人の外部の評

者が調べ、報告書を精緻なものにしている（甲１５９の２・４頁）。 

同報告書については、欧州議会において「電磁場に関するバイオイ

ニシエイティブ国際報告を大いに考慮する。」と高く評価し、携帯電

話の厳しい安全基準を勧告することを採択した（甲２１３）。 

また、フランスで基地局の撤去を命じたベルサイユ控訴院判決にお

いても、同報告書について、「提出者についてはその大学称号と過去

の業績が真面目さを証明しており」と、その作成メンバーの信用性を

認めている（甲２１０の１）。 

このように、同報告書は、非常に高い信用性があり、各地で高く評

価されているものである。 

このバイオイニシエイティブ報告書（甲１５９の１、２）では、「現

在の公衆衛生基準の問題」として「過去数十年間、加熱作用（または

誘導電流）が全く発生しないはるかに弱いレベルのＲＦとＥＬＦ被曝

で、生物影響やなんらかの有害な健康影響が起きるという論理的な疑

いを考えずに、限度値は設定されてきた。いくつかの影響は、加熱作

用が不可能な現在の公衆安全限度値の数十万分の一で発生すること

が示された。」（同７頁）と述べた上、「熱制限は時代おくれで生物学

に基づいた被曝基準が必要だ」（同８頁）とまで述べている。今や、

電磁波の非熱作用による健康被害が存在することは、世界の常識とな

っているのである。 

 オ、小括 

したがって、「熱作用、刺激作用以外のその他の作用については、
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生体内の現象と関連した状態で確認されたものではなく、人の健康に

支障を及ぼすという事実も示されていない。」ことをもって電磁波の

非熱作用を考慮せずに策定された電波防護指針の正当性は、現在では

完全に崩れ去っているのである。 

よって、電波防護指針は、そもそも控訴人らの立証に対する被控訴

人の反証の材料とはなり得ないものなのである。 

 (3) 生体電磁環境研究推進委員会の報告書に信用性がないこと 

ア、信用性がない推進委員会報告書 

被控訴人は、電波防護指針値を下回っていれば安全であるとの根拠

として、総務省及び生体電磁環境研究推進委員会の見解を上げ、その

集大成とも言えるものが、平成１９年４月２７日付けの生体電磁環境

研究推進委員会の報告書（乙５２、以下「推進委員会報告書」という。）

である。 

しかし、推進委員会報告書は、そもそもその作成に関わったメンバ

ーが偏っていること、及びその内容が中立公正なものではなく、偏っ

た見解に基づくものであることから、全く信用性がないものである。 

イ、報告書作成メンバーの不公正 

推進委員会報告書作成に関わった委員３５人の内、約半数にあたる

１７人の委員が、電磁波による健康被害が認められ、電波の規制が現

在よりも厳しくなると困る立場にいる電波産業界関係者である（乙５

２・２６５、２６６頁）。 

しかも、被控訴人の元従業員であり、後述のとおり現在でも被控訴

人のために偏向し、かつ荒唐無稽な意見を出し続けている野島俊雄氏

も委員の１人である（同２６６頁）。 

したがって、推進委員会報告書は、決して中立的・客観的な報告書

ではなく、いわば被控訴人側が作成したものに近いといえるであろう。 

上記委員は、当然、電波利用の基準が現在のままでも安全だ、とい
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う結論を出したいという、偏った意見を持った者たちであり、このよ

うな委員により作成された推進委員会報告書も、先に、現在の基準で

も安全であるという結論ありきの報告書である。 

ウ、安全だという研究のみを選別していること 

（ア）推進委員会報告書は、「研究結果のまとめ」の中で、「電波の健康

影響に関して優先課題としてあげられた研究課題の検討結果では、

いずれも悪影響の可能性は見出せなかった。」と結論付けている（乙

５２・２０９頁）。 

   しかし、これまで述べてきたように電磁波の健康影響の研究とし

ては、日本を含めた世界各国で、疫学研究、動物実験、細胞実験、

臨床試験等、様々な種類の研究で、電磁波の健康被害を認める結果

が出ているものが多数存在している。 

   そうであるにもかかわらず、「悪影響の可能性は見出せなかっ

た。」と結論付けていること自体、電磁波に関する研究を公正に判

断しいないことのなによりの表れである。 

（イ）特に強調したいのが、バイオイニシエイティブ報告書との完全な

矛盾である。 

    前述のとおり各地で高く評価されている同報告書において、「世

界のほとんど全ての国で、電磁波レベルを制限する現在の公衆安全

基準が数千倍緩いのは明らかで、変更が必要だ。」（同５頁）「バイ

オイニシエイティブ・ワーキング・グループのメンバーの明確な意

見の一致は、現在の公衆安全限度値はＥＬＦとＲＦのどちらも不十

分だということだ。」（同７頁）と、現在の公衆安全基準が緩すぎる

ことを指摘し、電磁波の熱作用のみを考慮して基準を策定するのは

間違っており、非熱作用も考慮すべきであることを示している。 

    さらに、携帯電話基地局についても、「これらの被曝が一般の人々

に影響を与えるパルス波のＲＦについて、勧告される警告的な目標
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レベルは、０．１μＷ／ｃ㎡だ。屋外の累積的なＲＦ被曝について、

０．１μＷ／ｃ㎡の予防的制限が採用されるべきだ。」（同２５頁）

としており、携帯電話基地局からの電磁波についても、基準を厳格

にすることを求めている。 

そして同報告書は、上記のように主張する根拠として、前述のと

おり多数の科学的根拠を示している。 

 （ウ）このバイオイニシエイティブ報告書が作成されたのは、２００７

（平成１９）年８月３１日であり、推進委員会報告書が作成された

わずか４か月後である。そうであればバイオイニシエイティブ報告

書で採用された多数の科学的根拠は、当然推進委員会においても検

討可能だったはずである。 

そして、バイオイニシエイティブ報告書では、これら多数の科学

的根拠に基づいて、明確に「現在の公衆安全基準が数千倍緩い」と

断言しているのである。それにもかかわらず、推進委員会報告書は、

「現時点では電波防護指針値を超えない強さの電波のばく露が、非

熱作用を含めて健康に悪影響を及ぼすという証拠は認められない」

などと結論付けている。もし、推進委員会がバイオイニシエイティ

ブ報告書で検討された多数の科学的根拠を誠実に検討していれば、

このような結論になるはずがない。 

このことからも、推進委員会報告書が、いかに世界の研究成果を

公正に判断していないかが明らかとなっている。 

 

エ、報告書の内容についての問題点 

また、委員会報告書の内容だけ見ても、以下のとおり、電波防護指

針値を下回っていれば安全であるという結論を出すために、論理的で

なく不公正な内容になっている。 

（ア）例えば、同報告書には「聴神経鞘腫に関する（中略）携帯電話端
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末使用による（中略）特に１０年以上の長期使用者で発症リスクの

増加を認めたとするスウェーデンからの報告は無視できない」（乙

５２・４２頁）と記載されている。 

また、本報告書の参考資料３・ＷＨＯ「科学的に不確実な分野に

おける公衆衛生政策のオプションを導くための枠組み」にも「過去

１０年間に、携帯電話の利用は劇的に増加した。つまり約１０年以

上ばく露されている人は、ほとんどいない。入手可能な証拠は、携

帯電話の利用による重大な健康リスクが確認されていないという

事を概ね再保証している。しかし、より多くの人々がより長期間そ

れらを利用するまでは、論理的には重大な健康問題の可能性を排除

できない」（同２９２頁）と記載されている。 

このように「無視できない」研究報告が存在し、「重大な健康問

題の可能性を排除できない」とも指摘されているにもかかわらず、

本報告書の結論としては長期曝露による健康影響について否定的

な記載のみを行い、電波防護指針が適正であるかのような結論を述

べている。 

（イ）また、委員会報告書は、前述ＲＥＦＲＥＸプロジェクトの発表に

ついて、「ＲＥＦＬＥＸプロジェクトで陽性効果として報告された、

低出力（ＳＡＲは１．３、１．６及び２．０Ｗ／ｋｇ）電波ばく露

による細胞の小核頻度上昇に関して、予備な検証実験を行った。細

胞は同系統のヒト白血病由来ＨＬ－６０細胞を用いた。ＲＥＦＬＥ

Ｘとの周波数は異なり（ＲＥＦＬＥＸ：１、８００ＭＨｚ、本研究：

２，４５０ＭＨｚ）、電波のＳＡＲでのみの比較実験であるが、本

研究結果から、小核頻度の上昇は認められなかった」（同１３７頁）

などとしている。 

しかし、ＲＥＦＬＥＸプロジェクトは、「電磁波の生態影響研究

は、これまで再現性の確保が難しいと指摘されて」おり、「その背
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後に、必ずしも統一されて来なかった実験プロトコル、解析手法」

があったことから、「これを改善するために、プロジェクト内で共

通の曝露装置を用い、得られた結果をプロジェクト内の他の研究グ

ループで追試を行えるようにした。」ものである（甲１４７・２頁）。

ＲＥＦＬＥＸプロジェクトと異なる「予備な検証実験」で結果が再

現されなかったとしても、ＲＥＦＬＥＸプロジェクトの発表内容の

信頼性は全く揺らがないのである。 

（ウ）さらに各国の電波防護規制に関しては、前述のとおり、スイスの

４．２ないし９．５μＷ／ｃ㎡、ロシア、ポーランド、ブルガリア、

イタリアの１０μＷ／ｃ㎡、中国の３８μＷ／ｃ㎡など、ＩＣＮＩ

ＲＰの基準よりも遥かに低い値により規制を行っている国が複数

あり、それを推進委員会報告書の中に明記しているにもかかわらず

（乙５２・１９８ないし２０１頁）、「世界各国における電波防護規

制は概ねＩＣＮＩＲＰの指針値と同等の値を採用しており、大きな

差がないことが確認できる。」（同１９４頁）などと結論付けている。 

 オ、推進委員会報告書自体今後の検討が必要としている 

   このように、推進委員会報告書は、電波利用の基準を現状のまま維

持したい者たちによる不公正な内容のものとなっているのであるが、

その推進委員会報告書ですら、今後の基準の変更の可能性を認めざる

を得なかった。 

   すなわち、推進委員会報告書は、「本委員会で実施した研究を含め、

その後の多くの新しい研究結果が得られている。これらの結果を踏ま

えて、防護指針に関する再検討が必要であるといわれている。」（同２

０７頁）と述べた上で、研究成果についても「これらの研究で、電波

による健康影響の可能性について、すべてが解明されたわけではない。

（中略）諸外国の一部の研究には、さらなる研究の必要性を示唆して

いるものもある。的確な実験計画の下で、引き続き研究を継続するこ
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とが必要である。」（同２０９頁）と述べており、現在の基準が絶対で

はないことを認めている。 

   一方でこのように指摘していながら、他方で現在の基準が安全であ

ると断言していること自体、この報告書の矛盾を表しているといえる

が、この不公正な報告書ですら、世界の研究の流れが、現在の基準以

下の電磁波による健康被害を認める方向に向いていることを認めざ

るを得なかった証であるといえる。 

カ、推進委員会報告書のまとめ 

以上のとおり、推進委員会報告書は、作成者が被控訴人側といえる

ものであり、その内容にも不合理な部分が多いので、作成者の証人尋

問を経ていない本件訴訟においては、到底証拠としての信用性を認め

られるものではない。当然のことであるが、控訴人らはこの信用性を

明らかにするため、同委員会委員長上野照剛を証人として調べるよう

証人申請したが御庁はあえて採用しなかった。万一御庁裁判所がこの

文書を被控訴人主張を認める根拠資料とされるのであれば、当然控訴

人らの上記主張立証を覆すにたりる「科学的根拠」にもとづいて、本

文書の「科学的正当性」を判示しなければならないと考える。 

 (4) ＩＣＮＩＲＰが時代遅れであること 

 ア、ＩＣＮＩＲＰガイドラインは、1998 年つまり 10 年前に策定された

ものであり、当時においては、マイクロ波による慢性影響（非熱効果）

について、全く解明が進んでいなかったため、当時科学的に確実と認

められていた急性影響（特に熱作用）に関する研究報告において明ら

かにされた被曝強度に 50 倍の安全率を掛けて策定されたものにすぎ

ない。 

このことは、ＩＣＮＩＲＰガイドライン自体がその解説（乙１３・

５頁）において、「がんリスクの増加等曝露の長期的影響の可能性に

ついて、疫学研究では、ガイドラインのレベルをかなり下回るレベル
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の曝露と発がん作用の可能性との関連を示唆はするものの、・・・得

られているデータは曝露制限設定の根拠とするには不十分である」と

述べて、慢性影響に対する防護指針になっていないことを認めている

ところである。  

 イ、このＩＣＮＩＲＰガイドラインについても、前述したバイオイニシ

エイティブ報告書において問題が指摘されている（甲１５９の２）。 

これまでも指摘してきたが、バイオイニシエイティブ報告書は、ま

ず、「世界のほとんど全ての国で、電磁波レベルを制限する現在の公

衆安全基準が数千倍緩いのは明らかで、変更が必要だ。」（同５頁）「バ

イオイニシエイティブ・ワーキング・グループのメンバーの明確な意

見の一致は、現在の公衆安全限度値はＥＬＦとＲＦのどちらも不十分

だということだ。」（同７頁）として、ＩＣＮＩＲＰガイドラインが基

準として緩すぎることを指摘している。 

そして、その根拠として「過去数十年間、加熱作用（または誘導電

流）が全く発生しないはるかに弱いレベルのＲＦとＥＬＦ被曝で、生

物影響やなんらかの有害な健康影響が起きるという論理的な疑いを

考えずに、限度値は設定されてきた。いくつかの影響は、加熱作用が

不可能な現在の公衆安全限度値の数十万分の一で発生することが示

された。」（同７頁）ことを挙げ、熱作用等の急性影響のみを考慮した

ＩＣＮＩＲＰガイドラインが問題であることを指摘している。 

さらにバイオイニシエイティブ報告書は、「熱制限は時代おくれで

生物学に基づいた被曝基準が必要だ」（同８頁）とまで述べている。 

そして、「現在のＩＣＮＩＲＰ限度値は、時代遅れで間違った仮定

に基づいている。これらの限度値は、もはや公衆衛生を守るとは言え

ず、置き換えられるべきだ。」（同２３頁）として、ＩＣＮＩＲＰガイ

ドラインが間違っていることを勧告している。 

その上で、高周波については、前述のとおり０．１μＷ／ｃ㎡とい
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う、ＩＣＮＩＲＰガイドラインの１万分の１という低い基準を勧告し

ているのである（同２５頁）。 

 ウ、実際に、ルクセンブルク、スイス、ロシア等、電磁波の規制として

ＩＣＮＩＲＰガイドラインより厳しい基準が増えている。  

   また、欧州議会は、２００８年９月１８日、携帯電話の厳しい安全

基準を勧告することを５２２票対１６票という圧倒的多数で採択し

た（甲２１３）。  

これらのことからも、ＩＣＮＩＲＰガイドラインがもはや基準とは

なりえないことを示している。  

 エ、また、後に詳論するベルサイユ控訴審判決も、バイオイニシアティ

ブ報告を引用して、このガイドラインが人を保護する基準としては認

められないという判決を示している。  

 オ、したがって、ＩＣＮＩＲＰも電波防護指針と同じく、控訴人らが立

証した電磁波の非熱効果による健康被害に対する反証とはなりえな

いのである。 

 (5) ＷＨＯは確定的な見解を出していないこと 

 ア、被控訴人は、ＷＨＯが携帯電話や基地局からの電波について、健康

への悪影響が認められないことを明確に述べていると主張する。 

   しかし、ＷＨＯは、あくまでその時期までに、ＷＨＯが集めた証拠

に基づく一定の見解を示しているにすぎない。 

例えば、２００６年５月に発表されたファクトシートＮｏ．３０４

（乙４１）にしても、あくまで「これまでに集められた研究結果を考

慮すれば」という前提で、「基地局及び無線ネットワークからの弱い

ＲＦ信号が健康悪影響を生じるという明白な科学的証拠はない。」と

しているにすぎない。「健康悪影響を生じるという明白な科学的証拠」

がないとしているだけであり、「健康悪影響が生じないという明白な

科学的証拠がある」と認めているわけではない。いわば、ルンバール
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判決でいう「一点の疑義も許されない自然科学的証明」がなされたわ

けではない、というのがＷＨＯの見解である。 

 イ、実際に、ＷＨＯ自体が、さらなる研究の推進が必要であることを認

めており（乙５２・２１７頁）、上記ファクトシートにおいても、「Ｗ

ＨＯは依然として、携帯電話からのより高いＲＦ曝露による何らかの

健康影響画（＝が）あるかどうかを決定するための研究を推進してい

る。」としている（乙４１）。 

ＷＨＯでは、現在も電磁波の健康影響についての検討が進められて

おり、新たに高周波の環境保険基準を作成中で、２００９年の発表が

予想されている（甲２０６）。 

そのようにＷＨＯが現在でも検討を進め、新たに高周波の環境保険

基準を作成中であることこそ、ＷＨＯが高周波による健康影響の危険

性がないと考えているわけではないことの現れである。 

なお、ＷＨＯが上記ファクトシートにおいて更なる研究を推進して

いることは、ベルサイユ控訴院判決においても判決理由として考慮さ

れている。 

 ウ、そもそも、ＷＨＯの見解は、学術雑誌の査読を受けておらず、どの

専門分野を有するどのような専門家がどの部分を責任もって作成し

たのか全く明らかではないし、検証不可能な内容をもとにしたものも

少なくない。これら委員会や審議会のメンバーの利益相反のチェック

も全くなされた形跡がない。したがって、科学的には控訴人らが提出

したような研究結果を覆すに足りるものではない。 

 エ、よって、ＷＨＯの見解も、控訴人らの立証を覆すに足りる反証とは

いえない。 

 (6) 野島意見が荒唐無稽であること 

 ア、原審で被告側証人として証言し、控訴審においても意見書（乙４２）

を提出している野島俊雄氏は、もともと被控訴人ＮＴＴドコモの従業
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員である。 

   そして、野島氏には科学の基礎的な知識も疫学の知識も欠落してお

り、その意見に信用性がないことは、既に述べたとおり原審における

証人尋問において明らかとなっている。 

 イ、さらに、各分野の専門家の意見書や証人尋問からも、野島氏の意見

に信用性がないことが明らかになっている。 

   まず、疫学の専門家である津田教授の平成 17 年 8 月 7 日付け意見

書（甲１２８）においては、野島氏に対し、「完全に転倒した野島証

人の考え方」、「環境曝露による人体への影響を考慮する際に最も基本

的な知識が欠如している」、「野島証人の考えは間違っている」、「疫学

理論や、交絡要因に関する理論を全く知らない」と述べた上で、「基

本的な疫学知識を欠いている」ことによる野島氏の意見の誤りを具体

的に指摘している。 

さらに、御庁に係属している別件同種事件における津田教授の証人

尋問においても、「野島先生の経歴から言って、ほとんど疫学のこと

も御存じないし、ヒトにおける発ガン分類の話なんかも御存じないし、

それに関する研究をされたことも教育を受けたこともなさそうです

ので、御存じないんじゃないかな」（甲１８７の１・２１項）「そうい

うことを言うこと自体がナンセンス」（同６３項）と、野島証人に疫

学知識が全く欠如していることを証言している。 

ウ、また、理論物理学及び生物物理学の専門家である東北大学の本堂毅

氏の大分地裁における別件同種事件の証言によれば、「自由エネルギ

ーの概念を理解せずして、非熱作用というものが理解できないという

ことも疑う余地のない」（甲１５０の２・１７１項）が、自由エネル

ギーという概念は「物理学のみの概念ではなくて、すべての科学の基

礎になるべき、（中略）極めて基礎的な概念」（同１７２項）、「理系す

べての学生にとって基礎となる概念」（同１８５項）である。 
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しかし、野島氏は、その極めて基礎的な概念である自由エネルギー

という概念について、よく分からないと証言している（原審第１２回

野島証言５７ないし６１項）。このことについて、本堂氏は、理系す

べての学生にとって基礎となる概念である自由エネルギーをよく分

からない野島氏が、そのようなことすらよく分からない野島氏が生体

電磁環境研究推進委員会のメンバーであることが「驚くべきこと」だ

と証言し（甲１５０の２・１８６項）、野島氏の科学的知識の欠如に

ついて痛烈に批判している。 

 エ、このように、野島氏は、科学の基礎的な知識も、疫学の知識も欠如

していることが明らかであるにもかかわらず、控訴審においても、海

外の電磁波による健康被害を認めた研究結果に対して口先だけ、筆先

だけの批判を行なう意見書を提出してきた（乙４２）。 

   しかし、科学の基礎的な知識も、疫学の知識も欠如している野島氏

の上記意見書に信用性は全くない。 

   仮に被控訴人が、野島氏の上記意見書に信用性があると主張してい

るのであれば、控訴審においても野島氏の証人尋問を申請すべきであ

るにもかかわらず、被控訴人はそれをしていない。そのことも野島氏

の意見に信用性がないことの現れである。 

 (7) 反証が不十分であること 

   以上のとおり、被控訴人の反証は、どれも控訴人らの立証を覆すに

至っていない。 

（8） 小括 

すでにくり返し指摘したとおり、原判決や大分地裁判決は、控訴人ら

が証明した「科学的根拠資料」を大体そのまま判示し、「他方」といっ

て被控訴人主張の「健康被害全てを否定する公的機関の見解等」を対置、

いずれの主張も「さらに今後の研究の必要性を求めている」ので、「現

段階では具体的正当性は認められない(高度の蓋然性は認められない)」
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と結論したのである。 

しかし、控訴人らが主張立証した「科学的研究成果」と、被控訴人が

主張立証した「公的機関の見解」とでは、その「科学的正当性」におい

ては、とうてい対置されるようなものではないことが明らかである。「公

的機関の見解」なるものは、その非科学性が多くの科学者によって「時

代おくれ」と評価されているものにすぎないのである。 

原審裁判所、大分地裁は、この明白な事実に目をふさいでいるにすぎ

ない。御庁裁判所は、被控訴人主張の「公的機関の見解」が限界つきで

なされていることを事実と道理にもとづいて正しく判断すべきなので

ある。 

 11、健康被害は現実に生じている 

（1）控訴人らの立証した健康被害 

   以上のとおり、第一に携帯電話基地局周辺に現実に発生している被

害、第二に電磁波過敏症の患者が現実に存しており、すでに公認して

いる国もあること、第三に放送塔周辺に現実に発生している被害、第

四に携帯電話の使用により現実に発生している被害（ガン及び他の被

害）、第五に電磁波によって生じる細胞への影響、遺伝子への影響、

生殖作用への影響などの動物実験、その作用のメカニズム、までも明

らかにした。 

   すでに、科学的に根拠ある研究成果が疫学研究、動物実験、生物学

的研究などが総合されて、矛盾のない一致した研究成果が集積されて

いることが明らかである。 

   控訴人が、人身被害の発生の蓋然性について、どの程度の立証を行

うべきなのかについては、さらに次項で論じるが、本項において述べ

た結果だけでも、携帯電話基地局の電磁波によってすでに人身被害が

発生しており、少なくとも発生の具体的恐れが存することは極めて明

白であり、高度の蓋然性が認められると認定すべきであることこそが
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条理であり、合理的判断だ、と考えられる。 

   被控訴人はそれに対し、科学的根拠に基づく反論、反証を行ってい

ないのである。口先で科学的根拠のデータも示さずに否定しているに

すぎないのである。 

（2）控訴人らの立証は疫学４条件を充足している。 

 ア、すでに本項冒頭において控訴人らは本件携帯基地局からの電磁波

によって、控訴人らが健康被害を受ける具体的危険性の因果関係判

断は、ルンバール際高裁判決に従うべきだと主張した。 

   また、ルンバール判決の具体的適用例として九州予防接種訴訟福

岡高裁判決が示したいわゆる白木４原則を要件として充足すること

により因果関係を認定すべきだ主張した。いわゆる、よみがえれ！

有明訴訟佐賀地裁判決は、この白木４原則はいわゆる疫学４条件と

同一趣旨だという判断を示した上で、それを充足すれば因果関係が

存在すると認められるという考え方を肯定した。 

 イ、控訴人らが立証した証明資料は、その一つ一つの資料判断におい

ても、この疫学４条件を４分証充足していることが明らかである。 

  すなわち、①その因子が発症する前に作用するものであること、

の第一条件を満たすことは当然の前提資料である。②その因子の作

用する程度が著しいほど、その疫病の罹患率が高まること（量反応

関係、白木はこれを症状の折れまがりと説明している）。 

  第二条件もまた満たしている。野島証人が、疫学調査研究のうち、

この条件を充足していないかのごとく指摘した論文についても、す

でに論じたとおり実はその指摘が野島証人の疫学研究についての不

勉強、知識の欠如による誤ったものであることが自明である。 

  ③第三条件のその因子が除去されたり、それを持たない集団では、

罹患率が少ないこと（消去の条件）の充足について、被控訴人は全

面的に争っている。とりわけ、交絡因子の検討が充分でないという
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指摘である。この第三条件は白木４原則の「他原因が存しないこと」

と同趣旨である。この条件の立証責任について九州予防接種訴訟福

岡高裁判決が示した判断をすでに指摘し主張した。すなわち、他の

３要件の立証程度がより高度であるほどこの要件の立証の程度は軽

減され、原因者側がより高度の反証責任を負う、という判断である。  

  もちろん、その判断以前の前提として、被控訴人主張の交らく因

子の適切な排除は、そもそも疫学調査の大前提であり、当然に排除

されているし、どうしても排除できない部分についても、一定の統

計的計算処理を行うことにより、「誤差」として、あるいは「危険率」

として、当然判断条件として考慮されているのである。 

  ④の因子が作用するメカニズムを生物学的に際限なく説明できる

こと（生物学的妥当性の条件）についても、充分に立証したことは

明白である。 

  ガン、生殖機能、脳神経、遺伝子の変化などについて、その生物

学的妥当性、発病のメカニズムについても充分な研究成果を示した。 

ウ、従って、健康被害発生の恐れなどではなく、現実に被害が発生し

ている事実、因果関係が十分に認められる事実を主張立証したので

ある。 

（3）「公的見解」は絶対ではない 

   もちろん、被控訴人がべったりと寄りかかり、原審裁判所も何の科

学的な内容を検討することもなく無条件で採用した「公的機関の見

解」なるものも、現時点においては、とうてい科学的には認められる

ものではない事実も明らかにした。 

   私たちは、これまで数多くの裁判で争われた公害、薬害、労災職病

などによる多量被害発生の事実を知っている。 

   その原因として、厳しく指摘されている事実は、これらの裁判で争

われた被害の圧倒的大部分は、けっして国の基準、法の判断を逸脱し
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た事件などではなかった。 

   その意味では、「自明の、一見明白な違法行為による被害発生」な

どではけっしてなかった、という事実である。 

   九州で発生した重大な被害である水俣病、カネミ油症、いずれもそ

の典型である。水俣病は、原因企業チッソが、国の「基準」に違反し

た排水を流したために発生したのではけっしてない。 

   むしろ、当時の国の排水基準には無条件で適合していたし、さらに

恐るべきことに、当時の国の上水道として使用してよい基準にまで適

合していたのである。現時点で約４万人に近い被害者を発生させてい

るチッソの排水は、当時の国の基準では上水道の水源としても使用可

能な水質であったという事実を私たちはけっして忘れてはならない

のである。もちろん、カネミ油症事件においても、原因物質 PCB は、

国の基準では、何の規制も受けてはいなかった。すなわち、PCB を

食品製造に使用したこと自体、何の国の基準違反行為ではなかったの

である。その結果、生じた被害の重大さは恐るべきものがある。もち

ろん、原因物質として、ここ数年、事件発生以来約 40 年を経て、実

はジベンゾフラン、コプラナーPCB など、ダイオキシン類による被

害の人体実験であったという事実が、ようやく国によって認められて

いる。 

   原判決や大分地裁のように「公的機関の見解」なるものを、無条件

で正しいと本当に判断して良いのか、それは誤りであることは自明で

ある。裁判所が、自分の眼で、自分自身の判断として、その正しさを

検討すべきなのである。私たちは何度も何度も、何の反省もなく同じ

誤りを繰り返してはならないという反省のうえにたって、健康被害発

生の蓋然性判断を求めているのである。 
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第６ 本件中継基地局により控訴人らが受けている被害 

 １ 研究結果から導かれる被害 

   上記第３ないし第５で詳細に述べてきたように、本件中継基地局か

ら送信される電磁波の強度であれば、控訴人らも既に当然に健康被害

を受けている。 

   もっとも、電磁波による健康被害の内、その多くは電磁波の慢性影

響によるものであって、影響が現れ始めるまでに１０年や１５年の期

間がかかるものである。例えば、これまで述べてきたとおり電磁波に

よりガンの発生リスクが高まることについて多数の研究が存在して

いるが、そのほとんどが１０年以上被曝した場合のリスク上昇につい

ての研究である。 

したがって、本件基地局が設置されてから、まだ１０年も経ってい

ない現在では、目に見える健康被害が数多く生じているわけではない。

しかし、控訴人らの身体は、毎日危険な強度の電磁波を受け続けてお

り、確実に健康被害は生じているのである。 

   さらに、控訴人らの中には、次のとおり既に現実の被害が生じてい

る者も存在する。 

 ２、控訴人らの現実の健康被害 

 (1) 北里大学による所見 

ア、控訴人らの一部は、北里研究所病院の宮田幹夫医師により、電磁波

による現実の健康被害が現れている旨の所見を受けている。 

イ、まず、控訴人川勝聖一は、自律神経機能検査、眼球追従運動検査に

ついて、明らかな異常検出されている。 

また、平衡機能検査では、台の上に乗った時、体重の重心が非常に

揺れるという異常が検出されている。 

これらの異常所見について、宮田医師は、神経系の機能検査で異常

が検出されるということは、患者の症状が思い込みのような精神的な
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ものではなく、身体的な不調であることを明らかに示している、と述

べている。 

その上で、控訴人川勝聖一の上記症状は、長期の電磁波曝露による

愁訴の出現の可能性が高い、と所見を述べているのである。（以上、

甲２０３の１） 

ウ、次に、控訴人川勝康代及び同川勝信之は、自律神経機能検査につい

て、明らかな異常検出されている。 

この異常所見についても、宮田医師は、両者ともに、長期の電磁波

曝露による愁訴の出現の可能性が高い、と所見を述べている。（以上、

甲２０３の２、３） 

 (2) 研究結果との一致 

 ア、以上の控訴人らに神経系の機能検査で異常が見られたことは、これ

まで述べてきた電磁波による健康被害の研究結果と一致するもので

ある。 

 イ、電磁波により神経系に異常を来たすことについては、多くの研究結

果が存在している。 

   前述したとおり、原審も弱いパルス状マイクロ波により神経細胞が

損傷を受けることが研究で明らかになっていることを認めている（原

判決２４頁）。 

また、宮田幹夫医師の意見書（甲２０７）における参考資料１５な

いし２２の論文は、すべて電磁波による神経系への影響を認めている

論文である。 

   さらに、バイオイニシエイティブ報告においても、「いくつかの被

曝状況の下で、人間の脳と神経系の機能が変えられることは、はっき

りと証明された。」（甲１５９の２・１６頁）として、電磁波が神経系

の異常を引き起こすことを明確に認めている。 

   控訴人らに神経系の機能検査で異常が見られたことは、このような
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研究結果と一致するものである。 

ウ、また、サンティニ論文（甲９６）、ナバロ論文（甲１２６)などの疫

学研究では、基地局周辺で頭痛、睡眠障害、集中困難、感情過敏など

の症状が多く見られることを示している。 

  この点、御庁係属の別事件における北里大学教授の坂部貢氏の証人

尋問においても、熊本市御領地区において実施された健康調査につい

て坂部氏は、サンティニ論文の場合と比較して、３００メートル以内

で体調不良を訴えている症状が一致していると証言している（甲２０

９・１０９項）。 

   また、バイオイニシエイティブ報告においても、「弱い無線アンテ

ナ電磁波に慢性的に被曝する人々は、睡眠障害（不眠）、疲労、頭痛、

めまい、ふらつき、集中困難、記憶障害（中略）といった症状を訴え

る。」（甲１５９の２・１６頁）ことを示し、「これらの病訴は、無線

技術がかなり発達し広く行き渡った国々では一般的で、一般の人々の

大きな懸念を引き起こしている。例えば、新しい第三世代携帯電話の

開始は、ほとんど同時に、一般の人々の病気の訴えを発生させた。」

（同頁）として、携帯電話の電磁波により、上記の症状が起きること

が今や常識であることを示している。 

   そして、上にあげた症状は、まさに電磁波により神経系に異常を来

たしたことを表しており、控訴人らに見られた神経系の機能検査にお

ける異常と一致しているのである。 

 ３、このように、控訴人らに既に現れた健康被害は、多数の研究で示さ

れてきた電磁波の健康被害の一部が現実に現れ始めていることを示

している。 

   今後も控訴人らの被害がより一層現実化してくるであろうことは、

これまでの主張してきた多くの疫学研究の結果からみて明らかであ

る。 
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   控訴人らの健康を守るためには、一刻も早く、本件基地局から放出

される電磁波を防護する必要がある。控訴人らを人体実験のモルモッ

ト代わりにすることをこれ以上許してはならないことは自明でもあ

る。 
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第７、被控訴人の操業は権利濫用、信義則違反である 

 １、原判決の判示 

   原判決は次のとおり判示した。 

  『上記の経緯によれば、被告は、2 年以上にわたって工事を遅らせ、

合計 17 回、住民との話し合いを行い、一応移転候補地の条件提示も

行っていたことが認められるところ、その間の被告の説明に不十分な

いし不的確なところがあったとしても、そもそも、前記 1、2 判示の

とおり、本件基地局には、電磁波による健康被害の具体的危険性も、

鉄塔倒壊の危険性も認められず、したがって、本来、どこに携帯電話

基地局を設置するかは法令の範囲内で被告の自由な裁量に委ねられ

るべきものであることも併せて考えると、被告の本件基地局建設が権

利濫用に該当するとは認められない』 

２、原判決判示は誤っており違法である。 

(1) まず、何よりも、当然健康被害をもたらすか否かについての判断の

誤りが、この判断の誤りになっていることである。しかも、仮に百歩

譲って、健康被害の控訴人主張が全面的に認容されないとしても、さ

らに控訴審において人身被害発生のおそれについて、単なる抽象的、

一般的な「不安感」などではなく、一定の科学的根拠を持って（少な

くとも基地局周辺において現実に健康被害が発生していることを明

らかにした研究論文を根拠として）、その研究論文が提唱している「基

地局は人家から 300ｍの距離をおくことが賢明である」ことを実行し

てほしい、と要望したことに対する被控訴人の対応を問うているので

ある。 

 そうであれば、たとえ二年以上、17 回にわたって話合いを行った

としても、その内容は、合理的な説明は行なわずに一方的条件を押し

付け、その条件を満たさない限り一切応じられない、というかたくな

な態度を少しもかえず、実質的には一歩も譲ることはしなかった、と
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いう経過を正しく判断すべきなのである。被控訴人は控訴審において

も、控訴人らが提供した代替地に建設できない理由、あるいはさらに

他の代替地を探すことが不可能である合理的理由を、何ら主張立証し

ない。交渉の場において被控訴人は何ら合理的理由も、その説明もし

なかった。その事実を正しく判断すべきなのである。 

 原判決は、形だけ話し合った形式を整え、回数を重ねればそれで足

りる、という結論になりかねない判示なのである。 

 この点においても、原判決は、形式論理を判示したにすぎず、一審

原告主張を充分理解し、その問いかけに正面から答えたとは評価でき

ないのである。 

(2) さらに、一審原告らの立証すべき健康被害の程度についても、充分

考慮し、現実に立証した健康被害のおそれの程度（割合）と、本件基

地局の工事差止前に移転を検討すべき義務との比較衡量をきちんと

判断すべきなのである。少なくとも控訴人ら主張はそうである。その

主張にも正しく答えてはおらず、理由不備の違法が存するのである。 

（3）ベルサイユ控訴審判決を参照すべきである。 

   控訴人ら主張と同じ問題について、正しく検討し、答えたのがまさ

にベルサイユ控訴審判決であった。すでに指摘したとおり、この判決

は中継基地局を原告らの居住地域から遠ざけることを求めるに足り

る程度の健康被害発生の恐れは充分に証明されていることを認めて

いる。 

   この控訴審判決は、けっして特別の判断を示しているのではない。

通常の民事訴訟の通常の合理的判断（条理、経験則に従うことである）

であることは明らかなのである。 
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第８、控訴人らは立証責任をつくしている 

 １、立証責任の考え方 

（1）控訴人ら主張は「予防原則」の採用ではない。 

   現時点で、本件のような生活環境の中で発生している住民生活侵害

や健康被害発生の有無を問う訴訟において、注目に値する異常な裁

判所の対応がある。 

   すなわち、その一つが「環境権」という主張に対する裁判所の反

応であり、もう一つは「予防原則」という主張に対する裁判所の反

応である。 

   この二つの主張（言語）を被害者らが発することは、誠に「魔法

のキーワード」といえる効果をもたらす。あたかも「開けゴマ」を

唱えると、壁がするすると開くような効果である。 

   もちろん、「環境権」と「予防原則」の呪文の効果は全く逆で、開

くべきドアが、この一語でにわかに一瞬にして固い壁に変わり、け

っして開くことはなくなってしまうのである。この言葉に直面する

と、裁判所はその言葉（主張）が発せられた瞬間、瞬時に全ての思

考を停止し、その具体的内容について、その事件に適用可能な何ら

のわずかな要素でも存していないのか、という思考を一切行おうと

はしない。その一切の思考を停止した状態において、判で押したよ

うにこれも切り文句の「呪文」、すなわち、「その主張は立法政策の

問題であり、当裁判所は採用しない」と唱えるのである。裁判所は

この魔法の呪文を唱えることによって、全て落着とするのである。

あたかもこわれたコンピューターが「計算できません」と繰り返し

ている光景が想起される。 

   従って、控訴人らは御庁裁判所にはけっしてそのような「思考停

止状態」に陥ってほしくないために、あえてこのキーワード、すな

わち、「予防原則」をけっして主張するものではない、と明確に宣言
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しておくこととする。控訴人らが主張しているのはけっして「立法

政策としての予防原則」ではない。現行法制度の下で、御庁裁判所

が行うべき「法的判断」を主張して、条理（合理的なものの考え方、

経験則）による判断を求めているのである、ということを繰り返し

指摘しておきたい。 

   控訴人らの主張は、これまで多くの裁判例で現実に容認されてき

たものにすぎないにもかかわらず、何故か電磁波の訴訟では、各地

の裁判所では真剣に検討すらしてもらえないにすぎないのである。 

（2）最高裁ルンバール判決の意味 

 ア、法的因果関係の認定方法 

   携帯電話基地局の電磁波により健康被害発生の蓋然性が存するか

否かの判断を行うに際し、基本となるべき最高裁判例は、法的因果

関係の認定方法について確立した判例となっている、いわゆるルン

バール事件判決である（最高裁第二小法廷昭和 50 年 10 月 24 日、

民集 29 巻 9 号 1417 頁）。 

   そこで、このルンバール事件最高裁判決を分析することにより、

本件控訴人ら請求を認めるために必要な立証の程度及び控訴人がそ

の立証を充分に行ったことを検討する。 

 イ、ルンバール判決の概要 

本判決は、「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自

然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の

事実が特定の結果を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明する

ことであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信

を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。」として

法的因果関係の主張立証の一般原則を宣明している。 

そして、本判決は、①患者の脳出血と本件発作、②本件ルンバールと

脳出血という２つの因果関係が肯定されることにより、患者の本件発作とそ
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の後の病変が本件ルンバールによるものといえるかどうかを問題としている。

その上で、鑑定書に依拠して因果関係を認めなかった原審が認定した事

実を前提に、この事実を間接事実として経験則を積極的に取り入れて事

実上の推定を働かせ、因果関係を肯定しているのである。 

すなわち、 

ⅰ 本件ルンバール施術後 15 分ないし 20 分後に突然に嘔吐、痙攣等の発

作を起こした。 

ⅱ 医師が学会出席のために患者の昼食後２０分以内に本件ルンバールを

した。 

ⅲ 医師は一度で穿刺に成功せずに何度もやりなおし、終了まで３０分を要

した。 

ⅳ 脆弱な血管の持ち主である患者は、入院当初より出血性傾向があった。 

ⅴ 泣き叫ぶ患者に対しその身体を押さえつけてルンバールを行った。 

  以上のⅰないしⅴの事実は、医師が本件ルンバールを行うについて脳出

血の原因となるような不手際があったこと、本件発作等と時間的に接着し

ていることから本件ルンバールと脳出血の因果関係を肯定したものであ

る。 

    さらに 

ⅵ 臨床医的所見と脳波所見とを総合すれば、脳の異常部位が脳実質の

左部にあると判断されること。 

ⅶ 本件発作後の髄液所見でも本件ルンバール施術前より好転が見られる

こと。 

ⅷ 本件発作後退院まで主治医は脳出血の治療をしたこと 

ⅸ 当時、化膿性髄膜炎の再燃するような特別事情も認められなかったこと 

    以上のⅵないしⅸの事実から脳出血が本件発作等の原因であって、結局

本件ルンバールと患者の本件発作等の因果関係を肯定しているのである。 

  ウ、ルンバール事件最高裁判決の立場 
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（ア） 自然科学的証明が要求されないことについて 

本判決は「訴訟上の因果関係の立証は・・自然科学的証明ではなく・・」

と明確に法的因果関係が科学上の論理必然的な証明ではなく、帰責判断

という価値評価を内包する歴史的事実の証明であることを宣明している。 

そして、本判決は、「経験則に照らして全証拠を総合検討し・・その判定

は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであるこ

とを必要とし・・。」として、科学的専門的証拠のみに依拠せずに証拠を経験

則に照らして総合的に判断することを要求し、かつ、判定基準としても科学

的専門的知見を有する立場の者ではなく、通常人を基準とするように要求

しているのである。 

その結果、本判決は、科学的専門的知見の最たるものとしての鑑定書に

依拠して因果関係を否定した原審の判断とは異なり、このような鑑定書も単

なる一証拠として、全証拠を経験則に照らして総合検討した結果、鑑定書

の存在にも関わらず因果関係を肯定しているのである。 

本判決は、特定の事実と特定の結果との間の自然科学的なメカニズムが

解明されていないような医療過誤訴訟や公害訴訟などの「科学裁判」にお

いて、ともすれば原審のように自然科学的知見を重視し、自然科学的な関

連性を要求した上で因果関係を否定するような判断に陥りがちな弊害を防

止するための指針を与えたものであるということができる。 

すなわち、本判決は、自然科学的知見を因果関係の有無に関する証明

度の基準としてそもそも用いるべきではなく、全証拠を総合検討する際にお

ける「経験から帰納して得られる事物の性状や因果に関する知識や法則」と

いう意味での経験則の単なる一要素あるいは自然科学的知見に基づく事

実を単なる１つの間接事実として用いるべきことを要求しているのである。 

    従って、その意味において、控訴人の行った主張・立証はすでに充分にそ

の要求を満たしていると考えるべきである。 

（イ） 経験則の積極的な活用について 
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本判決は「・・経験則に照らして全証拠を総合検討し・・」た結果、前記し

たとおり原審で認定した具体的な間接事実を経験則に照らして事実上の推

定を働かせ、原審とは異なり因果関係を肯定している。 

すなわち、同じ事実を前提としながらも原審は因果関係を判断する基準

としての経験則をも限定的に捉えているのに対し、本判決は、因果関係を

判断する基準としての経験則を広く柔軟に捉えていると評価できる。本判決

が要求する「高度の蓋然性」の証明の判定について「通常人」を基準として

いることからしても、本判決は、因果関係を判断する基準としての経験則も

広く捉えるべきことを明らかにしたものというべきである。 

そもそも、間接事実から主要事実である因果関係の存在を推認する場合、

その推認の過程は経験則に従うべきであるし、このような間接事実と主要事

実との推認過程においてこそ経験則が最もめざましい作用を示す場面であ

る。そして、１つ１つの間接事実は主要事実との結びつきが軽微であったとし

ても、多角的な数個の間接事実が相互に関連することにより、その蓋然性が

飛躍的に高まるのである。本判決は、かかる間接事実から主要事実である

因果関係の存在を推認する心証形成の過程において、広く経験則を積極

的に活用するように要求しているものである。 

さらに、本判決が要求する間接事実から主要事実である因果関係の存

在を推認する心証形成の過程を踏まえれば、「どのような間接事実の立証

があれば、その間接事実から経験則に従い事物の自然の成り行きとして因

果関係の存在を証明があったと認めることができるのか」という推認ないし心

証形成の過程において、控訴人側が経験則上、因果関係の存在を認める

に足りる間接事実を立証した場合は、その事実が存在することにより因果関

係の不存在を推認させる間接事実が存在するときは、被控訴人側がその間

接事実の存在を立証しなければならないのは当然である。すなわち、特定

の事実と特定の結果の発生が定型的に見込まれる場合、一応の推定ありと

して、被控訴人側で当該推定を覆すに足りる特段の事由を立証（間接反
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証）しない以上、因果関係を肯定することができるというべきである。 

 本件において、控訴人は、まさに電磁波による健康被害が発生していると

定型的に推定しうる事実を充分に主張・立証した。 

    そうであれば、被控訴人側でその推定を覆すに足りる特段の事由を立証し

ない以上、控訴人主張の人身被害の発生（因果関係の存在）を肯定するこ

とができる、というべきである。 

     もちろん、当然のことであるが、その立証は何ら実証的事実に基づかない、

単なる「公的機関の見解」などでは不充分なのである。 

（ウ） 衡平の理念に基づく証明度軽減について 

本判決が、訴訟上における因果関係の立証が自然科学的証明ではなく、

帰責判断という価値評価を内包する歴史的事実の証明であることを明確に

している以上、その価値評価は、「法的な」価値評価であることは自明の理

であり、その法的価値評価は、民事訴訟における「衡平の理念」を充足する

ものでなければならないこともまた当然である。 

したがって、本判決は、当事者の資料収集能力の差異や資料の偏在あ

るいは当事者の一方がその解明の義務を負いながらその義務を果たしてい

ないことなどが認められる事案において、解明がなされなかった不利益が当

事者の一方のみに負わしめることが「衡平の理念」に合致しない場合は、そ

の一方当事者の本来負担する証明度を軽減されることを要請しているという

べきである。 

すなわち、「衡平の見地」から資料収集能力が高く、または、資料を圧倒

的に保持している、あるいは、その解明義務を負っている当事者がある特定

の事実と特定の結果の因果関係がないことを相当な資料、根拠に基づき主

張立証する必要があり、そのような主張立証を尽くさない場合は、その因果

関係の存在が事実上推認されることが認められるべきであり、他方の当事者

に課せられた証明度の軽減を図ることが要請されているのである。確かに本

判決は証明度の軽減について直接の言及はしていないが、他の最高裁判
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例及び本判決を踏襲ないし具体化した下級審裁判例が「衡平の理念」に

基づく証明度の負担の問題に言及していることからしても、本判決が証明度

の負担の軽減を要請していることは明白である。 

    本件において、被控訴人と控訴人間の関係はまさにこの典型事例である

ことが自明である。 

  エ、経験則は当然合理的判断、条理でなければならない 

(ア) 前項までで検討したとおり、 最高裁ルンバール判決が確立した法理によ

れば、控訴人の主張立証したこれまでの知見の集積及び社会的事実の集

積によって、携帯電話基地局の電磁波により、控訴人らが健康被害を受

ける高い蓋然性が存することは明らかである。 

     しかもそれに加えて、近時提唱され、ＥＵ諸国などですでに現実に採用さ

れている予防原則の考え方がある。 

（イ） 被控訴人主張は到底納得できるものではない。 

一定の科学的根拠が存している事実に基づき、その危険性が数多く指

摘されているにもかかわらず、まだその正しさが確立されたと国が認めなけ

れば、「それは安全だ」、「企業は危険性が確立したと国が認めるまで、危

険性が疑われる行為を続けてよい」、という主張はどう考えても正しい判断

とは認められないことは自明ではないか。被控訴人の主張はそれ以外の何

ものでもない。しかも、日本政府が認めない「非熱効果」について、ＥＵ諸国

などでは、すでに採用し、国の基準値として認めている国も存している、と

いう事実を考えれば、ますます被控訴人主張の不当さ、そのあまりの不条

理が明らかである。 

    控訴人代理人は、野島証人の「日本の基準値以下であれば安全であり、

健康被害発生の恐れはない」という証言に対し、「その証言を、日本よりは

るかに低い基準値を採用している国の法廷で行えば、笑われるのではない

ですか」と問いかけた。まさしくそのとおりだと、控訴人代理人は確信してい

る。特殊日本の法廷においてだけ通用する「科学的真理」など、あり得るは
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ずもない。 

    しかも、現実に日本の法廷においても、この被控訴人主張を「人体実験を

容認する論理」として厳しく批判した判決が存しているのである。これまで再

三指摘した、水俣病第一次訴訟熊本地裁判決（昭和 48 年 3 月 20 日）で

ある。 

「 このような考え方を推し進めると、環境が汚染破壊され、住民の生

命・健康に危害が及んだ段階で初めてその危険性が実証されるわけであ

り、それまでは危険性のある廃水の放流も許容されざるを得ず、その必然

的結果として、生命・健康を侵害することもやむを得ないこととされ、住民

をいわば人体実験に供することを容認することにもなるから、明らかに不

当といわなければならない。」 

      不幸にして、水俣病におけるこの判断は、すでに人体実験が行われてし

まい、約４万人に及ぶ被害が発生してしまった後に初めて示された。 

     しかも、水俣病の被害発生は、50 年後の現時点においてもなお解決さ

れず、今この時点においてさえも、新たな救済を求める訴訟が提起されて

いる。救済を新たに求めている患者は２万名を超えると報じられているので

ある。 

      しかも、この九州の地において、水俣病と全く同様に、カネミ油症事件が

発生した。この事件もまた、危険性が判りきっていたＰＣＢの使用について、

国が規制措置を講じなかったために、人体実験が行われてしまい、重大な

被害を引き起こしてしまった。国は大量の患者の発生を見て、初めて重い

腰を上げ、ＰＣＢの全面使用禁止に踏みきったのである。カネミ油症では、

発生以来 40 年後の現時点においてさえ、まだ救済を求める新しい患者が

存しているのである。 

（ウ） これまでくり返して指摘したとおり、野島証人は、日本よりもはるかに厳し

い基準値（場合によっては数ケタ違い）を設定している国や地域の基準値

について、それは予防原則を援用したものであり、科学的根拠にもとづい
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たものではなく（科学的には日本の基準値、あるいはイクニルプの基準値

が正しいので）、たんに政治的、政策的な配慮により規定されているにすぎ

ない、と強弁し続けた。 

      しかし、これもまたこれまで検討した各論文の成果の評価としてくり返し

指摘したとおり、たとえ予防原則を配慮した基準値といえども、その数値を

規定することの正当性をうらづける、科学的根拠となる研究成果が存して

いるのである。決して野島証人が強弁するように、何の科学的根拠もない

たんなる政治的、政策的な規定ではないのである。 

      従って、予防原則を採用すべきだという見解は、まさに「人類の叡智」で

ある。すなわちこれまで人類が経験した数々のこの悲惨な「人体実験」によ

って重大な被害を引き起こしてしまったことを反省し、その反省にもとづい

て、その教訓を正しく学んだ結果提唱されているのである。このような悲惨

な結果を二度とくり返さない最も適切な方法は、一定の科学的根拠にうら

づけされた危険について、必要な対策を取ること以外にないのである。す

なわち、「予防原則」という言葉で表現されている具体的内容は、けっして

まだ危険性が不明なものであっても、何でも予防措置を取るよう求めている

ものではない。 

     日本は、水俣病、カネミ油症、さらには近時のアスベスト被害などの重大

な人体被害を、現実におこなってしまって「人体実験」によって生じさせて

きた代表の国であるにもかかわらず、「日本政府」と被控訴人のような企業

は、あえてその教訓に目をつむり、見えないふりをすることによって、あいも

かわらず、「人体実験の論理」、「殺人を容認する論理」をふりかざし続けて

いるのである。一定の危険性が認められればその対策をすべきだ、という

極めて条理にみちた提言を「科学的に証明されていない」という「強弁」（自

らこそが科学的ではないことはすっかり忘れたふりをして）によって無視し否

定し続けているのである。このような行為を許してはならないのである。 

  オ、 電磁波問題でも、又同じ被害を繰り返してはならないことは自明である。
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もし、控訴人らが主張した被害が現実化したら、その被害の広がり、その大

きさは計り知れないことが自明である。その重大な責任を、一体だれが負う

ことができるのであろうか。被害者に対し、どうやって償うことができるであろ

うか。被控訴人はこの問いかけに正しく向き合い、正しく答えなければなら

ない。それこそがこの裁判、この法廷に求められていることなのである。 

     しかも、繰り返し強調しているとおり、本件においては、基地局建設を全

面禁止することなどを求めているのではない。控訴人ら人家からせめて数

百メートル離れた場所に建設してほしい、と要望しているにすぎないのであ

る。被控訴人にその努力を求めるに足りる程度の「被害発生の蓋然性」は、

充分に認められるだけの立証は行ったと控訴人は確信しているのである。 

      疫学の専門家であり、ＷＨＯの国際電磁波プロジェクトの諮問委員会メ

ンバーでもある兜真徳教授は、サルフォードの論文について、まだ不充分

な部分が存していることを認めながらも、それを全面的に否定する見解（ま

さに野島証人の証言である）に対し、次のように批判的見解を述べている。 

     「 有罪か無罪かの議論を繰り返して、結論が出るまでマネージメントはで

きないと考えるのではなく、例えば 30％程度は確からしいリスクについては、

30％程度の対策を心がけるといった前向きの弾力的シフトが必須となって

いるように思われる」（甲第 79 号証 1276 頁）。 

      まさに、この考え方こそが条理であり、法的観点からも正しいことが明らか

である。少なくとも、基地局を数百メートル控訴人ら人家から離してほしい

という程度の対策（30％は確からしいという程度の対策）を求めるに足りる

「高度の蓋然性」は立証されている、と当然に認められるべきなのである。 

       仮にまだ不充分さが残されているとしても、事実上推認されるのであり、

それは被控訴人の反証の程度によって高度の蓋然性をもつと判断さえれ

るべきである。      

       以上に述べたとおり、控訴人が主張している合理的判断、条理による一

定の対策の必要性を認める判断は、決して「哲学」でもなければ、抽象的
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「理念」でもない。極めて現実的な、具体的問題解決策、すなわち被害発

生を防止するために絶対に必要な現実的な方策なのである。この裁判に

求められている法的判断においても、当然に採用されるべき条理なのであ

る。 

（3）フランスベルサイユ控訴審判決 

 ア、以上の控訴人らの主張を、現実に採用した判決例として、すでに

指摘したベルサイユ控訴審判決が存するので検討する。 

 イ、事件の概要 

   背景 

    2005 年 12 月、ブイグ・テレコム社が、タッシン・ラ・デミ・ル

ーヌとシャーボニエ地域をカバーするために、高さ 19ｍの基地局

を設置。近隣にすむ X 夫婦らが、健康被害を懸念する精神的苦痛と

資産価値の下落を理由に、撤去を求めてナンテール裁判所に提訴。 

   一審判決 

    08 年 9 月 18 日の一審判決で住民勝訴が確定。住民グループ（3

夫婦）に合計 3000 ユーロを支払うこと。判決の布告から 4 ヶ月以

内に撤去しないと、一日につき遅延の罰金として 100 ユーロを払う

こと。 

   判決の理由 

   「住民が医師に反して被曝することは確実で仮定ではない。近隣住

民に生活妨害を引き起こし、人間の健康に反する結果につながる」

「この訴訟のリスクの除去は、設備に撤去によってのみ獲得され

る」ただし、資産価値下落については根拠がないとした。 

   二審 

    ブイグ・テレコムが控訴。一審判決の破棄と再審議を求めた。住

民側は、一審判決の支持と、遅延罰金を 1 日につき 500 ユーロに上

げること。住民に合計で 10000 ユーロを支払うことを求めて提訴。  
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   判決結果 

    基地局の撤去を命じ、遅延罰金は 1 日につき 500 ユーロ、住民に

対し精神的苦痛の代償として 7000 ユーロの支払いをブイグ・テレ

コムに命じた。 

   判決の理由 

    現在の国際基準が熱作用にのみ基づいており、ICNIRP の基準を

信頼しない国が独自に低い限度値を設けていること、フライブルグ

アピール、ヘルシンキアピール等、医師の宣言が出されていること、

WHO ファクトシート 304 で基地局の電磁波について「有害な影響

を立証する根拠がない」としながらも「健康影響があるか確定する

ため、さらに研究が必要とされていること」などに言及。 

    バイオイニシアティブ報告は「限度値が人々を守るために不適切

で、電磁場の健康影響はまだ十分にわかっていないが、今や、リス

ク管理のために対策をとるための十分な科学的知見がある」と評価

した。 

    被告がアンテナに対し、「極度の不安が作られることは議論の予

知がなく、その証拠は彼らがとってきたおびただしい行動から推論

できる」。ブイグテレコム社は、アンテナを住宅地から離す、基準

よりはるかに低いレベルで照射するなど、技術的に可能な、基本的

で有効な対策をとっていない、とした。二審では資産価値下落も考

慮されている。 

 ウ、控訴の理由 

   控訴審判決によれば、ブイグ・テレコム社は控訴の理由として、

次の点を主張している。 

『ブイグテレコム社はこの判決に対し控訴した。 

   ブイグテレコム社は 2008 年 11 月 21 日の決定により 2009 年 1 月

7 日の法廷に共同当事者を指定期日召喚することを許可された。同社
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は研究結果は基地局の近隣住民に対するリスクの仮説を退けるもの

であり、また研究者が予防原則に言及する場合でも中継局については

リスクは存在しないと明言しているのにもかかわらず、健康への確実

なリスクの存在が確立されていると見なすことにより事実の錯誤を

犯したとして判決を不満とする。 

ブイグテレコム社は第一審の裁判官が典拠とした研究は異論の余

地があり、実際に異議が唱えられているだけでなく、本係争の対象で

ある中継局ではなく携帯電話の使用に関するものであるため無効で

あるとする。 

ブイグテレコム社は、原告が何ら疾患を訴えていないのにもかかわ

らず、裁判所はリスクがないことを立証するための文書を同社が提出

していないと判断することによって立証責任を逆転したとする。 

ブイグテレコム社は、このリスクが現時点において仮説的なもので

ある限り、被控訴人が言及するリスクは有害と解釈され得ないもので

あって、異常近隣妨害の理論の範囲内で賠償されうる損害であるとす

る。 

ブイグテレコム社は、リスクが現実のものになるかどうかは、損害

のみならず、この潜在的な損害と同社の行為との間の因果関係にも関

連するものであると指摘する。 

このためのブイグテレコム社は控訴院に対し、当該判決を取り消し、

新たな判決により同社に対して命じられた有責の判定を免じ、共同当

事者のすべての請求を棄却すること、ならびに共同当事者に対し民事

訴訟法第 700 条の規定により同社に対しそれぞれ 1000 ユーロずつ、

および裁判費用を支払うよう命じることを求める。』 

   以上のブイグ・テレコム社の主張は、基本的には本件の争点とも

一致している。従って、このブイグ・テレコム社の主張を認めなか

った控訴審判決の判断が本件にとっても重要な意味を持つのである。
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とりわけ、下線部分である。 

 エ、健康被害は認められる 

この判決の注目すべき第一点は、それぞれの資料の結論が示され

た「年」を認定し、その結論が現時点に近くなるに従って「より危

険」という方向に変化していることを明確に認定していることであ

る。 

   すなわち、このブイグ・テレコム社の中継基地は、2002 年 5 月 3

日の政令が定めた基準値を遵守していることを前提としたうえで、

その後の資料を経年的検討を加えている。とくにバイオイニシェイ

ティブ報告において、ICNIRP 基準は「人間の保護には不適切であ

り、また電磁波の健康への影響はまだよく知られていないものの、

リスク管理措置を講じるためには現在の科学的知見で十分であると

結論づけている」ことを指摘している。 

   第二に注目すべきは、この ICNIRP やフランス政令の基準値ある

いは WHO ファクトシートなどの「公的機関の見解」を当然の所与  

の前提として、ひたすらそれに従う（より正確にはこれらの公的機

関の見解についての、被控訴人ら企業とその代弁者の一方的解釈に

過ぎないものにひらすら従う）日本の裁判所の判断と比較して、こ

の判決は裁判所として立場から自らその公的機関の見解といわれる

ものの内容、その意味、その限界まで、裁判所としての検討を行い、

判断を示していることである。これこそが本来裁判所に求められて

いる「使命」である。控訴人らが御庁裁判所に求めているのもこの

態度なのである。 

   第三に注目すべきは、この判決は、野島証人などが主張する電磁

波による健康被害を防止する政策を講じる必要性は「予防原則」だ、

ということが全くの誤りであり、この判決は「法律判断」として、

政策が必要だと命じていることである。この判決が命じた義務の法
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的根拠が「予防原則」に基づくものであることなど、判決は一言も

言っていない。そうではなく、「たとえ ICNIRP 基準値、それに従っ

たフランス政令の定めた基準値を遵守していたとしても、健康被害

を生じる（その恐れがある）と認める証拠があるので対策が必要だ」

と判決は宣言しているのである。 

   第四点として、注目すべきなのは、判決がブイグ・テレコム社が

被害を軽減する努力を怠った事実、特に「フランス現行の基準値を

下回る基準を設定し、または携帯電話アンテナを居住地区から遠ざ

けるものであること」という義務を怠った事実を厳しく指摘し、基

地局撤去と損害賠償を命じる重要な根拠としていることである。 

   この点もまた本件控訴人らが御庁に判断を求めている重要な事実

なのである。 

   以上指摘した問題のいずれについても、日本の現行法制度の下に

おいても、この控訴審判決はそのまま妥当する内容なのである。 

 ２、健康被害発生について立証責任を尽くしている。 

   前項においてすでに述べたとおり、健康被害発生の事実について、

ベルサイユ判決に従った因果関係の存在の立証が充分になされてい

るのを認定すべきである。控訴人らはその立証責任を充分に尽くし

ているのである。 
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第９、結論―被控訴人の行為は人格権侵害であり、権利濫用・信義則違反

である 

１、以上のとおり、控訴人らの本訴請求が認められるべきであることを

充分に主張・立証したと確信している。 

   控訴人らの住居は、基地局鉄塔から最短 40 メートル（控訴人川勝

聖一）の位置にある。作業所はわずかに 27 メートルである。御庁裁

判所は、甲第 20 号証の 1 ないし 4 の写真を凝視していただきたい。

この鉄塔の下で毎日毎日生活するその気持ちを思い描いていただき

たい。そして、さらに甲第 20 号証の 5、6 の写真、すなわち控訴人ら

が代替地として提供した第一候補地から控訴人ら居住地区を見た写

真とを、よく比較していただきたい。この第一候補地は、農地の真ん

中に存している。せめてこの場所に建設してほしい、という控訴人ら

の願いはそんなに無理な要望なのであろうか。裁判所の妨害禁止の仮

処分決定を得てまで、工事を強行しなければならないほどの無理難題

の要求なのであろうか。 

   そうではないことは自明である。被控訴人の行為こそ日本の業界最

大大手企業の横暴極まりない、「強者の論理」に基づいた、おごりの

行為なのである。  

２、控訴人らの移転の要望を拒否し、建設を強行し、毎日毎日 24 時間

絶え間なく、控訴人らに危険な電磁波をあびせ続けている被控訴人の

行為は、控訴人らの人格権を侵害しており、直ちに停止されるべきで

ある。 

  控訴審において立証したように（第６）、控訴人らの健康にはすで

に異常が生じ始めている。宮田医師の診断書によって、すでに他覚的

所見として確認できるのである。もちろん本人が訴える自覚症状は、

より多数在している。控訴人らはこれ以上健康被害がより明確に、よ

り悪化するまで、ひたすらこの現状に耐え続け、電磁波を浴び続けな
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ければいけないのであろうか。人体実験モルモットとして、ただひた

すら耐え続けなければならないのであろうか。理不尽極まりないこと

である。 

３、この被控訴人の行為は、社会正義に反しており、日本の業界最大の

企業に求められる企業倫理にも反しているのであって、権利の濫用で

あり、信義則にも反しているのである。この点においても被控訴人の

行為は直ちに停止されるべきである。 

  被控訴人は代替地の提供に誠実に対応しさえすれば、操業差止めな

どの事態を生じることはなかったのである。 

４、よって、控訴人らの本訴請求は当然に認められるべきである。 


