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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



  30/143 

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



  38/143 

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。 



  41/143 

 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



  43/143 

  （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
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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。 




