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は じめに

私は,月 刊誌 「WedgeJ平 成 28年 7月 号の 「研究者 た ちはい つたい何に
駆 られ たのか 子官頸が ん ワクチ ン黎害研究班 崩れ る根拠 ,暴 かれ る捏造」及び
♂
〕
ウェプマガジン「WEDSE Infinity」
平成 28年 6月 23日 付「子
官頌がん ワクチン研究班 が観造 厚
,信 州大は調査萎設置 を 利用 され る日本
「
"省 といい ます。)に ついて!株 式会社 ウェ
的科学穀遭 (繊 編)」 (以 下 本件記事」
「
ッジ (以 下 当社」 といいます。)の 編引き長 として,本 件記事α〕
取材 ,編 集及ぴ
掲載 に関す る業務 を行 ってい ま した。
第
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本件 取材 に至 る経 緯

1

半富頭がんフクナ ン冨1反 応関瓢に関す る取材を実施 した経縫
(1)子 官邸Fiが ん ワタチン副反応問題 について
キ官頸がん ワクチ ン う
買がん リクチ ン副反
目1反 応 に関す る間赳 (以 下 「子宮堅
C′

i」
といいます。)は ,国 の予官頸 がん 7ク チ ン捜穂政策 を左 右 し,公 飛
応問題
衛焦向上♂〕
観点か ら極めて硫大な1に 会的意義 を有 してい ます。 日本 は:子 官堅
貞
‐
,せ て い る こ とでWHoか ら名指 しの批判 を受け
がん ワクチ ンの機 種 を見含】
てお り,国 際的に も十宮頌 がんワクサン副反応 問題 に開する 日本 〔
′対応 が注 目
され てい ます。
̲う

また,こ の問題については,平 成 28年 3月 16日 ,池 円班 と牛 田班による
Lト パ ピローマ ウイル ス感 染症 の予防楼篠後に生 じた施 状 に騨lす る成果発表
会 (以 下 「成果発表会Jと いい ます。)が 実施 された当 口に,株 式 会社 TBS
テ レビの 「NEW3!3」

NEWS2督

(以 下 「

」といい ます。)に お いて特集
が組 まれたことか らも明 らかなとお り,壮 ヒ会一般 ♂〕関心 も極 めて高 く:様 々な
l

メデ ィアが この問題 の状況を報道 してい ます。
(2)当 社 が以前 より子宮頌がん 7タ チ ン副反応問題 の取材 を実施 していた こ と
当社 では,子 官頸 がんワタチンロll反 応問題について,上 述の とお り,公 共性
が高 く,極 めて重要な問題であるとの認識か ら,本 件記事の取材・ 掲戦以前 か
ら,継 続的に取材活動を実施 してきま した。
具体的 には,当 社 では,子 宮頸がん ワクチ ンの副反応について,子 官頸がん
ワタチンと副反応 との間に因果関係 が存在す るのかを検証す る記事を:平 成 2
7年 10月 頃 か ら1島 載す るよ うにな り (当 該記事 に関す る取材 は記事 の掲載前
か ら実施 してい ます。),同 年 12月 14日 ,名 古屋市が 「名古屋市予宮畢
買がん
予防接租調査」を公表 した際には,同 月 17日 ,当 該公表内容 に関す る解 説記
事を掲載 してい ます。
〕よ うに,当 社 は,子 官頸 がん フタチ ン副反応聞順について,本 件記事 の
こげ
掲載以前か ら糸
性続 的に取材 を実施 し,こ り問題 に関連す る記事を掲載 して きま
したが,こ の よ うな状況下で,池 田班 による成果発表会や NEWS23に おけ
る池 田氏 の発言 がな され たのです。
(3)池 田班 のHLA型 研究へ の注 目
池 田JIを めぐっては,す でに平成 27年 7月 4日 付毎 日新聞 「子官顕がん フ
クチ ン 免度遺伝子が障害関与 厚労省研究班」の記事 で,「 HLA― DPBl」
と呼ばれ る遺体 手 が 「 0501」 とい う型 だった忠者 が 9割 に上 り,日 本人生
体では 4〜 5割 に とどまるこ とか ら,「 HLA型 が副作用に関連 して い る可能
性 がある」 と日本神経学会学術大会で報告 したことが辛Rじ られてお り,私 と村
中氏は,こ の HLA型 の研究が成果発表会でア ンプデ 卜 され るのではないか
と注 目してお りま した。
とい うのは , 日本人生体で 4〜 5割 の人が持つ ポ ピュテー な遺伝子 で,非 常
に稀 な副作用 を説明 しようとい う着想 自体 に選和感 があつたか らです。私 と村
中氏は,以 前 の別 の記事をきっか けにゴ
鴬が りがあつた,遺 伝子研究の専門家で
ある京 都 大学大 学院 医学研 究科附属 ゲ ノム 医学セ ンター の松 田文彦教授 か ら
正できるよ う準備
もア ドパ イ ス をもらいつつぃ池 田班 の発表内容 を速や か に検言
して いま した。
ヽのアプ ローナ としては,平 成 26年 9月 の線維筋痛症学
なお ,池 田氏本人″
会にて池 田氏 の発表後に村 中氏 とともにぶ ら下が りでお 話 を聞 こ うとした際
に断 られた7)が 最初 で した。そ の後 は,村 中氏が平成 28年 1月 か ら 2月 にか
けてメール でや りとりした ものの メデ ィアの取材 は極力遠慮 してい る と断 ら
れ ,さ らに村 中氏が電話 で直接話す機 会が あつた ものの短 い時 間で終 わつてお
り,駁 材 が難 しい対象 であるとの認 識 を持 っていま した。

成果発表会における池田氏の HLA型 にかから発表内容は】予想 した とお り
遺伝子 の頻度 と保有 率 を混同す るとい う,非 常に杜擬 な ものであったため,平
,

2

成 23年 3月

24日 及ぴ同月 29日 ,ウ ェプサイ ト「WEDSE Infin

ity」 にお いて ,当 該発表 内容 の問題点を指寸
商す る記事 を発表 しま した (丙
「
第 29号 証 子宮頸がん フクチ ン と遺伝子 池 田班 の ミス リー ド」,丙 第 30号
辞
I「 子宮望
貞がんフクチ ン『 脳障害』 に根拠な い 誤幸
Rの 震源 は医学部長」
).
この指摘 を受けて,厚 生労働省は,平 成 28年 4月 20口 ,池 田氏が公表 し
た遺伝子デー タは,HPV7ク チ ン と脳 の症状 との困果関係 を示 した ものでは
なく,少 数 げ〕
デー タで確か なもの とは言えない (全 文は 乙第 5号 証を ご参照下
さい。)と い う異例 の発表 を行 いま した。
雹表 に対 して,μ 上のよ うな関
私 と村 中氏は,成 果発表会における池田氏 のザ
心を持 つていたため,マ ウス実験 な どの他 の発表内容 に対 して も,す ぐに内容
を把握 し,対 応 を開始す ることがで きま したc
(4)池 田班 による発表 内容及 び池 田氏 の発 言に不合理な点が見受けられ たこと
ア 池田班 ,発 表及び NEWS23に おける池 田氏 の発言
)研 究代
池田氏は,平成 28年 3月 16日 ,成 果発表会において,池 田斑♂
表者 として,池 田班が実施 した NF一 κBpSO欠 損 マ ウス (μ 下 「本件マ
rノ

ウス」といいます。)の 血清 と脳 を使 った実験 (以 下「ホ件実験」といいます。)
の実験結果な どの研究成果を発表す るとともに,同 日23時 頃か ら放送され
た NEWS23に おいて,本 件実題
費の意義 について,自 らの研究室 を案 内 じ
なが ら説明 しま したが:以 下の とお り,当 1玄 発表・ デ言 内容 には合理1性 に欠
ける部分が多 々見受 け られま した。
イ 成果発表会及び NEttS 2 3に お ける発言の 内容
t寺

池 田氏は,成 果発表会にお いて,甲 第 5号 誕 の画イ
象を提示す る とともに
「NFK― βp50(マ マ)ノ ンタア ウ トマ ウス (自 己免疫疾患モデルマ
メ
ウス)へ のHPV「ノタチ ン (サ ーパ リックス),イ ン ルエンザワクチ ン,B
,

型肝炎 フクチ ンの接種 の結果
1.サ ーパ リンクス機種群においてのみ
,

,

1)マ ツノ、海用 r、 の 自己抗体 (IgG)の 沈着
2)こ の抗体 (IgO)は ヒ ト海馬ふ も沈着

3)末 梢神経障害あ り」
との発表 (μ 下 「本件発表」 といい ます。)を 行 い ま した。
また,池 田氏は,NEWS23に お いて ,「 明 らかに脳 に障害が起 こってい
る。 リクチンを打 つた後 ,こ うい う脳 1障 害 を訴 えてい る患者 の共通 した客観
「子宮唄がんフクチ ンを打 つたマ ウスだけ脳の海
的所見が提示できてい る。」
馬 といつて,記 ll意 の 中枢 があるところに異常 な抗体 が沈若 して,海 馬 の機能
を障害 していそ うだ。」 (以 下 「本件発言」 といい ます。)と 発言 しま した。
そ もそ も!子 宮頸 がん ワクチン副反応問題では,池 田氏をは じめ,子 宮頌
がん フクチ ン と少女た ちの痛みや けいれん とい つた諧症状 を結 びつ ける医
3

師たちはP予 宮堅
買がんフクサ ィにより脳 に何 らかの障害が発 生 し:そ れが上
E諸症 状 の原因にな ってい ると考 えていま した。 しか し,人 間の脳 には,血
書
液脳 関門 (臥 下「BBB」 とぃぃます。)と 呼ばれ る,刷 の神経細胞を有害な
ン,一 般的 に,子 官頸 が
物質 か ら守るための関所 の よ うな組織 が存在す るた汁
ん ワクチ ンの薬剤 が B tt Bを 越 え,脳 に障害 を与えるとい うこ とはない と考
え られています。
貫がん 7タ チ ンの
そのため,池 田氏による本件発表及び本件発言は,子 官堅

薬剤 が BBBを 越え,脳 の海馬に 自己抗体 が付着 したことを意味す るもの と
して,非 常 に注 目されることとな りま した。
夕 本件発表内容及び本件Jと 言 に一見 して下合理な部分 が存在 したこと
)科 学的根拠 となる甲第 5号 証の画
しか しなが ら,本 件発表及 ぴ本件発言♂
〕
貫がん ブタチンを打 つたマ ウスσ
像 (子 官堅
海馬にだけ 自己抗体 が沈着 してい
〕
るよ うに見えます。)に 添 え られた 自己抗体♂
検出量を示す棒 グラフには=サ
「
パ
ー リックス接種 群」においてのみ との記戦 か ら,複 数 のマ ウスを用いて

〕らず ]統 計解析 に―般的 に
実験 を打 つた との趣 旨が読み取れ るのに もかかオ
―
付 されている,デ ー タのば ら 」きや誤 差な どを示すためのエ ラーパー が存在
しませ んで した。
また,池 田氏は,本 件発表及び本件発言 の根拠 となるホ件実験 について
その母集団 の数や フクチ ン投与量 といつた,実 験 にとつて1巫 めて基本的な情
,

報 を,説 明・ 開示 していませ んで した。特に,ホ 件実験 では,何 も し くと
'お
も自己抗体が生 じて しま う価 めて特殊 なマ ウス (本 件 マ ウス)を 用 い るため
本件発 言 の ような結論を得 るためには,か な りの数 の被検体 を用意 して,子
宮頸がん フクチ ン と自己抗体 の産生 との間 の 因呆 聞イ
系を確認 しなければな
pで
い
ー
らな のに もかかわ らず ,本 件実験 のデ タは何 ら示 され ていなか rっ たげ
,

す。
すなわち,池 田氏の本件発表及ぴ本件発言は,こ れまでの医学界の過説 を
覆す 内容 で あつたに もかかわ らず ,ボ 件実ぼ
史に関す る基本 的な情報がまった
く開示 されていないこ とか ら,池 田氏が説明 したホ件実″
淡の成果については
本件実験 にお いて採取 され た複数 のデ ー タの 中か ら池 田氏の発表 内容 に都
表 したの
合 の よいデー タJチ ャン ピオ ン・ デー タを本件実験 の結果 と して/ム｀

,

では ないか との疑念を持 た ざるを得なかったのです。 そ のため,私 は,本 件

2

実験 の 内容 や 本件実験 の結果 か ら本件発表及 び本件発言 が本 当に導 かれ る
のかに関す る取材 を実施す る必要性があると考えたのです。
本件取材 に至 る以前の取材状況
村 中氏は,成 果発表会 の後 ,平 成 28年 3月 22日 に本件発表及 び本件1,巻 言 を
行 つた本人 である池 田氏に対 してメー/レ を送 り,本 件 実験 に関 して質 問を したが
池 田氏は 「実験結果 の詳細は研究 の originality と論文作成 のためお話 しす る

:

4

ことはで きませ ん」 と回答 してきた といことで した。
池 田氏が回答 を拒絶 した以 上,ホ 件実験 の実際 の担 当研究者 に話 を聞 く以タトに
レー トで,信 州大学医
真実を失Hる 手段 はない と考 え,1寸 中氏 と私は,さ まざまな′
学部 内 の情報 を収集 し,実 際 に医学部 内の様 々な情報 が入 つてきていま したが
:

医学部長である池 田氏 が本件 実験に関す る説明を拒 絶す る との方針 を示 してい
るので,本 件実験について ,情 報収集は困難な状況が続 くことが予想 されま した。
『
一方で,池 田氏は,上 述 の村 中氏ヂヽの返信 の 中で,「 マ ウスの実験 は私 ではな
く,信州大学 の他 の研究者 が発案 して実施 してお ります。」と書いていた ところ
村 中氏が調査 を進 めていった結果 ,平 成 28年 2月 に合同 I会 議が開催 されてお
り,そ こで池 田氏が 「病態解析 のためのモデル マ ウスの作成 は産婦人科 の塩沢丹
,

Fユ

里教授 た ちがや っています」 と光言 していた こ とを掴拳ま した。
3類 氏 の役割 を認識 したこと及び本件取材 の実現 に至 る経緯
(1)ホ 件実験 における圏 氏の役害1及 びその認識経ヤ
尊
マ
ス
い
本件実験 には本件 ウ と う極 めて特殊 なマ ウスが用 い られて い ること
か ら,本 辛卜実験 の担 当者は,本 件 マ ウスに関する専門的な知 見 を有 してお り
〕
かつ,本 件 マ ウア、を用 いた実験 げ
経験 を有 してい る者である うと推測す ること
,

がで きま した。
そ して ,ユ点沢教授 の主催す る信州大学産科婦人科学教 室 (以 下 「本件救 宝」
といいます。)に 所属す る者 につ いて,そ の経歴や発表論文な どを取材 した と
ころ,本 件 マ ウスに係 る実験 を実施 した り,本 件マ ウスに凹可いる論文 を発表 し
た り したこ とが ある人物 が隠 氏 しか見当た らなかったため,私 は,嚇 氏が本件
実験 を担 当 した もの と見当をつ けま した。

(2)宮 川教授 に協力を依頼す るこ とにな つた経4尊
ア 官川教授 か らの連絡
平成 28年 3月 24日 Ⅲ藤 田保健衛生大学 い総合区科学研究所で教授 を務
めて い る宮川剛教授 (以 下 「宮川教授」といいます.)が ュツイ ンタ 上 で コ
メ ン トを しま した。
げ
)「 子
具体的 には,官 川教授 は,上 述 の「WEDGE Infinity」
官邸
貞がん フクチン と遺伝 子 池 田班 の ミス リー ド 利用 され る 日本の科学
報道 (前 篇 )」 とい う記事 を紹介す る私 の ツイー トに対 して ヨメン トを された
のです が,ツ イ ンタ 上 でや りとりを続 ける中で,遺 伝子改変マ ウスの表 王
兄
―
型解析 の専門家 であ る宮川教授 が本件 ギウスについ て も詳 しい ことがわか
つたため】村中氏 も巻 き込んで,池 田班 の発表 内容における不合理 など
点につ
いてや り取 りを続 けま した。 そ うしてい る うちに,官 川教授 も,本 件実験 の
担当者 は本件敷 室に属す る留 氏ではないか とお考えになってお り, しか も
餓騰 とは,過 去 に共同研究を した ことがあるほ ど旧知 9仲 であることがわか
,

rノ

りま した。
5

宮川教授 の専門性 隠脚V〕 共同研究者であつたこと)
￨1教 授 は,平 ナ
宮サ
戎 13年 か ら平成 15年 頃 にかけて,マ サチ ューセ ッンエ
)頃
科 大学で研究員 を して いた時期 に檬氏 と矢Hり 合 ったとのことです が,そ ♂

イ

か ら,様 々な遺伝子改変 マ ウス を用 いた研究 を行 つてお り,か つJマ ウスに

関する論文も多数発表されています。それだけでなく,官 川教授は,鯰 蠍 と
ともに麻件 ギ ウスの共同研究を実施 され てい るとの ことで したので,本 件実
験 の内容やその結果 につ いて解説 していただ くの に最適な人物です。
しか も,宮 川教授は,鬱氏 に対 して,統 計樹
ない不十/分 な
零析 もなされてヤヽ
段 階の実験 について,池 田氏が本件発言を行 った ことは著 しく不適切 で あ り
ゝの信頼 を損 ねて しま
他 の研究者や世間 コ誤解 を招 くだけでなく,科 学研究″
うこ とか ら,本 件実験 の結果 が続計解析 も不十分なプ レリミナ リー な段階 の
実験結果 であることを,早 メ
表す るよ う助言 してい るとのこ とで した。
月に/ム｀
,

rノ

〕
ウ 宮川教授ヘ ヴ
協力 の依頼
以上のよ うな事情 か ら,私 は,宮 川教授に対 して,本 件実験や本件 マ ウス
に関す る解説や本件発表・本件発言 の合理性 を検討す ることについて協力を
求 める とともに,宮 川教授 か らも,翻 氏に封 して本件実験の内容及 び結果 に
関す る村中氏の諫材 を受 けるよ う説得 していただ くことに したのです。

(3)本 件取材 の 申入れ及 び函 氏の反応
)ら ず ,器氏は,本
宮川教授 ,村 中氏による再二の取材へ の協力要請 にかか汁
件実験 についてP信 州大学 の担当者 と責任者か ら,個 人で ジヤーナ リス トと接
触 す るこ とは控えるよ う指示 されてい ると して,取 材 に応 じることを頑なに拒
否 してい ま した。

そ こで,私 と村中氏は,電酢朝こ対 して助言 をで きる立場の人間か らも取材 を
受けるよう説得 して もらうことはで きないか と考 え,信 州大学産科婦人科の前
任教授 である小西郁 生氏 (以 下「′西氏」といいます。)に 対 して題騰 を説得す
lヽ

るよ う依頼 しま した。

(4)小 西氏による説得
ア

小西氏 と耐 角 の 関係性
小西氏は,京 都 大学医学部婦人科学産科学教授 ,イ 営州大学医学部 産科帰人

科学教授 ,公 益財団法人 日本産科婦人科学会理事長 を歴任 され「 現在 は独 立
行政法人国立病院機榊 京都 医療 セ ンター 院長 を務 めている産科婦人科の権
威 とい うだ けでな く,塩 沢教授 の前任者 として本件教室を主宰 されていた方
であ り,巌 氏の指導者 に もあたる人物 です。
蕉
イ 小西氏による説得 内呑
小西氏r、 は村 中氏が連絡 を入れ ,平 成 2白 年 5月 30日 に面会す る ことと
な り,私 もその場 に同席 しま した。小西氏は ,宮 川教授 と同 じく,本 件実験
の意義や子官頸がん ワクチン副反応 問題 に 関す る誤 つた風評 が社会に整延
6

す ることに危機感 を有 してお られたため,潮 に対 して,ホ 件実験 の内容 を
明 らかにす るよ う助言す るようお願 い した ところ:快 諾 していただけま した。
小西氏は,強 氏に対 して,自 ら真実を述パ るこ とが今一番重要 で あ り,小
西氏 として も鏡 氏を支えるつ もりである として!当 社 の取材に協力す るよ う
・ゝの説得 を受 けて,電 爵 は,当 社 の取
説得 して くれ たのです。 かかる小西氏
材 に応 じるこ とを決断 し,本 件取材が実現 しま した。
なお ,執 は,以 下の とお り,信 頼す る小西氏か ら説得 されたか らこそ
本件取材に応 じるこ とを決断 した と,本 件取材 において も強調 していま した
,

及 び 134頁 ))む
懸 :rう A′ ,だ けれ ども池 田先生は外に出なくなったか ら,先 生,ね こここで
ここで,話 をね,自 分 の 日か ら正 しいこ とを言 うつてい うこ とが,一 番適
切 な今 :時 期 なん じゃないか と.」
(乙 第 7号 祗 の

2(133頁

,

(★ つ A:「 なるほ ど.」

うん。 しか も,ま あ,い るんな問題 も絡 んでい るんだ けれ ども。」
A:「 うん。」
閣性 「F先 生 ,こ こでね。」,あ の,「 一方踏み出 しま しょうよ」 と口」
協

:「

AI「 はい.J
巡

:「

て,コ ニ ン先 生が言 つて,そ うすれ ばね,私 自身の成長 に もう なが るし。」

Al「 うん。」
「
ニ
撼 ゴそ うい うよ うな ことを考 えた ときに,コ ヤ先生が一言]言 つたのは 必
ずパ ックに私 がい るか ら」
。」
A:「 うん.J

「大文夫ですよJと 。
」
通騨「
A:「 なるほ ど。」

慰卜 「そ うい うことです。 コエ ン先 生に言 われなかった ら,僕 はここには来な
いです。」
(5)所 属先である国際医療福祉大学 を通 じた取材依頼
本件取材 を実現す るために,小 西氏 を通 じた説得 と並行 して,私 は,平 成 2
3年 5月 30日 ,簿氏の所属先 である国際医療福祉大学 (大 友邦学長)宛 てに
,

申入書 をファンクスで送付 しま した (乙 第 9号 証),線氏は同年 4月 1日 か ら
新設 され た同大学成 田保健 医療学部医学検 査学科 の教授に転 出 してお り,さ ら
〕メー/レ のや りとりの中で,鳳 氏が 「国際医療福祉大学 といで も
に宮川 氏 と♂
,

,

研究代表者 で あ ります池 田医学部長 が,取 材 に応 じるこ とが適切である ことで
意見が…致 してお ります 」と記述 していたた め,同 大学 として取材 に対す る何
らかの判 断が既 にあるよ うに見受け られ たためです。
当該 申入書 については,差 出人 を,村 中氏,鶴 障 が頑に取材 を拒否す るこ と
で本件 実験 のデザイ ンな ど詳細 が明 らかにな らないまま池 田氏 の発 表 内容だ
7

けが独 り歩 き し子宮頸がん フクチ ンの副作用 の存在 が科学 的な意 味で明 らか
になったかの よ うになるこ とを憂慮す る官川教授 ,及 び,公 益社団法人 日本産
婦人科医会 の鈴木光明常務理事 の 3人 の連名 とし,連 絡窓 口を私 としま した。
なお,7ァ ンクス送信 後 ,私 は.大 学事務 に電話を入れ ,日 頭 で 当該 申入書 の
要 旨を伝 え,対 応 を依頼 しま した。
(6)1脚 氏 が熱慮の上,取 材 に応 じたこ と
以上の とお り,韓 氏は,池 田氏や塩沢孝
女授 か らジャーナ リス トとの個別 の接
触を控 え るよ う指示 されたため,当 初 ,当 社 の取材 r、 の協力を拒絶 していたに
負の内容及 び結果 を明 らか
もかかわ らず ,小 西氏による説得を受けて,本 件実厨
にす るため,本 件 取材 に応 じることを決断 され たのです。
同年 6月 1日 には国際医療福祉大学 の事務 か ら電話があ り,同 大学 としては
本件実験に関係 してお らず ,取 材対応 は胞卜 に任せ る とかないが (麗 氏は大学
として何 らかの判断が既 にあるよ うな書きぶ りで しが,同 大学 は上記申入書が
届 いては じめて本件 実験 のこ とを知 つた とい うこ とで した),鉛 氏 に確饂 した
ところ,小 西 氏や村 中氏 と話 を してい る と言 つてい るとの ことで した。
つ ま り,鯨 氏は,自 らの指導者である小西氏だけでな く,雇 用主である同大
学か らの問い合 わせ も入 つた上で:取 材 に応 じるこ とを決断 したのです。その
ため,麗 氏にお いては,指 導者や雇用主か らの注 目が ある中で,栽 々の取材 に

4

対 しどのよ うな回答 を行 うか:よ くよ く熱慮 した上で:本 件取材 に対応 したこ
とが明 らかです。
本件賊材 の内容 の信頼と
性

(1)題絲 の動機 と準備 時 間
〕とお り,鯨 氏は,当 初枢絶 した ものの,自 らの指導者である小西氏か
上述 ♂
ら自らがバ ンタにいて趙踊 を支 えるか ら真実 を明 らかにす る よ う説得 されて
本件取材 を受 け るに至 り,屈 用 主である同大学 が注 目してい るこ とも知 った上
で取材に対応 したのですか ら,本 件取材 にお いて,虚 備 の事実を述べ るような
雪lJ機 を有 して い る とは考 えられません。
また,宮 川 教授は,平 成 28年 3月 28日 か ら,黙 氏に対 して,本 件実験の
概要 を質問 した り,当 社 の取材 に応 じるよ う説得 した りされて いま したが:沐
件取材 が実現 したのは同年 6月 3日 のこ とで あるため,儀氏には,本 件実験 の
内容 について,村 中氏や官川教授 の質問 に対̀す る回答 を準備す るに十分な時間
があ りま した。

(2)本 件取材の意義
本件取材は,池 田氏による本件発表及 び本件発言 の根拠 とな つた本件 実験 を

実際に遂行し劇□氏に対して,本 件実験のデザインや結果,そ の意義について
直接質問 を して ,回 答 を得 るとい うもの で あ り,本 件実験 の 内容 等 を明 らかに
す る上で ,極 めて重要 な意義 を有す るもの で した□
,

8

また ュ上述 の とお り,理卜 には,本 件取材 にお いて嘘 をつ く動構 が な く,か
つ,ホ 件 取材 に至 るまでに十 分 な準俳留
期間 も,と l呆 され て い たため :こ ち ら リ質
問に追 い 込 まれ て虚偽 の事実 を誤 つて述 式 て しま うとい うよ うな状 況ではな
fノ

く,本 件 取材 にお いて部

第3

が回答 した内容 は極 めて信頼性 が 高 い もの です。

本件取材 の内容

1

本件取材 の概 要
(1)本 件取材 の 回時及 び 同席者
本件 取材 lま ,平 成 28年 6月 3日 12時 30分 より,丸 ノ内ホテル 内の レス
トラン 「ポム ロダタン」 にて行 われ ま した。
.

本件取材 の出席者 は,私 ,宮 川 教授 ,村 中氏及 び騒氏 で したが,村 中氏は少
し遅れて レス トフンに到着 され ,途 中か ら本件取材 に加 わ りま した。
(2)官 川教授 が本件取材 に同席 す るに至 r3た 経緯
本件取材 には「私や村 中氏の質問 に対す る機 氏の発言 を正確 に理解 できるよ
う営川教授に同席 をお原
買い しま した。上述 の とお り,官 川教授 は,本 件 マ ウス
に関す る高度 な知見を有 してい るとい うだけでなく,観 氏 と十
日知 の仲であるた

正
め,隊氏の発言の真意を正確に把握 して,本 件取材におけるa騰 の発言を検母
する上で,最 適な専門票といえます。

2

本件 取材 にお ける超孫 の発言 内容及ぴ 同席者 の理解

(1)齢 氏の発言内容

盛 氏は ,本 件 取材 にお い て,自 らがホ件実験 の実行者 で 声〕る ことを認 めた上
で ,本 件 実験 の 内容や 池 田氏に よる本件発表及 ぴ本件発言 の 問題 点につ ｀
て
l′

,

以下 の とお り, 1時 間以 上 に わた り具体的な説明を して くれ ま した。
ア 本件 実験 のデザ イ ンについ て

買がん ワタ
酵 氏は,本 件実験 の内容について,本 件 マ ウスに対 して,子 官要
エ
チ ン,イ ンアル ンザ ワクチ ン,B型 肝炎 ワクチ ン及 ぴ生理食塩水をそれぞ
れ接種 して,当 該茶件 マ ウスか ら採取 した血清 を,フ クチン等 を接種 したホ
件 マ ウス とは異なる他 の正常マ ウスの脳切片 にふ りかけ,自 己抗体 を確認 す
るこ とができるかを確認 した 旨説明 しま した。
イ 池 田氏に紺する本件実験 のプ レぜンについて
題 氏は,当 時,塩 沢教授 の主宰す る本件教室 にお いて, 1か 月に 1回 ,プ
27年 12月 28日 の ミーティン
グに本件実験 のプ ロジェク トリー ダー である池 田氏が 出席するこ とか ら,本
/ゼ ンテー シ ョンを して いた とこを,,平 成
と

件実験 の内容及 び結果 を,本 件実験 において フクチ ン等 を接種 した琳件マ ウ
スの血清 をふ りかけた脳 切片 の各 画像 (μ 下「本件各画像 」といいます。)を
示 しなが ら,1時 間程度 ,報 告 した (以 下「琳件 ミー テ ィンダ」といいます。)
9

とのことで した。
夕 本件実験 の結果,緑 色に染ま った画像 が複数存在 したこ と
本件実験の結果 ,子 宮頸 がん ワタチン以外 の フタチ ンを横種 した もので緑
色に染ま った画像 も存在 してお り,継 氏は,池 田氏に対 して,こ れ らも含 め
〕ことで した。 しか も,そ の際,池 四氏か ら閣躁
て本件各画緯 を提供 した と♂
に対 して,子 宮堅
頁がん ワタチ ン以外 の画像 でも緑色 に染まつてい るものがあ
タ指摘に対 して,準 氏はI本 件実験に使用 し
ることについて指摘があ り,当 言
メ
た本件 マ ウス は何 も しな くて も 自己抗体 ができて しま う極 めて特ダ
朱なマ ウ
スで あ り,ど の フタチ ンを打 った として も,緑 色 に染 まることは当然 に瀞)り
得 る旨説明 した とのこ とで した。
なお,郡 角 は陳述書 (甲 第 24号 証)に お いて,「 信州大学 の琳調査委員会
による聴 き取 りで,私 が,免 疫組織科学染色法による画像 ス テイ ドをマ ウス
1匹 分 しかで きなかったこ とについて,複 数の NF― にB口 50欠 損マ ウノ、の血清
)全 てに ついて免疫染色による画像 を撮影すれば よ
サ ン プル があるな らそ ♂
かった等 と憎摘 されま したが ,私 に とって も医局員 らに とつて も,本 来 の業
務 が多忙 を極 める中での実験 で したか ら,そ のよ うな時間的な余裕 はとて も
あ りませんで ビた。」 (4買 ),「 本件 ス ライ ドのほかに,マ ウスの脳 の海馬 に
つい て,本 件 エ ライ ドと同 じ構図で,自 己抗体 を緑色に染色 した画像が 「何
枚 もあるJと い う意味ではあ りませ ん。」 (10頁 )な どと]今 になって説明
を棚 していますが,平 成 28年 6月 21日 の村 中氏宛 ての メールの中で,麟
氏 自身 が 「確認すべ き ワクチ ンのス ライ ドを探す 時 間が殆 ど無 い状P,と です。
̲ク トの
また,ス フイ ドを村 中先生に御腹 しす るにあたつて,本 研究プ ロジゴ
責任者の許可が必要にな ります。 (こ れ までの実験 の写真は数十万枚 (ワ タチ
ン以外 の実験 も含む)く らい あ ります のでぃ確認す るの に時間を有 してお り

ます 。)」 (乙 第 10号 証)と ,甲 17号 証以外 の他 のスフイ ド,画 像 が存在
す る こ とを前提 とした発言を行 つていたことを指摘 しておきます。
工 池 田氏に よるホ件実験 の結果 の発表

言
雰
と
を
警
ぁ
桑
と
丞
冦
琴
官
各
書
慈
二
塁
塁
性
盈
砿
,1騒 賃
集
欝
埋
基
塁
塾
与
奮
蜜
の認識で これを承譜 した ところ,池 四氏は,マ スコ ミにも公 開 され る成果発
表会にお いて,本 件各画l象 の一部 を発表 した との ことで した。 しか も,池 田
氏は,戸完果発表会 にお いて!上 述の とお り,子 宮頸がんワクチン以外 を接種
した もので緑色 に染まった画像 も複数存在 していたに もかかわ らず ,子 宮即
買
がん フクチ ンで緑色 に染ま った画像 と他 の ワクチ ンで緑 色に染 ま っ てい な
い画像 を組み合わさつた ス ライ ドσ
〕みを発表 した とのことで した。
(2)諄 氏 ブ〕発言 に関す る池 田氏の主張 の誤 り
ア 池 田氏の 主張が不合理である こ と
10

ギ
この′
点,池 田氏は,斑卜 の「他 の ウス で も緑色 に染 ま る こと渉
〕りま した。」
との発言 は =子 宮頌がん ワクチ ンな どを接種 した本件 マ ウスの血 清 を正 常 な
マ ウス の海馬 に反応 させ た ス ライ ド (以 下 「ホ件 ス ライ ド」 といい ます。 甲

第 5号 証 )の うち】子宮頸がん ワタチ ン以件 を機 種 した本件 マ ウスの血 清 で
もれ
予色に染まつた部分 が存在す ることを意味する こと,蟹 偽 の 「他 のマ ウス

も緑色に染 まった画イ
象」があるとの発言 は,網 】
奥の画像 を念頭 に置 いたもの
―
であ り,本 件 マ ウスの血清 を正常な ギウノ、1/,海 馬 に反応 させた画像は本件 ス
)池 田氏が何枚 も存在す るデー タか ら
ライ ドしか存在 しないこ と:及 び穏騰 げ
本件 ス ライ ドを 「ピンタア ツプ しただけJと の発言は,以 上の事実を前提 と
して,池 田氏が 甲第 17号 証 か ら本件 スライ ドを選 んだ と推濱Jし た ものにす
ぎないこ とを主張す るよ うですが,本 件取材 に立 ち会 った者 の 中で,鶴 低 の
発菖 について,そ の よ うな理解 を した者 はい ません。現 に,本 件取材 にお い
て,本 件実験 の結果 である画像 が網:莫 いものである とい う発言をホ件取材の
出席 当事著 は一切 していません。
そ もそ もJ本 件 取材 は,池 田氏によるホ件発表及ぴ本件発言 の合理性 を検
)根 拠 とな二
,た 末件実験 の内容及 び結果 引麗卜 か ら取材す る
証す るため:そ ♂
ことを目的 としてお り,そ の 旨は,官 川教授や小西氏か Щ酵氏に対 して共有
されています。す なわち,子 宮頸がんフタチ ン副反応 問題 にお いては,子 宮
〕ていた
邸
頁がん クチ ンの薬剤 が BBBを 越 え るか否 かが重要な論点 とな ツ
'ノ

ところ,上 述 の とお り]池 田氏による本件発 表及 び本件発言 が,脳 に「沈着」
した とい う子宮邸
が BBBを 超 えるこ とを前提 とした
頁がん フタチ ンの薬斉‖
内容 であつた ことか ら,琳 件取材 は,本 件実験 において,本 当に子営項が ん
フクチ ンの薬芦1が BBBを 超 えて,畑 に沈潜 した とい えるのかを確認す るこ
とを主題 として いま した (だ か らこそ罰灘 と村 中氏・ 宮川教授 との 間では
,

子宮頸 がん ワクチ ンの薬剤 が BBBを 越 えた ものでは ないことが確認 され
ているのです (乙 第 7号 証 の 2(28頁 〜 32頁 )))。
)
そのた め,本 件実験 の結果 であるホ件各画像 に関す る観斥 の説明は,脳「イ
海馬 に関す るもので あ るこ とが 当然 の前提 となつてい ま した。
また,第 3準 備書面 「第 3」 「2J「 (1)」 「ア」 (7頁 〜 9頁 )で 詳述 した
とお り,騨 の発言 の則R緒 ,出 席者 の会話 の文川Rか らして,鉛 氏の説明は海
馬を想定 してなされた ものであるこ とは明 らかです。従 って,私 た ちは,何
イ
女も存在す るデ ー タとは海馬 に関す るものだ と理解 していま した。 しか し
:

3(1)の 項で詳述 します が,そ もそ も本件 実験は,池 田氏の本件発言

(脳

へ の沈着 )を 裏付けることので きない実験 で した。藤 氏は陳述書 (甲 第 24
号証 (2頁 ))で 述 ミてい るよ うに,「 中枢 神経細胞 を酪謂lす る自己抗体 の謗
導 が認 め られ るかの検討」を行 っただ けであ り,脳 に 自己抗体 が沈着す るか
ヽの沈着 の検討 を してい るな ら,脳 の
の検討 を行 つたのではあ りませ ん。脳 ′
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ぅるか網「東の画像 であるかでは意瞬
来が大きく異なってきます が,そ も
画イ
象で瀞
そ も血清中の 自己抗体 いl菫 生 をはか るために :血 清 をふ りかける先 の 中枢神
経細胞 として海馬 を使 うか網 膜 を使 うかには大 きな意味 の連 いが あ りませ
)で あれば,私 も,本 件記事 の「子
ん。池田氏がこのように論点をす り替える♂
宮頸 がん ワクチ ン以外 の ワタチ ンで も強 く緑色 に染ま った画像 が何枚 もあ
つた」 との記戦部分は,画 像 が脳 の海馬 の ものであると限定 されてはいませ
んのでP特 に間違 つた こ とが書 かれてはいない と申 し上げたいです。
なお,マ ウスが複数存在 し,血 構を採取す るタイ ミング も複数回あるなど
:

本件実験 の特性か らして,撮 影画像 は相 当数存在 す ると考 えるのが合理的 で
す。本件 ミーテ ィンダにお いて用 い られた とい う甲 17号 証 は,裁 判 が始 ま
ってか らかな りの時間を経過 して提出された ものでい
す。そ の間に,イ言州大学
の調査もありま したが ,調 査委員会が肛拠隠滅 を防 ぐために嶽齢 のパ /ヨ ン
等 を取 り押 さえる ことまでは していない よ うに見受 けられ ることか ら,電氏
及ぴ池 田氏には,も し自らに不都合なデ ー タや ス ライ ドを消そ うと思 えば】
そ うす る概会 が十分 にあつた と思 われます。
ちなみに,池 田氏 が 「本件 マ ウスの血清を正常なマ ウスの海馬 に反応 させ
た画イ
員がん
象は本件 ス ライ ドしか存在 しないJと 主根すればす るほど,「 子宮郵
)海 馬 といつて,記 憶 の 中枢 があるところに
ワクチン を打つたマ ウスだけ脳 ♂
異常な抗体が沈着 して,海 馬 のイ
幾能 を障害 して いそ うだ」 とのホ件発言 の根
拠 となるデー タの Nは 完 全に 1と な り,原 告準備 書面 (7)の 「原告 が N=
1と 認識 していた事実 もない。」 (6頁 )と の主張 と矛盾す ることを付言 い た
します。
―
イ 諷躁 がチ ャンピオン ,ァ 夕であるこ とを甘定 してい ること
また,鰤 氏は,本 件取材 にお いて,本 件実験 に関 してチャンピオ ン・デー

)2(33買 ))。
タが出て い るこ とを明確 に肯定 していま した (乙 第 7号 誕 げ
チ ャン ピオン・デー タを出す とは,結 果を代表す る意味 を持つデー タではな
〕うち,仮 説に とつて都合 の良 いデー タ pみ を出す ことを
く,複 数 のデー タ♂
『
意 味す るため,閣 氏 がチ ャン ピオ ン aデ ー タが出 てい るこ とを肯定す るとい

象が存在す る旨聰言
骨
lし
うことは,本 件 ス テイ ドの画イ
象の他 に海馬 に関す る画イ
て ヽ
ることを,端 的に示 してい ます。
ウ 他 の フタチ ンで も緑色 に染 まるとの電眸 の発言 の意図
さらに,超 氏は,本 件駁材 にお いて,本 件各画イ
象の緑色 の数値 について「予
官噸 がん ワタチンの方 が若千高いかな。」と発言 してお り,当 該数値 を「例え
l″

ば 自己抗体に しても,一 応少 しは高いです か らね.サ ーパ リンクスにす る と。」
と評 しています。
′
七
ワクチ ンの緑
上述 の池 田氏 の指摘す る本件 ス ライ ドにお け る子官畢
貫がメ
・7ク チ ン,B型 肝炎 ワクチ
色 の数値 は 「72」 で ある一 方,イ ンブルエ ン■
'い
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ン,生 理食塩水 の各数値 は,「 2,S」 ,「 8.0」 ,「 215」 であるため,各
数値 には大きな開 きがあ り (甲 第 5号 艇),轟 氏が,こ の よ うな状態を提えて
「若千高 い」「少 しは高 い」な どと評す る♂〕は,い かにも不合理です。
そのため,本 件取材 の出席者 の間では,題 氏の 当言発言は,本 件 ス ライ ド
xケ

の画像 以外 にも海馬に関す る緑 色に染 まつた画像 が一定数存在す る ことを
念頭 におい て,当 該複数 の画像 を含 めて観 集すれ ば]子 宮頸がんワクチンに
関す る数値 が若千高い印象 で ある と発言 した もの と理解 さ1■ てお り,か か る
理解はチ ャンピオ ン・ デー タの存在 を認 めた翻卜 の発言 に も符合 します。

3

池田氏 の行為 が捏造 に他 な らないこ と
(1)沈 着 な ど生 じていなか rDた こと
雪1」 「 lJ「 (4)」 「(1)」 (4買 )に おいて
池 田氏は,原 告準備書 面 (2)「 封
聯 は,た しか に,原 告 に対 して,『 子宮頸 がん ワクチン,イ ンフル エ ンザ フ
タチン:B型 肝炎 フクチン,生 理食塩水 (μ 下,こ れ らをあわせて「子宮頸がん
ワクチ ン等」とい う。)を それぞれ綾ィ
阻 した NF― にBp50欠 損マ ウスか ら血清を採
,

象』 と
取 し,こ れ らの血清を別 の正 常なマ ウスの脳切片 にふ りかけて掃 つた画イ
して,甲 第 5号 証 のス ライ ドに掲載 され た画像 (日 本甘
吾の説明文宇部分及び 白
線 の 円を除 く)や J ttF支 画イ
象左 側 の脳 の断面写葺 ,ス テイ ド右 上部分 の棒 ダラ
フの画l魚 (英 語表示部分を含簿)を 示 した」と述べ てい るように,本 件実験 が
,

本件 マ ウスの血 清 を別 のマ ウスr、 ふ りか けた実験 であるこ とを当初か ら認識 し
ていた ことを認 めてい ます甲
て,そ もそ も子宮平
員がん フクチンを機種 した本件マ
霞 氏は,本 件実験 にお ヤ｀
、
留
な どしてお らず ,予 宮頌
ウスの海馬にお いて,自 己抗体 が存在す ることを確再
がん ワクチ ンを桜種 した本件 マ ウスの血清 の 中に 自己抗体が含 まれていた こ
とを確認 したに過ぎません。 しか も】本件マ ウスは何 も しな くて も自己抗体を
産生 して しま う竹殊 なマ ウスで した。本件実験 の結果 は,何 も しなくて も自己
抗 体 を産生 して しま う 1匹 のマ ウスに子宮頸 がん 7ク チ ンを打 った ら自己抗
体 を産 生 してい ま した,と い うこ とです。つ ま り,本 件実験 では,新 たなこ と
「
は 「何 もわかつていない」 のです。 しか し,池 田氏は本件実
『淡によつて わか
つたことがある」 と考 えています。 だか らこそ,池 田氏は,自 らの
「点述書 (甲
正(7頁 ))に お いて,3月 14日 に腺材 を受けた TBSテ レビに対 し
第 19号 ヨ
「イ ウス実験 でわか つた こ とをきっか けに,今 後 ,本 モ7 ル マ ウスが HPVフ
,

クチ ンの副反 応 の発生機序 の解 明に役 立つか も しれないことをお話 しした」 と
今になって もな消 ,書 いて しま うのです。
池 田氏は,本 件発表及ぴ本件発言 にお いて,子 宮頸 がん ワクチ ンを接種 した

,

ホ件 マ ウスの海馬 に 自己抗体 が沈着 した と明言 しま した。かかる発言は,子 宮
頸がん フクチ ンの薬斉Jが BBBを 越 え,脳 の海馬 に 自己杭体 が付着 した ことを
13

意味するものであ り.そ のため,各 メデ ィアは池 田氏の発表を大 々的 に取 り上
げるに至 ったのです。
池田氏は原 告準備 害面 (5)で ,「 沈着」ではな く「反応」に留 めてお くバ き
だつた とか (そ れ も信州大学の調査に基 rJく なら,と い う1正 めて受動的な態度
です),さ らに,平 成 29年 10月 31日 付 の意見普 (3買 )で ,言 い間違 い
,

思 い連 いだ つた

言い間違 い,思 い違いは :世 の中にい くらで もあることであ
り,そ れを『 捏造』 とい う意味で表現す ることなどあ り得 ない」
),と 言っての
けてい ます。
「沈着」 と 「反応 」は科学的に全 く異 なる概 念 です。池 田氏は原告準備 善面
(「

(7)「 第 4」 「2」 「(2)」 「ア」 (12頁 )に て,「 特異的反応」 なる言葉 を持
tえ まで使 って,「 沈着」
ち出 し】また 「公判」と「期 日」程度 の連 いだ とい う円
献
「
と 反応」 に大 した逮 いが なく映る よ う事実 を矮小化 しよ うとしてい ます が
「反応 」 とは,文 字 どお り,何 も しな くて も自己抗体 が生 じて しま う本件 マ タ
スの血清を,別 のマ ウスにふ りかけた ら,自 己抗 体 が 「反応」 した とい うだけ
であ り,こ れでは,本 件 マ ウスの血｀
清中に 自己抗体 が産生 した とい う当然 の事
象 しか示 していません。これ に対 して,「 沈着」とは,子 宮頸 がん フタチンを打
つた本件マ ウス 自体 の刷に 自己抗体 が 「沈着」 した ことを示す言葉 で あ り,そ
,

れ故,「 沈着」とい う言葉を使 うことは,自 己抗体 が本件 マ ウスの BBBを 超 え
て脳に固着す るこ とを意 味す るに他 ならず ,極 めて堂大で科学的な意9未 を有す
るのです。そ して,自 己抗体が本件 マ ウスの脳 に 「沈着」 した こ とによつては

じめて,子 官邸
貞がん ワクチ ンが脳に障害 を与 え る,と い う池 田氏 のイ
反説を立言
正
「
「
「
す る入 り口に立て るのです。 沈着」 と 反応」は 「公判」 と 期 日」程度 の違
い ではあ りません。
ちなみに,本 件実験 の結果が 「特共的反応」でもないことは,癖 怪 自身が認
pて い ます (B「 何 で も起 きると.非 特異的に。J路 「うん。 うん,う ん。
ド
J(乙
マ
7号
の
ス
堅
第
証 2(呂 呂頁)))。 すなわち!本 件 ウ は子官 買がんワクチンでな く
ても,「 非特異 的」に 自己抗体 が産生 され て しまいますり籐 氏は,子 官頸がんフ
〕
タチ ンの場合 ,自 己抗体 の産生 ♂
程度 がち ょつ と高 くなると見てい ます が,そ
れ が女 の子たちの症 状 につ なが るか と言 えばJ「 つ なが るか も しれないけ ども
つなが らないか も しれない」 と発言 して います。これは,「 特異的」と判断でき
,

るか といえばそ こまでは言 えない と言 =〕 てい る )で す。このこ とを,「 沈着」で
はなく 「反応」 に留 め るぶ きだつたが,そ の反応 は 「特異的反応」だ f〕 たので
lア

沈着 と言 つて しまつたのは正確性 を欠 いた程度 だか ら問題はない とす るのは
極 めて下i直 切 かつ不合理 な説明 です。

,

なお,池 田氏は,原 告準備書面 (7)の 上記引用箇所 で もJあ るいは,同 準
ギウスの脳切片 にふ りか
俯書面 「第 3」 「3」 「(2)」 にお いて も,「 血清 を正 常―
けた こ と自体が問題であるか の ように指摘す るが,こ の実験方法それ 自体は 自
14

已免疫 の拡体反応 を横査す るための一般 的な方法であ り,蟷氏 も,被 告大江・
同村 中に,通 常 の 自己抗体 の検査方法 であると説明 してお り (乙 7の 2, 28
頁及ぴ 119〜 120頁 ),被 告 らも理解 してい るはずである。7ク チ ンを接穣
したマ ウスそ の ものの脳 の画イ
象ではない ことを論難す る被告村中の主]民 自体
=

自己免疫 の抗体反応 の検査方洛を知 らない者 の誤解 に基づ く主張で ある」な ど
ヽの血清 のふ りかけが一般 的な検 査方法
と主張 し,私 や村 中氏が,別 のマ ウスイ
である こ とを知 らないほ ど無知であることを印象 づ けようとして いますが,こ
れ も事実 とは全 く異な ります。すなわち,「 周Jの マ ウスrゝ の血清 のふ りか け」は
「自己抗体 の抗体反応 を検 査す るた めの」方携 と して は一般的なので あって

,

,

「子宮翠
貫がん フクチ ン と目ll反 応症状 の 因果関係 を立証す るための入 り日に立
つ」検査方法にはまつた くなつていないのです。「別 のマ ウス」はいわば,自 己
抗体 の産生 を検出するための 「検 出器」です。 どち らも「マ ウス」であるか ら
やや こ しいのです が,検 出器 に 「反応 」があって も,そ れは自己抗体が出たこ
Jが そ のワクチ ン
としか示 していません。 フクチ ンを打 ったマ ウスの月
画その も″
需 「沈着」
に r反 応」 した こ と 〔
)は 全 く示せていないのです。

つま り,上 記の とお り,ワ クチンと症状の因果関係 を立証す るとい う観 点か
らは,ま った く意 味がな1/ヽ 本件実験 を実施 してい るのです。
池 田氏は,「 客観的所見」だ と言 IDた 自らの発言は本件実験 のこ とではな く
,

NEWS23が

勝手 に誤 った編集 を行ったのだ とまで主張 しま した。録画を何
度見 て も,そ れ を展開 した ウェプ記事 を何度読 んて̀も ,そ の よ うな編集 があつ
た とは思えません し,こ れだけ重要な こ とである
『 ,に ,池 田氏は直ちに TBS
に抗議 して修 正 を求 め ることも してい ません。百歩譲 つて 「客観 的所見」を議
頁がん フタチ ンを打 ったマ ウスだ
論 の対象 か ら外 す としても,そ の前の 「千官學
)で すね 海馬 といつて ,記 憶 の 中枢 が あるところに異常な抗体
け,ど うも脳 げ
・
が沈着 して,海馬 の機 宮
Bを 障害 していそ うだ」とい うコメン トをす るだけで も
琶ヘ
十分 に 「捏造」 と評す る ことがで きます。 なぜな らJ池 田氏は,海 馬 の鵜冑
,

,た 本件マ ウス
の障害 の有無がわか るよ うな実験 (子 官頸 がん アクチン等を打 二
の脳 に 自己抗体 が沈若 したか ど うか を確 かめる実験 )を してい ないの に,し て
いないこ とを知 りなが ら,「 沈着 」「障害 していそ う」 と発表 したので あ り,こ

れは,「 ない ことをあるJと す るもの に他な らず ,ま さに捏造 に該当す るので
す。
脳神経 が専門の池 田氏 が 「枕着」 と発言 した とい う事実 は,十 分 な意図が汐
〕
つた としか考えられ ません。そ う言 えない実験であるこ とを知 つていて,あ え
てテ レビの前でそ う言 つたのです。 まだ論支 にな ってい ない予備的段階な ら
テ レビの前で言 う必要 はあ りません。成果発表会 に記者 を入れ たのが厚生 労働
,

督 だ つた として も,発 表 ス テイ ドを厚生労個l省 が見 ていた としても,何 ら関係
があ りません。塩沢教授 の作 つた資料 だ とい うな ら,塩 沢教授 に発表 させ るか
,
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)に ,そ れ らを一切せず
少な くとも「塩沢教授によれば」と原典 を示す べ きな♂
/ピ 単材【
車の
自ら記者 がい る成果発表会 の場で もJ自 ら研究室に招 き入れ たテ と
前で も, 自分 の口で,「 沈若 Jと 言 つたのですD
,

上記事実に照 らせば,池 田氏の本件発表及ぴ本件発言 は,捏 造 と評 されて黙
るべ きものです。
(日 )ボ 件 マ ウスの特殊性 を理解 しなが らチ ャンピ汁 y・ デー タを提示 したこと
池 田氏は,信 州大学の医学部教授かつ神経内科 の教授であ り,同 大学の医学
部長兼副学長を務 めるほどの経験 と実績 を有 してい るだ けで な く,池 田Ы の研
究代表者 として,ま た,本 件実験 のプ ロジェク トンー ダー としてJ成 果発表会

の発表前や NEWS23の 出演前 に,本 件実験 の研究結果 を精査す る立場にあ
り,ま たその棚を
会 を十分に得 ていま した。
また,撃 氏によれ ば,鶴 氏は,本 件 マ ウスが も ともと何 も しな くとも自己抗

象が緑色 に染まるこ とは 当然 であ
体 を産生す る特殊 なマ ウスであ り,本 件各画イ
る と,池 田氏に対 して説明 してお り]か つ,当 該説明は本件 ミー テ インダにお
いて用 い られた とい う甲第 17号 証 の 8買 及 び 29頁 において!わ ざわざ同一
のス テイ ドを 2度 も提示す ることで強調 されています。この ミー テ イングに出
席 していた池 田氏は ,一 月
費的に,本 件 マ ウスは脳 に変性 が起 きやす いマ ウスで
瀞
〕り,障 害 が起きた として もJそ れが加速 されているこ とを見るべ きであるこ
とを当然に理解 していたはず です し (=.第 3号 証 (3買 )),た とえ塩 沢教授 の
資料 を引用 したに過 ぎなかつた として も,十 分なNの 数 を用意 して統計的な有
ト的 に発表 で きない こ とを十分 に理解
意性 を持 つ 結 果 が得 られ てか ら しか対 タ
していたはずです (る 第 8号 証 (10頁 )).
にもかかわ らず ュ池 田氏は,N=1し かない チャンピオ ン・デ ー タで客観的
pで ぁり,こ
所見 とい う言当電まで使 つて,対 外的な発表を行 い,離 論を進 めた デ
れは,十 分 に捏造 と評価 で きる行為 です。
N=1と は,ひ とつは 「ある」 とい えるのではあ りません。ひ とつ だ けその
事象 が起きて も,何 も言 えないのが科学 です。統計的に有意 であるこ とを示 し
ては じ■)て 「ある」 と言えるのが科学 です。池 田氏は,「 沈若」「障害 していそ
巻装す るな らば,そ の根拠 となる
ヨ
う」「客観 的所見」 との本件発言を対外的 に・
デ ー タに続計的な有意性 があるか否か】及 tド ,Nの 数は十分 か を確 かめる必要
が あ りま した。
池 田氏は,原 告準備書面 (7)「 第 2」 「4」 (6頁 )に おいて,「 原 告がN=

)結 果を
1と 認識 していた事実 もない。」 と述 べ ,そ の直後に,「 ELISA怯 ♂
示す 甲 7の ス ライ ド38の 写真 か ら少 な く とも 2匹 の検 査 を して い るもの と

認誡 した」 と主張 します。 しか しなが ら,科 学的には:N=1で あ つて もN=
2で あって も,何 か を言 えるほ どの検体数 が ないこ とに変 わ りあ りません。 1
匹でな く 2匹 だか ら確 定的な こ とを言 つて よい,と はな らないのです。それ ど
16

ころか,「 少 な くとも 2匹 」 と認識 していた とい うこ とは,池 田氏が Nが い く
つかにつ いて開心をもつていた ことの証左 です。

池 田氏が N=2は ある と思 =〕 たとい うこ とは,Nが 足 りない とい うことを認
識 していたことに他 ならず〕かか る一事をもつて いて も,池 田氏が本件実験の
結果を捻 じ曲げた発言を したことが明 らかなのです.
(3)他 の緑色に染 ま つた団イ
象があつた こと

料 氏は,ホ 件取材 において,本 件 ミー テ ィングにお いて提 出 した本件各画像
う画像で緑色に染 ま
の中には=子 宮頸がん アクチ ンを桜種 した本件マ ウス以外 ♂
つた写真 が存在 した 旨断言 しています。
そ うだ と弓…
れば:池 田氏は,上 述 の子官頸 がんフクチ ン以外 で緑色 に染まつ
ー
た画イ
敏を持っていたにもかかわ らず,自 もの都合 の良いチ ャンピオ ン・デー タ
のみを ピックア ップ して,本 件発表及び本件発言 を行 ったこととな り,か か る
池 田氏7,行 為は寸
里造 に他な りません。
(4)池 田氏の実験ヽの聞与
池 田氏は,訴 状 「第 2」 「3」 「(2)」 (5買 )に 消 いて「 成果発表会で池 田氏
が使用 した本件実験 に関す るス ライ ド (甲 第 5号 辞
正)は ,斑 内の報告会にお い
て塩沢孝
女授 が発表用に作成 し使用 したス ライ ド (甲 第 6号 証)の 中の 1枚 (甲
第 7号 譴)を そ のまま使 用 した ものであ り,池 田氏 が塩沢教授 の研究 に関与 じ
た り指示 した りしたことは ない と述べ ,か つ]準 備書面 (2)「 第 1」「 1」「(6)」

(5頁 )に おいてはJ「 本件実験及ぴ茶件実験結果臓露 氏が行 ってお り,原 告は
結呆を超hか ら聞いた程度であ って,実 験 には全 く聞与 してい ない」 と断言 し
ま した。
・
しか し,本 件記事をす
島載 した後 に気付 いた ことです が ,池 田氏が成果発表舎
で使用 した ス ライ ドの うち,31枚 目の「求梢神 経病変」1こ 関するステイ ドは
,

ー
ン
い ス
17号 証)に も
.顔hが 本件 ミ ティ グにて使用 したと う ライ ド (甲 第
平成 28年 1月 8日 に塩沢教授がプレゼンに使用 したステイ ドにも (甲 第 6号
よ
証),存 在 しませ ん。一方で ,当 該 ス ライ ドは,こ と
第 1号 証 の NEWS23に
つて放送 され て い る 4分 30秒 頃 の場面には表示 され て い ます 。
:

成果発 表会 で池 田氏は ,「 脳 の海馬 と呼ばれ て い る記憶 の 中キ
区の ところに ,こ
の HPV7タ チ ンを打 つた マ タスだ け,こ うい う異 常抗 体 がつい てい る。す な
わち,脳 を攻撃 す る異 常な抗 体が ,こ のマ ウス にはで きた とい うこ とがわか り
ま した。現在 ]そ の抗体 の性状 を詳 しく分析 して い る ところな んです が ,同 時
に このイ ウス のです ね ,こ うい う皮膚 ,足 の そ つけい (鼠 径 )の 皮膚 の 中の神
経 ,こ うい うところです ね ,こ れ を電子顕微 鏡 で 見 てみ る とですれ ,皮 内 の神
〕マ ウス は用 と末
経 ,こ うい うものです が ,ど の神経 も鎮れ て い る。 だか らこ♂

工)と 述 Rて い ます。
梢神経 とを同時 に障害 を受 け て い そ うだ。J(丙 第 37号 言
池 田氏に とつては ,子 宮頸 がん ワクチ ンが ,マ ウスの脳 と末梢神経 を 「同時
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に」障害 してい る と示す ことが大事 だ ったので しょ う。そ うすれば,子 官頸が
ん ダクチ ン と少 女たちの痛 みや けいれ ん といった諸症状 を結ぴつ けることが
で きる と考えたか らであ り,そ れは池田氏の陳述春 (甲 第 19号 証 (7頁 ))に
あるェ3月 14日 に取材 を受 けたTBSテ レピに対 し,「 マ ウス実験 でわかっ

たことをきっかけに,今 後 ,本 モデルマ ウスがHPVワ クチ ンの副反応 の発 生
機序 の解明に役 立つか も しれないこ とをお話 しした」とい う記述によく現れて
います。
池 田氏は,本 件実験 に よつて示 したかった こ との 半分 (末 梢神経ヽ の障害)

は 自らが示 し,ア賞り半分 (脳 ふ の障害)を 爾 氏に委ねたのです。 この二つの事
柄 は密接 に関わ りあつているのであ り,原 告準備 書面 (7)「 第 2J「 6」 にお
いて,「 甲 4の 30枚 目の 「皮 内神経 の観察」と 31枚 目の 「末梢神経病変」の
各 ス ライ ドは,原 告が:嶽 氏 の本件 マ ウス実験 とは別 に作成 した ものである。
原告 は,平 成 26年 ヒ
頁,原 告が研究代表著 を務 める平成 26年 度 の研究班 にお
ける塩 沢教授 の研究で,田 氏が ノンタア ウ トマ ウス にサーバ リンクス を接種 し
て調 べ る動物実験 を行 ‐
ってい る ことを知 り,歯 二
氏が行 う実疎 とは関係 なく,サ
ー パ リックス接種後 12ヶ 月十
墨過 した ノ ンタア ウ トマ ウスの皮膚標 本 を受 け
取 り,光 学順微鏡及ぴ電子顕微 鏡で観集 して,そ の写真 をス ライ ドに したので
ギウス実験 とは
あ り,マ ウスの血清 をマ クス海馬 にふ りか けて反応 を見た本件―
別 の ものであ る」 とい う説明は,あ ま りに無理があ ります。
池 閉氏は,本 訴訟で勝 訴判洪 を勝 ち取るために,自 らは本件実験 に全 く関係
してお らず,発 表内容 も塩沢教授 の発表 を引用 しただけ,と 機 り返 し主張 して
い ます。
)『 信
しか しなが ら,こ れ は新 しい証拠ですが,塩 沢教授 は平成 26年 白月♂
「
州 医学雑誌』に HPVフ タチ ンに関す る最近 の トピ ンクス」 と題 した論稿 を
,中 で明稚 に 「我 々産攻
執筆 してお り,そ げ
掃人科学教室 も,池 田教授 と免度制御
学教 室穏腔 教授 の協力の も と,ノ ンクアウ トマ ウス を用 いた目1反 応 の機序 の研
究 を開l冶 してお ります。」 と記 しています (乙 第 11号 証)。 この証拠か らも
本件 マ ウス実験 に対す る池 田氏 の関与は明確 です。
:

また,池 田氏の主張す る とお り,池 田氏が作成 したス ライ ドが本件実験 とま
つた く凹わ りのない ものであるな らlゞ =池 田氏は,本 件実験に全 く関与 してい
ηらず ,本 件実V食 の説明に関するス ライ ドに]ボ 件実験 とは
なかったにもかかオ
全 く関係 なしヽ自らが行 つた実験 (本 件実験に用 い られた本件 マ ウスに関す るも
のです。)イ こ関す るス ライ ドを,成 果発表会 での説明 に あた つて意図的 に追加
したこととな ります が,こ の よ うな池 田氏の主張が不 自然 かつ不合理な ことは
一 見 して明 らかです。 どうして池 田氏は,結 果 を聞 いたギ
星度 のぅ全 く関与 して
い ない 実験 に使 われ てい るマ ウスの1票 本を受 け取 つて ,自 ら顕微鏡 を猛見集 して
い るので しょうか。少女たちの座 状 は子宮頌 がんワクチ ンの副作用であるとい
lB

つには,せ めて,遺 伝子 が欠損 した異常
う池 田氏の仮説 を立証す る入 り口に立ザ
なノ ンクア ウ トマ ウスに子官顕がん ワタチンを打つ と,脳 と末梢神経 の「両方」
がや られて くれ ない と困 る ,で す。脳 を見 た本件 実験 と,池 田氏 自身 に よる末
「
工の観察は,「 】1の ものJで はあ りません。
梢神諄
韓 氏 の陳述書 (甲 第 24号 証 )に は,そ のこ とが よ り鮮明に現れ ています。
3頁 冒頭 に,「 平成 26年 度 の池 田斑 の班会議 で塩沢先生 の発表 をお聞きにな
つた池田先生か ら,サ ーパ リンクス以外 ♂
〕ワクチ ンを接種 した場合 と比較検討
L
してみては どうか とい うコメン トがあったため」 とい う記述があ ります。「Ⅲ
「
較検討 してみ ては ど うか」 とい う発言 を した人がなぜ 全 く関与 してい ない」
と言 えるので しょ うか。
(5)池 田氏 の NEWS23ふ

の出演

池 田氏は,NEWS23へ の出演 について は,自 ら信州大学内を案 内 し,取
材 に対 して積極的に応 じてお り,そ うした態度や廠材内容に照 らし,池 田氏は
成果発 表会での結果発表や NEWS23が 世の 中に与える影響 の大きさや ,そ
れ らが 自らの研究班 の名声や評判 をいかに高 めるのかにつ いてJ最 も敏感 に察
,

知 していた と考 えられ ます。
また,信 州大学 にお け る地位及び人間関係 に照 らし:塩 沢教授引麟 氏に対 し
て 自らの指示に従わせ る こ とも十分に可能であると考えられます し,上 記 の と
お り,池 田氏は:本 件 マ ウスの百虫
通 を受 けるな ど,実 際に本件実験に関与 して
いたのです。
そ う考えると]池 田氏 こそが:本 件実験 の研究結果につ いて世 の 中か らより
高い評価 を得 たい と考 え,そ のた めの資料 9調 整 を 自ら行 いXは 指示す ること
fノ

がで きる人物であると考えるのが合理的であ り,こ のことは,池 田氏が 自らの
合 の良いチャン ピオン・デー タのみを ピックア ップ して,本 件発表及び詐件
者卜
発言 を行 つ た こ とが其実 であるこ とを十分に補強す るので はないか と考 えて
い ます。

第 4 本件記事の掲載経緯

1

同席者による督 氏の発言内容の検討
I
当社は,癬 氏の発言内容について,本 件取材後,本 件マ ウスに関する知見を有
す る宮川教1受 及ぴ柑中氏とともに,以 下のとお り,そ の真実性に関する検肛を実
施 しま した。
(1)本 件実験のデザインについて
まず″ホ件実験のデザインについては,協氏が本件実験の運行者であるとこ
る,暮 件実験のデザインに関する餌隠 の説明は具体的かつ詳細なものであり
転卜 が共同研究者である宮川教授にまで実験のデザインについて暁をつ く理由
'

,
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はない ことか ら,真 実であると考えま した tB氏 の説明す る本件 実験 のデザイ
ンが真実であったことは,後 の信州大学 の調査 に よyコ て も明 らか とな って いま
す。)。
(2)池 田氏に対す る本件 実U史 のプ レゼンについて
また,碩 脱 が池田氏 に寸 して本件 ミーテ ィン グにお いて本件実験 のプ レゼン
を実施 した こ とも真 実であると考えま した。 これ は,螂脱 が本件 ミー テ ィング
の実施 日時を正確に記憶 していたこと:及 び ,池 田氏は地 田班の研 究代表者で
あるため,自 らが所属す る信州大学で実施 され てい るホ件実験 につい て報告を
受けることが極 めて 自然 であるだけで なく:池 田氏は自ら本件発表及 び本件発
言 を行 つてい るため,本 件 実験 に関す るプ 隊ゼ ンを実験担当者 か ら受 けてい る
と考え ることが 自然だか らです (本 件 ミーテ ィングの存在については池 田氏 も
争 いあ りません。)。
(3)ホ 件実験の結呆「緑色 に染まった画イ
象が複数存在 したこと
事件実験 の結果 J緑 色に染 まった画像 が複数存在 したことについて も,欝 氏
の説明は合理的かつ信用 に値するもので した。
朱
す なわち,本 件 マ ウエは ,も ともと何 も しな くとも自己抗体を度 生す る特ア
レエ ンザ アク
なマ ウスで あるため,本 件 マ ウスに子官頸がん ワタチン・ インフア
チ ン「 B型 肝炎 7ク チ ン及び生理食塩水 の どれ を接種 した として も,本 件 マ ウ
スの血清 を採取 して,全 く別 のマ ウスの脳 切片 に血清 をふ りかければ, 自己抗
体 の存在 を意味す る緑色に染まることは当然 に想定 され る事象です (そ のため
,

宮川教授が指摘 され る とお り (こ と
第 8号 証 (10頁 )),本 件 実験 は,緑 色に染
まった 自己抗体 が,子 宮郵
貞がん ,タ チ ンを原 因 として生成 され たか,本 件 マ ウ
スの特性 上生成 されたか ,困 果関係 が明 らかにな らない 内容 となつて しまつて
います。)
〕結果 ,緑 色に染 ま つた画像 が複数存在 す るとの組 氏
したがって,本 件実験 ♂

ザ

の発 言は,本 件実験 のァ イ ン及ぴ本件マ ウスの特性 に鑑 みれ ば,当 然 の結果
を示す も リに他な らず,極 めて 自然 かつ合 理 的 な もの といえます。
(4)池 田氏による本件実験 の結果 の発表
Fノ

)発 表 の経緯 について も,鰹氏の発言 は信 用で
池 田氏に よる本件実験 の結果げ
きるもので した。
すなわち,上 述 の とお り,本 件実験 ,デ ザイ ン及ぴ本件 マ ウスの特性 に艦み
『
質がん アクチ ン を原 因 と して 自己抗体 が産生 さ
れば,本 件実験 によつて,子 官堅
れたか否 かについては ,十 分なNの 数を用意 して統計的な有言性 を持 つ結果が
得 られ ない限 り対外的 に発表 で きないこ とは明 らかです。かつ,闘 低 もそれを

頁がん ツクチ ンを打 つたマ ウスだ け舶 の
認識 しています ので,翰 騰 には,千 官邸
海馬 に異常な杭体が沈着 した 旨発表すべ く:そ れ に沿 つた実験結果資料 を作成
しよ うとい う動機 がないはずです。 しか も,池 田氏が発表 した本件 ス ライ ドに
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はエ テーパー も存在 しないのです か ら,十 分 なN♂ 〕
数を用意 した とい う事実が
存在 しないことも祖定できま した。
それに もかかわ らず,池 田氏は,本件 ギ タスの特性か らはお よそあ り得 ないぅ
子宮頸がん フクチ ンを打 ったマ ウスだけ脳 の海局 に異常な抗体 が沈着 した旨
発表・発言 したのですか ら,か かる発言・発表に沿 う実験結果資料 を作成 しよ
めて 自然 かつ合理的
うと考 えた人物 もまた池 田氏本人 である と考 え るのが ≧
です。
そのため,本 件 実験 の結果 につ いて,池 田氏 が 自らの発表 に都合 の良いデー
l,i「

タのみ を選択 した上で]本 件発表及 び本件発言 を行 つた とい うこ とは極めて合
理的な説明で した。

(5)小 括
以上の とお り,本 件取材 における0騰 の発言内容 については,専 門宗 (官 川
教授)が 検証 して も,私 や村中氏が横証 して も:具 体 的かつ詳細 なもので,不
舎理な部分 も見当た りませんで した。
籟 氏が小西氏 の説得を受けて]迷 い なが らも最終 的に本件 取材 に応 じて くれ
たとい う経緯 に鑑みて も,本 件 取材 における濁 氏 リ発言 は十分 に信用 に足 りる
rノ

ものだ と思 い ま した。
2 歯 氏の発言内容 に関す る池 田氏 らに対す る裏づ け取材 の状況
(1)池 田氏及 び塩沢教授 に対す る裏 づ け取材 の状況
私は,本 件取材 におけ 轄 氏 の発言 を受けて,憩 障 の発言内容 の真実性 を裏
付 けるため,平 成 23年 6月 7日 J塩 沢教授に対 して,雰 氏の発言 の概要 を記
氏か ら説
戦 したメール を送付す るとともに (乙 第 4号 離),本 件実験 について郎ヽ
明 された内容 について,塩 沢教授 も同様 の認識 であるかを質 問 しま した。
しか しなが ら,塩 沢教授 か らは,上 記質 問に対す る回答を得 る ことはできま
せんで した。
以上の とお り,私 は,池 田氏 と塩沢教授 とい う二人 の教授 か ら本件実験 の内
容 に関す る腺材 口質問 を拒絶 されたのですが,医 学部 の講l聖 は,教 授を頂点 と
p,塩 沢教授 の主宰す るホ件執室 のスタ ップか ら本件
す る強 固な組繊 であるた 〆
実験 に関す る話 を聞 くことは事実上不可能 な状況 とな りま した。
(2)】照氏か ら画像 を提供いただけなかつた こと
さらに,本 件取材 にお い て,務 氏が我 々に対 して提供 を約束 して くれた本件
各画f象 につ いて,翻 騰 か ら提供 を受 けるこ とはで きませ んで した。
村中氏及び官川先生か ら,再 三 ,メ ール にて催促 していただ き,「 私 といた し
ま しては,先 日御会 い した際,御 話 しを した内容 が真美で,だ いたい生 てです。」
・が拒絶 された こと
との回答 が あったのです が,池 田氏 と塩沢教授 に対す る取本
珂
・
もあ り,そ の後 ,憑 氏は,我 々か らの メール に応答 しな くな りま した。
(3)′ lヽ 括
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以上か ら,当 社 としては,本 件取材 におけ綴鮨氏 の発言内容 が十分信用 に足
づけ取
К教↓
るものであると書
思識 しなが ら,池 田氏 ,生気υ
受及び籠 氏に対 して,裏 ギ
材を統けたものの,協 力が全 く得 られない状況 とな りま した。
また,上 述 の とお り,医 学部 の講座 が強固な組織 であることは周知 の事実で
づけ取材 を行 うことができる可能性
あ り,今 後 ,本 件実験 について,新 たな裏ザ

3

も極 めて低 い状況 となつて しま つたのです。
本件記事 の,色 表 を判断 した こ と

そこで,当 社 は,本 件 取材におけるd膿 の発言が,上 述 の とお り,我 々か ら見
て も,専 門宗 (宮 川教授)か ら見ても,合 理的かつ信用 に足るもので渉
,つ たこと
Aに
嬌 氏 の発言内各 ついてはF五 に池 四氏及 び塩沢教授 に伝達済み であるにもかか
,

わらずュ池田氏及び塩沢教授から傷撮の説明と異なる事情について何ら説明がな
されず,異講も受けなかつたこと,そ の他題氏の発目を緩すような事情がまつた
く見当たらなかったことから,本 件記事の掲載を決断したのです。

第5

1

宮川教授による陳述書 の作成経緯及ぴそ の内容
作成経緯
本件訴訟にお いて,池 四氏は,本 件実験及び実験結果は嗣肘 及ぴ塩沢教授 が行
つた ものであ り,池 田氏は塩沢教授 の資料 をそ のまま使用 しただ けだか ら,黄 任
が ない と主根 いた り,本 件記事 の根拠 の一つで あ る鰯恥 の説明につ いて,辱 氏が
記事 に ある よ うな内容 の説明 を した とは到底考 え られない と主 張 した りしま し
た (原 告準備書面 (2)「 第 4J(17頁 ))。
そ こで,私 は,本 件 マ ウスについて高度 の知見を有 してお り,か つ ,本 件駁材
に同席 していただいた官川孝
女授に陳述書を作成 して いただ くよ うお願 い しま し

た。
2 陳述書 の概要
宮川教授 は,こ れ を性諾 し,本 件 マ ウス及び本件実験 の意義 ,本 件吼材 にお け

る懲氏のJと 言内容が合理的であり,信 用できること=宮 川教授が池田氏に対して
本件実嘔
費に関する情報の開示を求めたにもかかわらず〕開示がなされなかったこ
となどについて,陳 述書を作成 して くれま した。
宮川教授は,本 件マ ウスに関 して高度に知見を有 しておられ,当 社や村中氏と
の利害関係も存在 しないだけでなく (乙 第 8号 証 経歴をご覧下 さい。),国 氏と
,と 思い
共同研究を実施 してきた方ですので,そ の解説は極めて信用性が高いもげ
ます。
f/〕
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裁判 の過程で明 らかにな った こ と
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麻訴訟 における池 田氏の主張か ら,池 田氏が 「沈着」 とい う表現 を使 =〕 たこと
及ぴ 「N軍 1」 で発表 したことを,い かに軽 ん じてい るか とい うこ とが,改 めて
明 らかになつた よ うに思います。
本件実験のよ うなマ ウス実験 においては,フ クチ ンを打 ったマ ウニ 自体 を観集
す る実験 とマ ウスの血清を別 のマ ウス に手 りかけて反応 を見 る実験 とでは,全 く
｀
ム
が提起 され た後 に専門家 の方 に確認 した ところ:前 若
意味が異な ります。本訴μ
は in vivo(生 体 内),後 者 は ex vivo(生 体外)と 呼 ばれ 手全 く異なる実電
費系 と
されるとの ことです。池 田氏は,ex vivoの 結果 を in v沖 。の結果 であるかの よ
うに発表 しま した。両著 の違い は,こ の研究分野 では非常 に基本 的な こ とで あ り
〕ことを弁 か らず に発表す るとは とて も思 え
脳神経 の専門宗 で ある池 田氏が,そ ♂
,

ません。
また,N=lの 結果 で発表す るとい うの も,研 究者 と してはまった く考えられ
ない ことです。池 田氏はュア ミロイ ドー シス とい う難病 の研究で名 を馳せた研究
者 です。非常 に稀 な難:病 を研究 して きた研究者 が,Nの 数 に無頓着 とは とて も思
えません。
以上のこ とか ら,池 田氏が沈着 を確認できてい ないこ とを十分 に知 りなが ら「
｀
あえて沈着 とい う言業 を使 つた こ とは,間 違 い ない と思 います。卒訴Vム において
うたとか,N
は,言 い開違 い である とか,特 異的反応だ つた とか,そ れ は網膜 だ 二

Elは 知 らなか つた とか,様 々な主尋
民をされ てい ますが=

これまで分析 してきた
とお り,こ れ らの主張は台理1生 を全 く欠 くもの といわ ざるを得 ません。

第7

結論
以上の とお り,私 も,当 社 も,本 件記事 を掲載 す るにあた つては,十 分な取材
括動及びそ の真実性 に係 る検謡 を行 つてい るのであ り:池 田氏 の請求 には理由が
あ りませんか ら,直 ちにこれ を業去,し ていただ くようお願 い します。
以上
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