
瞭 述 書

東京地方裁判所 民事第室6都合離 1係 御中

乙第 12号証

平成 30年 r件月
17♪

ロ

碑氏名 マヽ′
七津エヽ

メ

第 1 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

"省
,信州大は調査萎設置を 利用される日本

的科学穀遭 (繊編)」 (以下「本件記事」といいます。)について!株式会社ウェ

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 2 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C′う目1反応に関する間赳 (以下「子宮堅買がんリクチン副反

応問題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

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

がんワクチンの機種を見含】‐,せていることでWHoか ら名指 しの批判を受け

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〔′_う 対応が注目

されています。

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」 (以下「NEWS2督 」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
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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。

こげ〕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

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

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正できるよう準備

していました。

なお,池田氏本人″ヽのアプローナとしては,平成 26年 9月 の線維筋痛症学

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
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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。

私と村中氏は,成果発表会における池田氏のザ雹表に対して,μ上のような関

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 rノ,発表及びNEWS23に おける池田氏の発言

池田氏は,平成 28年 3月 16日 ,成果発表会において,池田斑♂)研究代

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

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t寺言内容には合理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

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

ウス)へのHPV「ノタチン (サーパリックス),イ ン
~メ
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

的所見が提示できている。」「子宮唄がんフクチンを打つたマウスだけ脳の海

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
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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

書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
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

物質から守るための関所のような組織が存在するた汁ン,一般的に,子官頸が

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。

そのため,池田氏による本件発表及び本件発言は,子官堅貫がん7タ チンの

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

しかしながら,本件発表及ぴ本件発言♂)科学的根拠となる甲第 5号証の画

像 (子官堅貫がんブタチンを打つたマウスσ〕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
ーパリックス接種「群」においてのみとの記戦から,複数のマウスを用いて

実験を打つたとの趣旨が読み取れるのにもかかオ〕らず]統計解析に―般的に

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
'お

くと

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

らないのにもかかわらず,本件実験のデータは何ら示されていなかrっ たげpで

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

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`表したの

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

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。

2 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
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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

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′レー トで,信州大学医

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Fユ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

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

本件実験には本件マウスとい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。

具体的には,官川教授は,上述の「WEDGE Infinity」 げ)「子

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 rノ9仲であることがわか

りました。

5



イ 宮川教授の専門性 隠脚V〕共同研究者であつたこと)

宮サ|1教授は,平ナ戎13年から平成 15年頃にかけて,マサチューセッンエ

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 ♂)頃

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,統計樹零析もなされてヤヽない不十/分な

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,

他の研究者や世間rノコ誤解を招くだけでなく,科学研究″ゝの信頼を損ねてしま

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,早メ月に/ム`表するよう助言しているとのことでした。

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

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)らず,器氏は,本
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「′lヽ西氏」といいます。)に対して題騰を説得す

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。

イ 小西氏による説得内呑蕉

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
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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

説得してくれたのです。かかる小西氏・ のゝ説得を受けて,電爵は,当社の取

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

(乙第 7号祗の2(133頁 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.」

(★つA:「なるほど.」

協 :「 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」

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。」

撼 ゴそういうようなことを考えたときに,コ ニヤ先生が一言]言つたのは「必

ずパックに私がいるから」。」

A:「 うん.J

通騨「「大文夫ですよJと。」
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

に宮川氏と♂〕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,

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
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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

もかかわらず,小西氏による説得を受けて,本件実厨負の内容及び結果を明らか

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

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。

4 本件賊材の内容の信頼と性

(1)題絲の動機と準備時間

上述♂〕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

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□
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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fノリ質

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

く,本件取材において部 が回答 した内容は極めて信頼性が高いものです。

第3 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

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騰の発言を検母正

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 l′ て` ,

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

酵氏は,本件実験の内容について,本件マウスに対して,子官要買がんワタ

チン,イ ンアルエンザワクチン,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
と/ゼ ンテーションをしていたとこを,,平成 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

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。)
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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

て本件各画緯を提供したと♂〕ことでした。しかも,その際,池四氏から閣躁

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

ることについて指摘があり,当言メタ指摘に対して,準氏はI本件実験に使用し

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

サンプルがあるならそ♂)全てについて免疫染色による画像を撮影すればよ

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。

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_ク トの

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

各書慈二塁塁とを言警ぁ性盈桑砿,1騒賃と集丞欝雰埋蜜基冦琴塁塾与奮官
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
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この′点,池田氏は,斑卜 の「他の~ギ
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

ライ ドしか存在 しないこと:及び穏騰げ)池田氏が何枚も存在するデータから

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

証するため:そ ♂)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

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

邸頁がん
'ノ

クチンの薬剤がBBBを越えるか否かが重要な論点となツ〕ていた

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」

したという子宮邸頁がんフタチンの薬斉‖がBBBを超えることを前提とした

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

の検討を行つたのではありません。脳′ヽの沈着の検討をしているなら,脳の
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画イ象で瀞ぅるか網「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

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

ん。池田氏がこのように論点をすり替える♂)であれば,私も,本件記事の「子

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,「子宮郵員がん

ワクチンを打つたマウスだけ脳♂)海馬といつて,記憶の中枢があるところに

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

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)2(33買 ))。

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

く,複数のデータ♂〕うち,仮説にとつて都合の良いデータ『
pみを出すことを

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

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象が存在する旨聰言骨lし

てl″ るヽことを,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

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。

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七′ワクチンの緑

色の数値は「72」 である一方,イ ンブルエン■

'い

・7ク チン,B型肝炎ワクチ
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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xケ発言は,本件スライ ド

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

池田氏は,原告準備書面 (2)「封雪1」 「lJ「 (4)」 「(1)」 (4買)において,

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

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象』と

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

霞氏は,本件実験におヤ`て,そ もそも子宮平員がんフクチンを機種した本件マ

ウスの海馬において,自 己抗体が存在することを確再留、などしておらず,予宮頌

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

第 19号ヨ正(7頁 ))において,3月 14日 に腺材を受けたTBSテ レビに対し,

「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
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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

ち出し】また「公判」と「期日」程度の連いだという円献tえ まで使って,「沈着」

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

ド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。J(乙

第 7号証の2(呂 呂頁)))。 すなわち!本件マウスは子官堅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lア)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

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

俯書面「第 3」 「3」 「(2)」 においても,「血清を正常―ギウスの脳切片にふりか

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
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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

と主張し,私や村中氏が,別のマウスイヽの血清のふりかけが一般的な検査方法

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

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″Jがそのワクチン

に r反応」したこと 〔需「沈着」)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

論の対象から外すとしても,そ の前の「千官學頁がんフタチンを打ったマウスだ

け,ど うも脳げ)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

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,

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,海馬の鵜冑琶ヘ

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,た本件マウス

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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少なくとも「塩沢教授によれば」と原典を示すべきな♂)に ,それらを一切せず,

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/ピ単材【車の

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

体を産生する特殊なマウスであり,本件各画イ象が緑色に染まることは当然であ

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

意性を持つ結果が得られてからしか対タト的に発表できないことを十分に理解

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

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pでぁり,こ

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

う」「客観的所見」との本件発言を対外的に・ヨ巻装するならば,そ の根拠となる

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=
1と 認識 していた事実もない。」と述べ,その直後に,「 ELISA怯 ♂)結果を

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
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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

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♂う画像で緑色に染ま

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

た画イー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,

.顔hが本件ミーティングにて使用したというスライド (甲第17号証)に も:

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

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 よ

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

経,こ うい うものですが,どの神経も鎮れている。だからこ♂〕マウスは用 と末

梢神経 とを同時に障害を受けていそ うだ。J(丙第 37号言工)と 述Rています。

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

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―ギウス実験とは

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。

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♂)『信

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

執筆しており,そげ,中で明稚に「我々産攻掃人科学教室も,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

なかったにもかかオ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

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
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う池田氏の仮説を立証する入り口に立ザつには,せめて,遺伝子が欠損 した異常

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

梢神諄工の観察は,「】1の ものJではありません。

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

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。「ⅢL

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 fノ9調整を自ら行いXは指示すること

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

者卜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

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。

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朱

なマウスであるため,本件マウスに子官頸がんワタチン・インフアレエンザアク

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。)

したがって,本件実験♂〕結果,緑色に染まつた画像が複数存在するとの組氏

の発言は,本件実験のァ
~ザ

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Fノリに他ならず,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

池田氏による本件実験の結果げ)発表の経緯についても,鰹氏の発言は信用で

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

れば,本件実験によつて,子官堅質がんアクチンを原因として自己抗体が産生さ

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

認識していますので,翰騰には,千官邸頁がんツクチンを打つたマウスだけ舶の

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

うと考えた人物もまた池田氏本人であると考えるのがl,i「≧めて自然かつ合理的

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

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 rノリ発言は十分に信用に足りる

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

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氏ヽから説

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

する強固な組繊であるた〆p,塩沢教授の主宰するホ件執室のスタップから本件

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。」

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・が拒絶されたこと

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

るものであると書思識しながら,池田氏,生気υК教↓受及び籠氏に対して,裏ギづけ取

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

あり,今後,本件実験について,新たな裏ザづけ取材を行うことができる可能性

も極めて低い状況となつてしまつたのです。

3 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,

嬌氏の発言内各Aについては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 宮川教授による陳述書の作成経緯及ぴその内容

1 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f/〕 経歴をご覧下さい。),国氏と

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,と 思い

ます。

第6 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

意味が異なります。本訴μム`が提起された後に専門家の方に確認したところ:前若

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,

脳神経の専門宗である池田氏が,そ♂〕ことを弁からずに発表するとはとても思え

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

は,言い開違いであるとか,特異的反応だつたとか,それは網膜だ二うたとか,N
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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