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2018 年 12 月 14 日のロイターの記事に関する事実 

 

 

2018 年 12 月 14 日金曜日、ロイターは Johnson & Johnson（J&J）ベビーパウダーに

ついての記事を発表したが、同記事は J&J、当社製品、当社の行動、タルクに関する科

学についての事実を正確に伝えていない。ロイターは誤報記事の掲載によって読者を惑

わせ、同社の主張にとって不利となる重要な情報を伏せている。ロイターは、事実誤認

を指摘されたにもかかわらず、この記事を発表した。 

 

記事の掲載前に、以下の内容を証明するには十分な情報がロイターに提供されたが、最

終稿から省かれる結果となった。 

 

1. J&J のベビーパウダーは安全で、がんの原因にはならない。数万人の女性

と数千人の男性を対象とした調査研究により、タルクががんやアスベスト

関連の疾患を引き起こさないことが証明されている。 

2. 数十年にわたり J&J のベビーパウダーにはアスベストの検査が繰り返し行

われており、アスベストが含まれないことが判明している。 

3. J&J は米国食品医薬品局およびその他の政府規制当局に全面的かつオープ

ンに協力しており、数十年にわたり要請された情報をすべて提供してい

る。当社はまた当社の化粧品用タルクの原料および加工済みタルクを規制

当局に提供し検査を受けた。規制当局は各資材を検査したが、アスベスト

は検出されなかった。当社が何かを隠ぺいしたと言うのは虚偽である。 

ロイターが依拠している情報は、何年も前から公開されている。ロイターがこれらの多

くの詳細な事実を提供されながら、そうした事実を報道しなったことは残念である。 
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事実を以下に示す。詳細な情報については、www.factsabouttalc.com をご覧くださ

い。 

 

I. ロイターの記事は、タルクに発がん性がないことを示す科学的な証拠を無視し

ている。 

 

独立系機関の一流の医学研究者は化粧品用タルク製品に発がん性があるか検査し、タル

クが安全であり、卵巣がんや中皮腫を引き起こさないと結論付けたが、ロイターはこう

した重要かつ決定的な科学的証拠を報じることはなかった。 

 

 卵巣がんに関する調査研究  ロイターは、卵巣がんのリスクが増加

しないことを証明した、タルカムパウダーを使用する数万人の女性

を対象とした科学的調査に言及しなかった。 

看護師対象の医学調査 

この調査研究は、24 年間にわたり 78,000 人の女性を対象に追跡調

査を行っている（31,000 人以上がタルクを使用）。同調査研究は

卵巣がんのリスクの全体的な増加はないことを証明している。 

女性の健康イニシアティブ調査 

この調査研究は、12 年間にわたり 61,000 人の女性を対象に追跡調

査を行っている（32,000 人以上がタルクを使用）。同調査研究は

卵巣がんのリスクの全体的な増加はないことを証明している。 

姉妹調査 

同調査研究は、6 年間にわたり 41,000 人の女性を対象に追跡調査

http://www.factsabouttalc.com/
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を行っている（5,500 人以上がタルクを使用）。同調査研究は卵巣

がんのリスクの全体的な増加はないことを証明している。 

 これらの調査研究は、ハーバード大学医学大学院、ハーバード公衆

衛生大学院、マサチューセッツ大学アマースト校、国立環境衛生科

学研究所などの医療機関の科学者によって実施された。 

 タルク鉱夫と粉砕作業者に関する調査研究  ロイターは、J&J が歴

史的にタルクを調達してきた地域における数千人の鉱夫と粉砕作業

者に関する複数の論文審査を受けた研究を重視していない。これら

の人々は毎日タルクを直接扱っていたため調査対象として最適であ

るが、中皮腫の症例は観察されていない。ロイターは、バーモント

州の鉱夫と粉砕作業者の調査研究に言及しているが、中皮腫の症例

が観察されていないことには触れていない。 

 その他の調査研究  ロイターは、化粧品用タルクまたは医薬品用タ

ルクに関する他の研究により、タルクが中皮腫の発症原因ではない

ことが証明されたことについても言及していない。さらに、タルク

胸膜癒着術（実際にタルクを肺の胸腔内に注入）と呼ばれる医療処

置を受けた患者を対象とした大規模な調査でも、一人も中皮腫を発

症していないことが確認されている。J&J が使用したタルク鉱床堆

積物から採取したタルクを注入したげっ歯類の動物研究においても

中皮腫は発生していない。 

 タルクが中皮腫を引き起こすことを示す妥当な研究はただの 1 つ

も存在しない。繰り返しになるが、ロイターはこれらの事実につい

て認識していたが、あえて報じなかった。 
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II. ロイターは、J&J のタルクがアスベストを含有していないことを示す事実を歪曲

して読者に伝えている。 

 

A. 現在使用されているタルクは過去 15 年間中国で採掘されているが、アス

ベストを含有していないことを示している。ロイターはこの決定的情報を

受け取ったが、その事実を読者に伝えることはなかった。 

 

 過去 15 年間市販されているタルクにはアスベストが含まれていな

いことを消費者に周知するために、ロイターはこの事実を報じるよ

う要請されたが、ロイターの記事に掲載されることはなかった。実

際、J&J の定期検査記録は少なくとも 1970 年代に遡りベビーパウ

ダーに使用されるタルクにはアスベストが含まれていないことを証

明している。 

 記事掲載後の 2018 年 12 月 14 日金曜日には、ロイターの記者は

CNBC の「パワーランチ」、MSNBC の「ベルシ&ルール」、NBC

の「夜のニュース」のテレビ番組に出演し、まさにこの点を指摘し

た。「パワーランチ」のインタビューでその記者は「今日[J&J に

よって]販売されているもの[ ]にアスベストが含まれているという

証拠はありません」と述べたが、自分はその証拠は見ていないとも

主張した。しかし、「夜のニュース」では、ここ 15 年間にわたり

J&J タルクにアスベストが見つからなかったことを示した検査レポ

ートを J&J が提供していたことをロイター記者が認めたことが明

らかとなった。 

 陪審が J&J に勝訴判決を出した最近のヘンリー裁判において、原

告弁護人が「中国の鉱山にはアスベストが含まれない」事実を認め
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ていることをロイターは知っている。しかし、ロイターはその記事

ではこの事実に言及しなかった。 

B. 世界的に有名な研究所、規制当局、一流大学が数十年にわたり当社のタル

ク鉱山と加工済みタルクのサンプルを何千件も独自に検査した結果、当社

のタルクにはアスベストが含まれていないことが明らかになった。それに

もかかわらず、ロイターは、独立系の機関、研究所、および大学が J&J

の化粧品用タルクを検査し、アスベストは含まれないと結論付けたことを

読者に開示しなかった。 

 

 米国国立労働安全衛生研究所（NIOSH）  NIOSH とハーバード公

衆衛生大学院はバーモント州の J&J の鉱山に関する科学研究を共

同で発表した。同機関は「1900 年代初頭に遡る地質学的研究によ

ってバーモントのタルク堆積物にアスベストが含まれないことが明

らかになっている」と結論付けた。 

また、「岩石組織顕微鏡解析、透過型電子顕微鏡、およびステップ

走査法による X 線回折」によりタルクを検査し、「これらのサン

プルにはアスベストは含まれないことが判明した」としている。 

 

この情報はロイターに提供されたが、記事には掲載されなかった。 

 

 その他の機関  NIOSH とハーバード公衆衛生大学院に加え、以下に

記載する多くの機関が J&J のタルクを検査した結果、同タルクに

アスベストは含有しないことが明らかになったことをロイターは認

識していたが、この検査結果の詳細は報道しなかった。 
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 イリノイ州 EPA 

 マサチューセッツ工科大学 

 マウントサイナイ病院 

 プリンストン大学 

 コロラド鉱山大学 

 ダートマス大学 

 米国地質学会 

 ハーウェル原子力委員会（英国） 

 カーディフ大学（ウェールズ） 

 トリノ鉱業研究所（イタリア） 

 RJ 李グループ（J&J が保有する外部研究室） 

 マクローン・アソシエーツ（2 名の世界的顕微分析者が

設立） 

 EMV アソシエイツ 

 ES 研究所 

 

 ロイターは、1970 年代にアーサー・ランガー博士が、J&J のタル

クに「微量の」クリソタイルを発見したことを報道した。ロイター

は、同博士によるその後の検査で同じサンプルにアスベストは一切

発見されなかったことを認識していたし、独立系機関の顕微分析者

がランガー博士の使用した同じサンプルを検査したことにも言及し

なかった。分析者は全員、ランガー博士のクリソタイルの分析には

間違いがあり、検査されたサンプルにはアスベストが含まれないと

結論付けた。 
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 ロイターは、タルク純度を検査する実験手法として評価されている

「濃縮法」が最も先進的な方法であり、J&J がその方法を使用すべ

きであると主張した。 

 

ロイターは以下の情報を得ていたが、開示することはなかった。 

 

o このような手法は 1970 年代以来公知となっているが、世界

の規制当局は、現在まで濃縮法の形式を一切採用していな

い。 

 

o 米国食品医薬品局（FDA）自体が、40 年以上前（1974～

1976 年）に濃縮法を試験したが、最も広く使用されている

商用アスベストを検出できなかったために不適切であるとし

て却下している。 

 

o J&J は、自社のタルクを検査するために濃縮法よりも、より

感度と信頼性の高い方法、すなわち X 線回折、偏光顕微鏡

法、透過電子顕微鏡法の組み合わせを採用している。この検

査方法の使用は、業界標準を超えている。 

 

o 専門家は、実際に J&J のタルクに濃縮法を使用し、アスベ

ストを検出することができなかった。カーディフ大学のフレ

デリック・プーリー博士とコロラド鉱山大学は、濃縮法を用
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いて J&J のタルクを検査し（プーリー博士は濃縮法と TEM

を用いた）、アスベストは検出されなかった。 

 

C. ロイターは、稀にアスベストを形成する鉱物が、ロイターが「平凡な」と

形容するアスベストではない「非アスベスト型」の岩石を形成する場合が

あることも認めている。これはグラファイトとダイヤモンドの違いに似て

いる。どちらも同じ元素（炭素）で形成されているがその性質は非常に異

なる。グラファイトでガラスを切ることはできない。しかし、ロイターは

この「平凡な」岩石をアスベストであるかのように扱って議論を進めてい

る。微量の非アスベスト型鉱物（米国地質調査所によると、「地球の地殻

に遍在している」）を発見することが、希少なアスベストの発見になると

いう科学的証拠にはなりえない。ロイターは微量の非アスベスト型鉱物へ

の曝露が発がん効果を有するという証拠がないことを報道しなかった。 

 

 ロイターは、これらの鉱物がアスベストではないにもかかわらず、

政府機関がアスベストのような「切断断片」として知られている鉱

物として扱った、という誤解を招く発言をしている。ロイターは、

以下を含む大多数の安全衛生規制当局と機関がこの違いを認識して

いることを読者に知らせなかった。 

 

 国際がん研究機関  

 米国労働安全衛生局  

 米国鉱山安全衛生局  

 米国環境保護庁  

 米国国立労働安全衛生研究所  
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 米国環境有害物質・特定疾病対策庁  

 米国地質調査所  

 米国消費者製品安全委員会  

 

 ロイターは労働安全衛生局（OSHA）と環境保護庁（EPA）の政府

機関について言及しているが、誤解を招くものになっている。 

 OSHA   ロイターは、OSHA が切断断片をアスベストのように規

制対象としないことを大規模な研究の後に決定したことを認めてい

る。しかし、この記事には「OSHA が切断断片を規制対象外とす

るがアスベストとしてみなすことを依然として推奨している」とい

う不正確な主張が行われている。これらの OSHA 計数ルールは、

アスベストがどこかに存在するか否かを判断するためのものではな

い。これらのルールは、アスベストの存在が確認された後で、その

繊維量を推定する場合に限り適用可能である。 

 EPA   米国 EPA はアスベスト型鉱物と非アスベスト型鉱物を区

別しているにもかかわらず、ロイターは、「米国 EPA がアスベス

ト型と非アスベスト型を区別していない」という誤解を招く報道を

している。その記事は地域の EPA 支局がかつて述べた立場に言及

しているが、その立場は現在では EPA に記録として保存されてい

るものである。現在の連邦 EPA 当局はその立場をとっていない

が、ロイターは同局がその立場をとっていると報じた。  

 

D. ロイターはアスベストのバックグラウンドレベルの意味を説明していない。  

 



 10 

 原告側の証人が、誰もが健康リスクを増加させることなく、一生の

うちに空気中の「バックグラウンドアスベスト」から肺に何百万、

何十億という繊維を蓄積することを認めている。  

 1986 年、市民の請願に回答する形で FDA は「最悪、化粧品用タル

クを使用してアスベストにさらされるリスクがあったとしても、そ

れは自然環境に存在するバックグラウンドレベルのアスベストに生

涯さらされるリスク（非職業的曝露）よりも小さくなる」と断定し

ている。 

E. ロイターは 1980 年代に「バーモント州の作業場から採取したサンプル中

にアスベスト繊維」があると誤って報じた。しかし、ロイターが実際に引

用しているのは、バーモントではなく、化粧品に使用されたことのないカ

リフォルニア鉱山（レッドヒル）の工業用タルクのサンプルから得られた

5 つの検査結果である。 

F. ロイターは、J&J が主に使用する方法は X 線スキャンであり、J&J は透

過型電子顕微鏡（TEM）によるタルクの検査は定期的にしか行っていな

いという、間違った報告を行っている。実際には、J&J は 1970 年代から

自社またはサプライヤーにその化粧品用タルクの生産品から毎時サンプル

を採取し、X 線回折（XRD）、偏光顕微鏡法（PLM）および TEM を使用

して複合材料のサンプルを検査することを定める厳格なルーチン検査プロ

グラムを採用している。J&J は原料のタルクと複合材料のサンプルを

TEM を使用して定期的に検査していた。このような検査の実施にあたっ

ては、J&J は常にタルク検査用の最新の方法と技術を使用した。この検査

方法によって、J&J の化粧品用タルクにアスベストが含まれていないこと

が結論付けられた。 
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G. その後ロイターは「販売製品のごく一部分」しか検査していないという理

由で、J&J の TEM 検査を批判した。ロイターは複合サンプリングの科学

的妥当性を完全に退けている。これは血液検査を行うとき、医師が血液を

検査するためにすべての血液を抜き取るのではなく、サンプルのみを採血

するのと同じである。 

 

J&J の社外の専門家は、TEM でタルクのサンプルを検査しているが、こ

れらのサンプルは各シフト中に毎時採取したサンプルを組み合わせて、そ

の後それらの複合物を無作為に TEM 試験することによって、供給品全体

の代表となる見本としているのである。 

ロイターはこれらの事実について知らされていた。 

H. ロイターは訴訟中に実施された検査に対し偏った見方をした。 

 ロイターは、原告の専門家による J&J のタルクの検査についての

見解を報告している。しかし、伝えるのは一方の話だけである。た

とえば、ロイターは、このような人々に「実際はアスベストでなく

ても」発見したものをアスベストと呼ぶ人がいると認めたことには

触れなかった。 

 この記事は、J&J の専門の地質学者の一人が最大 100 件の裁判で

証人になることに同意したと述べている。しかし、原告が通常雇っ

ている専門家がそれ以上ではないにしても同じ回数だけ証人となる

ことに記事は言及していない。また、ロイターは、その研究室につ

いて法廷が「ジャンク・サイエンス」を生んだと判断し、専門家の

会社が 30 年以上にわたり原告の弁護士から 3000 万ドル以上の支

払いを受けたことを読者に伝えていない。 
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 裁判における検査について議論する際、ロイターは「2017 年 8 月

11 日の裁判レポートによれば、ある研究室は 1990 年代からの

Shower to Shower のタルク内にアスベストを発見した」と報告し

ている。ロイターは、この報告書にはあまりに間違いが多かったた

め原告の弁護人が陪審員に提出しなかったことを読者に伝えていな

い。 

 ロイターはある訴訟の中で、「J&J の弁護士は、1991 年に発表さ

れた研究において同社のベビーパウダーに透角閃石「アスベスト」

針状結晶が発見されたことをラトガース大学の地質学者からほんの

数週間前に聞いた」と主張している。ロイターは、その地質学者の

発言が信頼できない理由を示す事実を読者に隠した。  

実際の証拠によれば、検査されたサンプルは、J&J のタルクではな

かった可能性が高く、J&J がそのサンプルの検査を独自に行う許可

を求めたが、その地質学者はこれを拒否した。 

I. 最先端技術を使用して何千件のサンプルに対し行われた独立した検査に対

して、その記事では、ごく少数の外れ値の結果が指摘されたが、後に撤回

されたか、その後の検査によって偽であることが判明したか、または信頼

性がないことが示されている。この問題は議論の余地がない。科学的調査

によって、当社のタルクにはアスベストが含まれておらず、以前も含まれ

ていなかったことが明らかになっている。 

J. J&J は、1970 年代にメディアによる同様の虚偽報道事件を経験してい

る。予備的かつ誤った検査結果に基づいて、J&J のタルクにはアスベスト

が含まれている報道が流された。このような事実誤認に基づく報道の後に
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行われた検査でも、当社のタルクにアスベストが含まれていないことが確

認されている。 

 

III. J&J は FDA を含む世界の規制当局が求める情報を開示しており、同社がこうし

た情報について透明性を確保していることを示す情報をロイターは受け取って

いる。 

 

A. J&J は同社の加工済みタルクと外部研究所の検査結果へのアクセスを

FDA に一貫して提供してきた。J&J は何も隠ぺいすることなく、これら

の問題に関し、FDA への情報提供のために検査記録と調査方法に関する

文書も多く提出している。 

 

この情報はロイターに提供されたが、ロイターは報道することはなかっ

た。 

B. ロイターは、J&J が FDA に膨大な検査情報を提供していることに言及す

ることなく、J&J が FDA に情報を隠したと報じた。J&J は法的な開示要

求はないものの、ロイターが隠ぺいしたと主張する多くの問題を開示して

きた。以下はその事例である。 

 

 J&J は 1970 年代にその主要な外部の検査研究所、マクローン研究

所に、J&J の消費者向けタルクサンプルすべての検査結果を開示す

る許可を書面にて与えた。 

 約 50 年前に J&J が FDA に提出した検査結果では、特定のフリン

ジエリアに非アスベスト型角閃石があり、また、タルク堆積物中に
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微量の非アスベスト型透角閃石があったことが開示されている。こ

れも当時から明らかになっている情報である。 

 カーディフ大学のプーリー博士は、公に認められた J&J コンサル

タントとして 1975 年に FDA パネルに対し、実験的な濃縮法に関

する自身の研究をオープンに議論した。 

 J&J は 1970 年代初頭に FDA とオープンで建設的な対話を行った

専門家と自由に情報交換できるようにした。 

C. J&J がアスベストの 1 %しか検出しない調査方法の採用を許可するよう

FDA に圧力をかけたとロイターは報じている。これは誤解を招くもので

ある。  

 

 J&J は、その規定要件を十分に満たす方法で自社のタルクを検査し

ている。J&J は、検出限界 0.1 %のステップ走査法 XRD を使用

し、さらに感度の高い TEM を使った方法を採用している。 

 1970 年代以降、J&J は XRD や PLM だけでなく TEM を用いるこ

とにより業界標準を超える方法を使用してきた。 

D. ロイターはまた、J&J が FDA にとって唯一の情報源であったことも言及

しなかった。 

 

 FDA はまた、1970 年代に 4 年間にわたって J&J の製品と原料の独

自の検査から情報を得、1980 年代を通じてモニタリングを継続

し、2009～2010 年の 2 年間にわたり検査を実施した。 
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 ロイターは 1970 年代の FDA 検査は「最も感度の高い方法」を使

用していないと主張しているが、その期間中、FDA は走査式電子

顕微鏡を使用して J&J のタルクを検査し、同様にアスベストを含

まないことを確認したマウントサイナイ病院の科学者からも情報を

得ていた点にロイターは触れていない。 

E. ロイターは、多くの文書は「J&J が機密情報として指定した何千件の文書

を秘匿することを許可した裁判所命令によって一般に開示されなかった」

と虚偽の報告を行い、この指定文書の内容は同記事の中で初めて報告され

たと主張した。実際、ロイターが新情報であると虚偽の主張を行っている

企業内文書はすべて、裁判で証拠リストに掲載されており、そのいくつか

で J&J は勝訴している。J&J または原告のいずれかにより、裁判で陪審

員に示された J&J の文書は、J&J のウェブサイト

www.factsabouttalc.com で公開されている。  

 

報告に目新しいものは何もない。ロイターは新しい理論や知見を顧みるこ

となく、1970 年代のニュース報道に遡り、J&J のタルクに係るアスベス

ト問題に関する主張は反証されているものの、この議論を蒸し返した。最

近のこうした主張は 1 月に他のメディア媒体で取り上げられ、1 年ほど前

に新情報と主張された同じ文書に関係づけられた。ブルームバーグの記事

は、1 年以上前にこの話題について取り上げた自社の記事を引用し、この

内容は「一部の投資家にとってはデジャブである」としている。 

 

F. ロイターはまた、多数の社内文書の意味を歪曲している。以下に数例を挙

げよう。 

 

http://www.factsabouttalc.com/
https://www.fairwarning.org/2018/01/talc-documents-reveal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-14/j-j-s-30-billion-blowout-brings-signs-of-deja-vu-for-investors
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 ロイターは、1969 年 4 月 9 日のメモを引用し、J&J がその時点で

透角閃石に発がん性があることを認識していたことを示すものだと

している。その文書は、ベビーパウダーで使用されるタルク堆積物

についてのものではない。 

 ロイターはこのメモを「タルクの純度は幻想であった」ことを示す

ものという間違った解釈をしている。このコメントはアスベストに

関連するものではなくタルクの「呼吸域粉塵」についてのものであ

る。つまり、このメモの著者は、呼吸の際に吸い込めないほどまで

一つ一つのタルクの粒子を大きくすることの困難さについて論じて

いるのだ。 

 ロイターは、J&J の従業員が書いた次のフレーズを歪曲して伝えて

いる。アスベストフリーについて「常に、と言うことはできな

い」。さらに、ロイターは、「J&J が現代的な顕微鏡が存在しなか

った 1890 年代からベビーパウダーを販売していたことを考える

と、販売当初は J&J がアスベストの検査を行っていたとは言えな

い」ということがこの従業員の真意だったことを読者に明らかにし

ていない。 

 ロイターは、1949 年に遡りタルクサンプルが検査されていたこと

を示す検査記録を提供されていたが、これに言及しなかった。 

 ロイターが特定のフレーズをそこだけ切り取って伝えている良い例

がもう一つある。ウイルソン・ナッシュドの書簡で、実際にはそう

ではないにもかかわらず、J&J がアスベストを見つけたように聞こ

えるフレーズを取り上げている。この書簡は「繊維状鉱物」につい
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て述べており、3 つの別々の研究室によって最終的にはアスベスト

は検出されなかったことを示す検査結果が添付されていた。 

 ロイターは、バーモント鉱山において破棄された書類について報告

し、社外顧問が「これらの書類は検査記録に関連していない」と述

べたと引用している。J&J は、同文書について述べたメモを書いた

J&J の地質学者の宣誓供述書と共にこの記録を提出しており、同学

者はこの文書の内容を保証しているが、ロイターはこの事実に言及

しなかった。 

 

G. ロイターは、コカー裁判で J&J の文書の証拠開示の状況について間違っ

た報告をしている。 

 

 J&J は中皮腫と卵巣がんに苦しむすべての人と同じく、コカーさん

とその家族の方々に同情を禁じ得ない。しかし、J&J は、これらの

疾患については責任がない。コカーさんの組織を検査し、アモサイ

トの存在が検出された。アモサイトは、他の商業製品に見られるア

スベストの一形態であるが、タルクには全く関係がない。 

 コカーさん自身のベビーパウダー缶を検査したが、アスベストは検

出されなかった。 

 その時点で、彼女の中皮腫には別の発生源があったことが明らかに

なったため、それ以上の証拠開示は意味がなかった。その証拠が開

示されていた場合、J&J の数十年にわたる検査でアスベストが検出

されなかったことが明らかになっていたであろう。 
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 J&J がコカーさんによる訴訟継続を妨害したということや、コカー

さんの弁護士が要求しないと決めた証拠が開示されていれば、事態

は違っていたかもしれないということは、この訴訟で認められる事

実ではない。 

 原告の弁護士は、肺組織検査を完了できるよう、裁判の証拠開示の

期限を延長しようと試みた。J&J は原告の数多くの延期要請に素直

に応じた。この中には原告の専門家に原告の組織サンプルを検査す

る時間を与える「スタンドスティル」条項の規則 11 も含まれる。

専門家の報告書が最終的に完成したとき（同意書に記載する期限を

大幅に過ぎていた）、原告は、J&J の略式判決申し立てに対応する

ため、法廷で定められた期限を再度延長するよう継続を要求した。

原告が新しい期限にも間に合わなかったとき、J&J は再度原告に期

限延長を許可することに同意した。 

 最終的には、コカーさんの組織とベビーパウダー缶に関する彼女自

身の専門家の検査結果に基づき、延長された最終期限の数日後に、

原告は略式判決申し立てに応じる訴訟取り下げの通知を提出した。 

H. ロイターは、タルク裁判の控訴審において J&J に反対する陪審評決がな

かったこと、控訴手続を経た裁判がすべて覆されたという事実を読者に伝

えようとしなかった。 

 

I. ロイターは、「J&J はこの記事について追加のコメントを拒否した」と主

張しているが、ロイターは膨大な文書を受け取っており、その大部分がこ

の記事には盛り込まれていなかった。J&J はロイターに対し、適切な専門
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家を交えてロイターの主張について直接話し合うことを、何度も提案した

が、ロイターはそれを毎回拒否した。 

  

### 


