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は じめ に

化学物質過敏 症は、最初 にある程度の量の化学物質 に暴露 され るか、低濃度 の化学物質
に長期間反復暴露 されて ´Ц過敏状態 になると、その後同 じ化学物質 へ の接触 による過敏
1.
反応 が極めて微量 (ppm(100万 分 の 1)か ら ppt(1兆 分 の 1))で 起 こって くる症例 である
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￨. 1,

の
症状 は、神経、内分泌、免疫 、循環器 など様 々な部分 に発現す る。具体的 には鼻炎等 粘
膜刺激症状、気管 支炎、胃腸症状 (腹 痛、F痢 など)、 自律神経症状 (関 節痛、微熱 、臭
いに異常 に敏感 、動悸 など)、 中枢神経症状 (頭 痛、不眠、 うつ 、めまいなど)、 皮膚疾 患、
に
慢性疲労症候群 など多岐 にわたる。 このため診断 も難 しく、神経機能検査 のみが診断 利
いる化学
用で きる確実 な客観的方法 であり、間診が一番 重視 され る。新築建物 に使われて
一
い
る
物質 に暴露す ることで発症す るシックハ ウス症候群 は化学物質過敏症 の 例 とも われ
いとされ、
こと
も多
が、 シ ックノヽウス症候群 の発症 に前後 して化学物質過敏症 を併発す る
いずれ に して も一 旦発症す ると通常 の環境 で 日常生活 を送 ることが非常 に困難 になる。
「
化学物質過敏 症 をめ ぐる訴訟 は 1990年 代 か ら増 えて きたが、当初 は 化学物質過敏症」
の存在その ものが争点 になった。すなわち、原告 らは 「化学物質過敏症 を発症 した」 と主
いない
張す るが、そのような疾病 はまだ学界 で も確認 されてお らず、診断方法 も確立 して
「
ため、損害 とは認め られない例 が相次 いだのである。時代 が下 り、 化学物質過敏 症」 と

いう疾病が一般にも周知 されるようになるとともに訴訟も増加 したが、その過程で①原告
は化学物質過敏症を発症 しているか (損 害の発生 ②原告の健康被害 と原因 とされる化
ついて多く
学物質 との間に因果関係があるか、(3〉 被告の過失の有無、それぞれの 立証に
)、

の困難な問題が認識 されてきた。
.

まず、1損 害 の発生 については、化学物質過敏症の症状は多様 かつ非特異的 である こと、
発生機序 など医学的 にも未解明な点 が 多いこと、従 って化学物質過敏症 と断定的に診断す
るのが困難 であること、などが訴訟上問題 となって きた。
さらに、② 因果関係 については、当該化学物質 の有害性 に科学的不確 実性 がある こと、
の
化学物質 の排出か ら到達 を証明す る ことが非常 に困難 であること、化学物質過敏症 発生
の
機序 が解明 されて いない こと、問題 とされて いる発生源以外 の要因 がありうる こと (他
発生源や被害者 が持 つ 各種 アレルギ ー・過敏症 など)、 が問題 となる。
また、13過 失 の有無 につ いて も、行為者 に 予見 可能性 がない (科 学的知 見の確 立時期
さ

の問題)、 結果回避 可能性 がない (代 替物 の利用可能性 )、 被害者 の素因 の存在、法律 上の
規制 がない ・違反 していない (使 用禁 止ではなかった、行政水準に適合 していた)、 予防
対策 を取 っていた、などの理 由で否定的 な判断が され ることが多いc
これ らの高 いハ ー ドル ゆ えに被害者 の主 張 が受 け容れ られない ことが 多 い一方 で しか
し、過失の判断 において事業者 に高度 の注意義務 を課す ものや、被害 の原因 となった物質
て
を特定せず とも因呆関係 を認める (杉 並病原因裁定)な ど、近年 では画期的な判断 も出
きてい る̲こ うした流れ を受けて、化学物質過敏症訴訟 における原告の 負担 が軽減 され る
ことがのぞまれたが、 ロ ド争われ ている大阪府寝屋川 の廃 プラ施設 をめ ぐる紛争 はそ うし
た希望を裏切 るように推移 して いる。本稿 では初期の判例 を確認 して問題点 を明確 に した
うえで、杉並病原因裁定 の特徴 およびその射程 を検討す るとともに、寝屋川廃 プラ施設差
止訴訟を批判的 に考察す る。
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1.初 期の判例 の推移
1)訴 訟の形態
嵩矢 となったのがジョンソンカ
化学物質への暴露 による健康被害 をめぐる多様 な訴訟の口
ビキラー事件 (東 京地判平成 3年 3月 28日 判時 1381号 、東京高判平成 6年 7月 6日 判 タ
856号 )で ある。事案の性質 としては製品事故であったが、製造物責任法 が成立する前で

ヽ

あったために、製品の製造会社が不法行為責任 を問われたものである。原審 は被告 ジョン
「被告 は、カビキラーの製造、販売 に当たり、人の生命、身体、
ソン株式会社の過失 について、
健康 に被害 を及ぼさない よう注意すべ き義 を負っていると解するのが相当であ」 り、 ま
]1労

た被街は 「カビキラーが場合 によりひとの気道 に対 して傷害 を生ずるな どの健康被害 を与
えるおそれのあることを予見することは可能であった」 として、 カビキラーの製造、販売
に当たって被告 には 「注意義務 を'解 怠 した過失があったものと認められる」 として不法行
り
ツ
への
為の成立を認めた。ただし原審 においても原告の主張す る1曼 性気管支炎等の 長性疾患
の
罹患は認定 されず、損害 と認定 された咳等の健康被害 にかかる治療費等も相当囚果関係
慰謝料が認められたにす ぎない。さらに控訴審 はカビキラー
ある損害 とはいえないとされ、
の使用によって損害賠償請求の根拠 となるような健康被害 が生 じたとは認め られないとし
￨｀

て原告の請求を棄去 した
その後 90年 代後半 に入ってか ら、住宅をめぐっての 「シ ックハ ウス訴訟 が頻発す
れ らの訴訟 は大別 して●賃貸人や販売者 に債務不履行又は不法行為又は
ることになる
￨」

̲

2」

=こ

その両方に基づき損害賠償を請求す るものと、②建物 の売買契約の取消 し、契約の錯誤無
効、瑕疵担保責任等で責任 を追及す るものに分かれる。① に属す るものとして、例 えば建
物賃借人が室内に揮発 した化学物質により健康被害 を生 じたとして賃貸人に債務不履行 に
基づき損害賠償 を求めた横浜地裁平成 10年 2月 25日 判決 k因 果関係 は認めるも過失否定)、

か

に
注文住宅 の注文 者が住宅内の化学物質 により化学物質過敏症 に罹患 したとして請負業者
不法行為 又は債務不履行 に基 づ く損害賠償 を求 めた札幌地裁平成 14年 12月 27日 判決 t因
う
ー
果関係 は認める も過失否定)、 増築 工 事を行 った被告 が床下処理に環境配慮型 クレオツ
ト油 Rを 使用 したことによ り化学物質過敏 症 を罹患 した として債務不履行及 び不法行為
6(請
求棄却 )、 などが
に基づ き損害賠償 を請求 した さいたま地裁平成 22年 4月 28日 判決
あるt,0に 属す るもの としては、「環境物質対策基準 に適合 した住宅 」 と表示 して販売 さ
れ ていたマ ンシ ョンの 購 入者 が瑕疵担保 責任 に基づ く契約解除 を求め た 東京 地裁平成 17
7(IF]疵
担保責任 に基 づ く契約解除 を認 める)、 マ ンシ ョンの床材 に、 売
年 12月 5日 判決
買契約 の締結及び マ ンシ ョンの建築後 の法改 正により使用 が禁 止された JIS企 画 E2相 当
の建築材料 が使用 されて いたことが住宅 の瑕疵 にあたるとして損害賠償 を請求 した東京地
裁平成 22年 5月 27日 判決

3暇

疵 にはあた らな い として請求棄却、な お不法行為責任 も

否定)な どがある。

そして化学物質過敏症 をめぐる訴訟 は、住宅関連のものにとどまらず、大 きな広がりを
みせてい く。例 えば ジョンソンカビキラー事件 と同様に、IЭ 製品の使用 により化学物質
過敏症に罹忠 したとして不法行為、債務不履行、製造物責任 に基づき損害賠償を請求す る
9は

、原告が化学物質過敏症を罹患 したこ
ものがある.東 京高裁平成 18年 8月 31日 判決
とを認定 し、その症状は被告が販売 し原告が使用 してぃたス トープから発生 した化学物質
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者IS留 文科大学研究紀要

第80集 (2014年 10月

)

により生じたものであることを認めたっ
して雇
また、0労 働 者 が 勤 務 に 際 して 化 学物 質 に暴 露 し化学物 質 過敏 症 を発症 した と
の
用者 の安全配慮 義務違 反 に基 づ き損害 賠償 を請 求す る もの がで て くる。例 えば社屋 改装
し
工 事 で使 用 され た内装 材 料 か らホ ル ムアル デ ヒ ドが発生 し化学物 質過敏 症 に罹 患 した と
10と
その控 訴審 で あ る大 阪高裁 平
て 損害 賠償 を請 求 した大 阪地裁平成 18年 5月 15日 判決
11(と

もに請 求棄却 )、 病 院 に勤務 して い る原告 が検 査器 具 を洗 浄す
して安 全
る際 に使 用す る消毒 液 に含 まれ る化 学物 質 の影響 で化学物 質過敏 症 に罹 患 した と

成 19年 1月 24日 判決

12(̲部

認容 、
配慮義務違反 に基づ き損害 賠償 を請求 した大 阪 地判 平成 18年 12月 25日 判 決
一部棄却 )、 仮 設棟 に移 転 した こ とに伴 い 問 もな くン ックハ ウ ス症 候群 又 は 多種 化学物 質
過敏 症 を発症 い た と して安 全配慮 義務 違 反 に よる損害 賠償 を求 め た東京 高裁 平成
13(使
用者 の責 任 を肯定 )な どが あ る。
月 18日 判決

24年

10

さらには、O国 家賠償訴訟 が提起 され るケ ース もでて きて いる。宮崎 地裁平成 24年 7
14は
、県知事 が森林病害虫等防除法 に基づ いて行 った薬剤 の散布 により散布区
月 2H判 決
域 の周辺住民 が化学物質過敏症 を罹患 したとして損害賠償 を請求 した事案 である

(相

当因

果関係 を否定)G

そして 6原 因物質 を排出 していると思われ る施設の操業の一時停 止や差止 を求め るも
の もある。裁判例 ではないが、いわゆる「杉並病」 をめぐって施設の一時差上を求めてい
た申請者らの症状 につ き原因物質を特定せず に当該施設が原因施設であると認定 した平成
「
14年 6月 26日 公害等調整委員会裁定 (以 下では一般的な呼称 である 杉並病原因裁定」
の語を用いる)が 著名であるが、最近では大阪府寝屋川の廃プラ加工施設の周辺住民 が人
青
格権 に基づき施設の操業差上を求めたものがある (大 阪高裁平成 23年 1月 25日 判決。言
れ らについては第 2節 及び 3節 で詳 しく検討す る。
シックハ ウス訴訟に関す る先行研究 においては訴訟形態 ごとに検討を していたが、本稿
ではン ックハ ウスに限 らず化学物質過敏症が争われ る訴訟が増加 してきた ことに鑑みて、

)lt棄 却).こ

「化学物質過敏症 が争われ た事案」 を広 く検討対象 とする。その うえで、特に不法行為責
責務不履行
任の要件である損害の発生、因果関係、過失の有無の判断 に焦点をあてるが、イ
い くの
の
に加えて
責任や暇疵担保責任で争われた点 に関する判断も重要なものは検討 対象

2)損 害 の発生
い
化学物質 による健康被害 の病像 に関 して難 しい点が多いことは水俣病 を想起すればよ
だろう 特 に症 状 が軽微 であった り、外部 か らは容易 に判 別で きない ような場合 には法的
IFえ を提起す るに際 して も
な認定は さらに困難になる。化学物質 過敏症 へ の罹忠 を理由 に口
原告 が主張す る症状が存在す るか、そ してそれが 「慢性疾患」 や 「化
まず問題 となるのが、

学物質過敏症」 として認定 され るか否かであるcカ ビキラー判決 を契機 として示 された製
の
造物責任 に関す る能見善久教授 の類型論 によれば、化学物質 による健康被害 は被害 存在
15cさ

らにこの困難 は、小規模
.被 害
で比較的軽微 な被害 として、被害者本人以外 は認識不能な場合 (相 対的 に被害軽微
を証明す ることが困難 な場合

(被 害証明困難型 )に 属す る

16.

哉不能 ・証明困難型)顕 著 となる
者以外 認言
実際 に化学物質過敏症 をめ ぐる一連 の口訟 の 中で も被害証明の困難 さゆえに損害 として
認定 されない事例 が相次 いだ。因果関係 や過失 については証明責任 の緩和 が学説上 も判例
￨ド
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Lも 試み られているが、被害 の存在を推定す るものは立法論 としても存在 しないことが指

化学物質過敏症 をめぐる訴訟の困難 さは解消 されない。
摘 されており
前述のジョンソンカビキラー事件第一審判決 は、原告の主張 した慢性気管支炎 は認めな
かったものの、使用直後の急性疾患 についてはこれを認め、カビキラー使用 との因果関係
17、

及び製造 ・販売 にあたっての被告の過失 も認めて不法行為責任 に基づ く賠償 を命 じた。 し
かしながら、
控訴審 においては 「原告 がカビキラーを使用 したことによって生 じた症状は、
不快感を伴 うようなものであるにせよ、こうした製剤を使 う際にありがちな一過性 の症状
を出るものであったとまでは認めがたく、不法行為 に基づ く損害賠償請求 の根拠 とし得 る
ほどの健康被害 を受けたと認めることはできない」、として原告の主張を全面的に退けた。
原告 は控訴審 において、慢性気管支炎 に罹患 したことが認められないとして も、 (複 合)
べ
化学物質過敏症 に罹患 した旨主張 したが、この点について判決 は以下のように述 た。す
なわち、化学物質過敏症 は、官田意見によれば原告の主張す る症状 と「カビキラーの吸引
との間の関連を合理的に説明す るに当たって考 えられる一つの見解であると評することが
でき」 るが、「一部の学者 の研究上の仮説であり、未解明の分野であって、その診断基準
も確立 されておらず、宮田意見は間診 だけに頼ったもので、医学的裏付 けに乏 しく、信頼
」
性 に疑間があるとい う意見もあることが認められ る。
このような判断は初期の判例 の特徴 である。すなわち、いわゆる「化学物質過敏症」 と
いわれる症状 はあるが、それについての科学的知見は未確立であり、健康被害 とは認めら
被告の過失判断にも影響する(後
れないというのである。そして科学的知見の確立時期は、
述)。
科学的知見の確立が損害の認定にかかわるのであれば、知見の成熟 とともに損害 として
認められやす くなるはずである。実際 に後述す る平成 14年 の杉並病原因裁定以降、化学
物質過敏症 といわれる症状が存在す るとい う事実を否定的 に評価する判例 はほとんどな
例 えば前掲札幌地裁平成 14年 12月 27日 判決は、「化学物質過敏症」 については賛
否両論存在 し、またその発生機序 についてはほとんど解明されていないことを指摘 しつつ
い

18。

も、「化学物質過敏症」 と考 えられる症状 を否定することはなく、医学的に未解明 なこと
が多いことは損害の事実認定を妨げるものではないとした
その後 は「化学物質過敏症」 という疾病の存在自体が争われ ることはまれになり、損害
19。

については もっぱら原告 が化学物質過敏症に「罹患 しているか否 か」 が争点 となった。そ
して、①国際的なガイ ドライ ン等 に則った専門医の診断、②他原因の不存在、 という事
実が認定 されれば化学物質過敏症への罹患 という損害の発生 は以前よりは認め られやす く
なった。ただ し、②他原因 としては段々と多様なものが挙げられ るようになり、 この点
は因果関係 との関係でも大 きな問題 となっている

(後 述)。

3)因 果関係 の存在
・
原告 の健康被害 が認定 されたあとに問題 となるのは、建物 へ の人居 ・製品 の使用 排出
された化学物質等 と損害の発生 に因果関係 が存在す るか否 かで ある。 ジ ョンソンカビキ
ラー判決 の当時 は製造物責任 の立 法化 の動 きがあった こともあ り、因果関係 の推定 に関 し
て大 きな議論 をよんだが、 因果関係 の推定規定 があったとして も、本件のような一回的事
故の場合 にはそれを利用す ることがで きない可能性が指摘 されていた
97
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因果関係の認定においては、
ウスが争われた初期の判例の傾向分析から、
その後シックノヽ
1人 体に対 して有害な化学物質が存在 したか、②化学物質への暴露 と発症 との時間的接着
性があるか、③ 現実 に暴露があったかどうか、④他の原因因子は存在 しないか、⑤化学
物質 との因果関係 を矛盾 な く説明 で きるかどうか、などの点が総合的 に検討 され ることに
「ス トーブの ガー
なるといわれて い る 例 えば前出の東京高裁平成 18年 8月 31日 判決 は、
21。

ド部分 には有機塗料 が塗布 されてお り、高温 に加熱 される ことによって化学物質が発生す
るものであったこと」、「発生す る化学物質 には人体 にとって有害なものが 多 く含 まれて い
たこと」、使用状況 は 「化学物質 に直接的 に暴露 されやす い状況 であった こと」、控訴人 に
生 じた症状 は 「本件同型 ス トーブか ら発生す る化学物質 によって人体に生ず るとされ る症
状 と矛盾がないこと」、などか ら控訴人の症状 は 「本件 ス トーブか ら発生 した化学物質 に
より生 じたものであり、控訴人 は、慢性症状 として、化学物質 に対す る過敏症 を獲得 した
ものと認 めるのが相当で ある」 として因果関係 を認め た。
。
他方 で、被害者 にア レルギ ーや他 の過敏症 があること 心因的な ス トレスなどが考 え
られ ることなどか ら他原因が疑 われ る場合 や、化学物質 の濃度 や暴露期間 か らみて健康
被害 を生 じさせ るとは考 えに くい場合、 イ散実験等 の 結果暴露量 が少な い ことが証明 さ
22に
は、因果関係 は否定 され る ことになる。大阪地裁平成 24年 12月 26
れ たような場合
￨ミ

23は

改修後 の職場 において トル エ ンに暴露 したことによ り、業務 に起因 して化学
物質過敏 症 を発症 した として労働者災害補償保険法 に基づ く療養補償給付及 び休業補償
日判決

給付 の支給 を求め た ものの、不支給処分 を受 けた ため、処分の取消 しを求 めた事案で あ
る。
,判 決 は、原告 らが健康 に被害 を及ぼす程 の トル エ ン暴露 を受 けた ことを認め る こと
はで きず、 また原告 らが主張す る各種 の症 状 は トルエ ン暴露 による特異的な症状 ではな
く、 かぜ、ア レル ギ ー、体調不良 などによって も生 じ得 る症状で ある こと、心因的 な理
由 により過敏反応 を生 じて いる 可能性 も否定 で きな いことなどか ら、原告 らは化学物質
過敏 症 を発症 してい るとは い えず、 また仮 に発症 してい るとして も、lヽ ル エ ン濃度 と暴
露期間 か ら考 えて被害 との間に相 当因果関係 があるとは認め られ ない、 として原告 らの
請求を棄却 した。
ところで、解明途上 の疾病が問題 となった り、製品 が新たな用途 ・仕様 ・性能等 の もの
であった りす る場合 には、損害賠償訴訟 が科学裁判 の様相 を呈す ることが指摘 されて い
24:高
る
度な科学的知見が必要 なケ ースにおける因果関係 の証明 については重要な先例 と
´
してル ンバール判決 があるが、 これについての理解 も 様 ではないぅ升田純教授 は、ル ン
バール判決 を科学 ・技術的 な知見にかかわ らず損害賠償責任 の要件 を判断す ることがで き
ると理解す るのは的確 ではない とし、高度な科学 ・技術的 な知 見が判断 に関連す る訴訟に
断が行われるべ きであり、そのよう
おいては、科学 ・技術 の 専門家 の知 見 を得て審理、半」
他方、新美育 文教授 は、自然科学 によっ
な制度上 の枠組 みが必要である、 と指摘す る
25。

て得 られた もの も含むすべ ての経験則 に基づいて高度の蓋然性 を証明す ることが必要 かつ
分であり、化学物質過敏症 のような解明途上の疾病 の場合科学論争 は必至 となるが、科
￨・

学 はその固有 の論理 か ら、その知見の もつ誤差 について厳格 な態度 をとるのが一般である
ものの、法 がそれにそのまま従 う必要はなく、法 として どの程度 の誤差 を許容す るのかを
明 らかにした うえで当該科学的知見 を採用す るかどうか を判断すれば十分 とい うべ きであ
る、とす る
確 かに科学的知見 を度外視 して 因果関係 や過失 の判断をす ることは許 され
26。
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るべ きではないが、科学的な証明 と法的な証明 は異なるものであり、科学的に確実な判断
がで きないことを理由に法的な因果関係 を否定す るべ きではない と考 える。なお、 これ ら
の訴訟 においてはいずれ も原告 の立証責任 の緩和 は行われて いない。

4)過 失の有無
化学物質過敏症 とい う疾病 の認知 が広 まった ことで損害 の発生や 司果関係 は認め られや
す くなったといえるが、過失 の有無 は依然 として大 きなハ ー ドルで ある。典型的 なのは、
[メ

決である。本件 では建物賃
比較的初期 の ものである前掲の横浜地裁 平成 10年 2月 25日 半」
借人 が入居後に化学物質過敏 症に罹患 したとして貸主 に対 して債務不履行 に基づ く損害賠
償 を言
青求 した。判決は発症 と入居の時間的接着性や他原因の不存在 などを理由 に、本件建
物 の建材等 か ら発生す る化学物質 により原告が化学物質過敏症 を発症 したと認定 した。 し
か し、被告 の過失 については、貸主 には建物 を健康 上良好 な居住環境において提供すべ き

義務があるものの、(D化 学物質過敏症がごく最近注目されるようになったものであり、建
築当時の平成 5年 6月 ころの時点 において、その施主ないし一般の施工業者 が化学物質過
敏症の発症 の 可能性 を現実 に予見す る ことは不可能 ない し著 しく困難であったこと、②
化学物質を含む新建材等を全 く使用せず に建物 を建築するといったことは経済的見地から
も極めて困難 であること、0化 学物質過敏症 の発症 は各人の体質等 にも関係するもので
あるか ら、被告 が化学物 質過敏症 の 発症 を予見 し、 これ に万全 の 対応 をす る ことは現実 に
は期待不可能 で あっ た こと、 な どを理 由 に これ を否定 したc

本判決が述べ た、C新 しい疾病 であるゆえ予見が困難 であること、②微量な化学物質
でも発症する可能性 があるため完全な対策をとるのは経済的に期待不可能であること、③
発症は個別の事情 に依存す るため予見が困難であること、は過失の判断 において大 きな役
27は

、化学
割を果たしている。① との関連では、例 えば東京地裁平成 15年 5月 20日 判決
物質過敏症 の発 1と 漏水事故の対処法 として塗布 されたクレオソー ト油 との因果関係は認
めたが、「クレオソー ト臭の吸引による結果の予見の範囲は、一時的な頭痛等や吸引自体
)「

による直接的な神経症状 を来す事であり、 これ以上 に、原告 らが化学物質過敏症 となり、
前記認定 のような慢性的疾 患に罹患す るとい う結果 まで予見 し得 たとまでは直 ちに認め た
がたい」 として施工業者 の過失 を否定 したc
このような過失の判断については、具体的結果 についての予見 可能性 は不 要 であり、人
‐
の生命 ・身体 に対 し何 らかの危害 を及ぼすのではないか とい う 般的な不安 、つ まり「危
惧感」 があれば、情報収集義務 として、 この危惧感 を打ち消す ための注意義務が業者 (住
宅販売会社、施 工業者等)に 課 され、健康 を損な うことのないように万全 の対応 が求 め ら
28。

こ う した予見義務
れ、 これ を怠 った場合 には過失 が認め られ るべ きだとの指摘 がある
の 対象 (及 び予 見可能性 )の 柔軟化 ・抽象化 の方向 は、民事過失論 の展開が危 険責任 ・報
償責任 の原理 を取 り込んだ過失 の 高度化 の流れ にあることか らすれば、 (刑 事過失論 とは
異なり)民 事過失論 と親和性がある とされ る

29。

・
また、予見可能性 との 関係 では、当該化学物質について法令上 の規制基準 や、環境基準
指針値 などが設定 されて いるか否 か も重要な要素 になる。例 えば シ ックハ ウ ス症候群 の代
表的 な原因物質 とされ るホル ムアルデ ヒ ドについて厚生省 は、平成 9年 に指針値 を発表 し、
平成 12年 には「室内空気 中化学物質 の室 内濃度指針値 及び標準的測定方法 について」 と
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す る通達 を公表 した̀,そ の後平成 14年 にはホル ムアルデヒ ドを含む 13物 質 について指針
値 が設定 された。 また、平成 12年 には住宅 の品質確保 の促進等 に関す る法律が施行 され、
住宅性能評価書 の性能表示項 目にホル ム アルデ ヒ ド対策 が含 まれた。 さらに平成 15年 7
月には改正建築基準法が施行 され、ホルムアルデヒ ドに関す る建材 ・換気設備 の規制 が始
まる。 こうした規制 の進捗状況 に応 じて、ア)平 成 8年 以前、 イ)平 成 9年 か ら平成 15
30。
す
年 6月 、ウ)平 成 15年 7月 以降、 の二つの時期 に分けて過失 の検討す る見解がある
なわち、ア)に おいては特別 の事情 のない限 り施工業者等 に過失 があったと判断す ること
は難 しいが、 イ)に おいては業界水準 を満 た さない建材 が使用 されて いた場合 には原則 と
して過失 が認め られ、 ウ)に いた っては法規制 による使用制限を遵守 していなければそれ
だけで結果回避義務違反 が 自定 で きる

31、

とす る。

さらに問題が複雑 になるのは、当初使用 が認め られていた資材 ・物質等 が、その後の法
32
改正 により禁 止された場合 である。冒頭で も紹介 した東京地裁平成 22年 5月 27日 判決
は、同 じくホルムアルデ ヒ ドヘ の暴露 より化学物質過敏症 を発症 したとして暇疵担保責任
及び不法行為責任 に基づ き損害賠償 を求めて提訴 した事案 である..争 点 となったのは、①
売買契約 の締結及び建物 の建築時 には規 制 が されてい なかった床材 の使用 が住宅の瑕疵 に
あたるか とい う点、並びに、2漏 水防止の修補 工事 の 際 に放散す るホル ムアルデ ヒ ドが
決
,半 」
室内に流入 しないように配慮すべ き注意義務 を施 工業者が負 うか、 とい う点である。

では①につき、禁止された床材は建築当時法令上禁止されていなかったことや、ホルムア
ルデヒド濃度のサンプル調査の結果は旧厚生省が平成 9年 に提案 していたホルムアルデヒ
33を
わずかに上回る程度であったことなどを理由に、本件床材が使用さ
ド濃度の指針値
れていたことは住宅の 疵には当たらないとした。また②については、本件修補工事時点
IF曼

で、本件床材 が高濃度 のホル ムアルデ ヒ ドを放散 し続 けて いたとい うことはで きない し、
コンクリー トく体 と仕 Lげ 斉1と の 間 の空隙内 にホル ムアルデ ヒ ドが高濃度 の状態 で滞留 し
ていたとい うこと もで きないので あるか ら、被告である不動産販売会社及 び工事 の施 工業
者 は、ホル ムアルデヒ ドが室 内 に流 入 しないように配慮すべ き注意義務 を負っていたとは
い えない、 として原告 らの請求 をいずれ も棄却 した。
しか し、専門業者 が最新の知見 ・技術 に関す る情報に接す ることが容易であることなど
か らすれば、より高度 の注意義務 を負 うべ きであるとも考えられ る 結果回避義務 につい
ても、予 見義務 を介 した予見可能性 が認め られたときの加害者側 の行為義務 としては様 々
34。
すなわち、情報収集 ・調査義務 のほか、人
なものが観念で きる ことが主 張 されて い る
体へ の健康被害 が疑われ る段階で被害者 を危険 か ら遠 ぎけるための 各種 の行為義務、被害
者 の健康被害状況 を確認 し被害 の拡大 を防止す るための情報収集 ・分析義務、被害者 に検
査 ・診療 その他 の医療措置 を受ける機 会を提供す る義務、被害者 の健康状態 を追跡す る義
務、専門的機関 と連携 して被害 の発生 。拡大防 l卜 措置 を講 じる義矛 どが考 えられ るとさ
'̀な

れている。

このような学説の状況 を受 けてか、近年 では業者 に高度の注意義務 を課す判決 も出て き
35は
被告 マ ンシ ョン開発業者 の注意義務 につい て、
ている。東京地裁平成 21年 10月 1日 判決
「本件 マンシ ョンの建築時点 においては、 (中 略)建 設 に関与す る専門業者であれば、 ホル
ムアルデヒ ドを放散す る建材 を使用す る ことに基づ く被害 の発生 を予見 し、その放散 量が
最 も少ない Fl等 級 の建材 を選択す る ことは 当時 において も十分可能 であったとい うこと
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ができる3し たがって、特段 の事情 がない限 り、建物 の建築 に当たっては、ホルムアルデ
ヒ ドの放散 が最小限 になるよ うに Fl等 級 の建材 を用 い るべ きであ り、やむを得ず F2等
級などホルムアルデ ヒ ドを多量 に放散す ることが危惧 され る建材 を用いるのであれば、少
なくともその ような建材 を用 いていることを開示 し、建物 を購入す る者の責任 において購
入の是非 を選択すべ き機会 を付与す るか、引渡前にホルムアルデ ヒ ド室内濃度 を測定 して
その結果に応 じて適切 な対処 をすべ き法律 Lの 注意義務 を負 う」 とした。 さらに、買主に
は十分な情報 が 与えられ ていないこと、開発業者 には建材 を選択す る意思決定 の 自由があ
ることなどか ら、「建材 の選択 によって発生 した結果 の リスク を被告 に負わせ る ことが、
衡 半の見地 か らみて相 当である」 とした=そ して被告 の過失 について、「本件 マ ンシ ョン
が完成 した平成 12年 3月 31日 の時点 においては、建物内 におけるホル ムアルデ ヒ ド室内
濃度 に関す る法規制はなか ったとして も、ホルムアルデヒ ドはかねてか ら人体 へ の影響 が
研究 されていたのであり、ホルムアルデヒ ド室内濃度 について厚生省指針値 が設け られて
いたこと、ホルムアルデ ヒ ドの有害性、建材 の選択 とホル ムアルデ ヒ ド放散量 との関係 は、
いずれ もマ ンン コンの開発業者 であれば容易に知 りうるものであることか らすれば、等級
の低 い建材 を使用 した場合、高濃度のホルムアルデ ヒ ドが放散 され、その結果 ホルムアル
デヒ ド室内濃度 が看過 で きないほど上 昇する とい う結果が発生 し、その結果健康被害が生
じることの予見可能性 があった とい うべ きである。 また、前記 の とお り、Fl等 級 の建材
のホルムアルデ ヒ ド放散量 は F2等 級 の 10分 の 1で あって、仮 に F2等 級 の建材 を用 いず
に Fl等 級 の建材 を用 いていれば、相 当な蓋然性 をもって結果 の 回避 が可能であった とい
うことがで きるcし たがって、被告 には、本件 マ ンシ ョンの開発 にあた り、設計業者 や施
11業 者 に対 し、設計業者や施工業者 に対 し、厚生省指針値 に適合す るよう Fl等 級 の建材
を使用 させなかった こと、若 しくは原告に対 し本件 マ ンシ ョンが F2等 級 の建材 を使用 し
ていること及びその リスク を説明 しなかったこと、また、完成後にホルムアルデヒ ド室内
濃度 を測定 して適切な措置 をとらなかったことについて過失 があるとい うべ きである」 と
した

36c

本判決 はシ ソクハ ウスによる健康被害 に対 して初 めて不法行為責任 を認め た もの として
耳目を集めた。 まず被告 の注意義務 について、専門業者 としての知見 ・代替物 の利用可能
性 を根拠 に、より安全な建材 を使 う義務及びそれがで きない場合 には情報提供義務 を認め
ている点が注 目され る。代替物 の利用可能性

(物 理的可能性及び経済的期待可能性 )が 代

´
替義務 を導 くとい う考 え方は、近時欧州で化学物質管理 の原則 の つ と考 えられる 「代替
また過失の判断について、使用 している建
原則」 の発想 と軌 を一 に してお り興味深 ぃ
37。

材 や被害発生の可能性 についての説明義務違反 をもって、売主 の過失 を認定 している点が
示唆的 と評価 されて いる

38。

5)考 察一 新たな問題点
損害 の発生 については、「化学物質過敏症」 といわれる症状の存在 自体 が争われ る こと
亥当す るか否 かが争われ る
は少なくなり、 もっぱ ら被害者 の症状が 「化学物質過敏症」 に言
ようになってきた。そ して次 に問題 となって きたのが、第 3節 で扱 う寝屋川廃 プラ施設差
止訴訟において顕著 なように、被害者 の主張す る症状が他覚的所見 を伴わない非特異的自
覚症状のみである場合にそれ が健康被害 と認め られない、あるいは因果関係 の判断 と関連
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して、 当該症状は 「加齢」や 「心因性の原因」 によるものであ り、化学物質 の暴露 と相 当
因果関係 はない と判断 されて しまう事案 がでて きたことである

̲^

因果関係 については、 シ ックハ ウスの ように開鎖系の環境 における証明 については一 定
の判断枠組 み (時 間的・場所的集中、他原因の不存在など)が 確立 して きて い る。他方で、
次節以降で述 べ るような開放系の環境 においてある施 設 か ら排出 され る化学物質に暴露 し
化学物賀過敏症 を発症す るような場合 には、原因物質 の特定や暴露 の事実 の証明 にも難点
が 多く、因果関係 の証明 は非常 に難 しい。 さらに、原因 と疑われている物質の有害性 が未
同定 である場合 には原告 の訴訟活動 は困難を極める こととなる

[

この点については、高度 に科学的 な事柄 を扱 う従来の訴訟で行われて きたように、化学
物質過敏症 をめ ぐる訴訟にお いて も因呆関係 について原告 の立 証責任 を緩和す ることが求
め られ る。近年、原子力発電所建設差 止訴訟に代表 され るような 「予防的科学訴訟」 とい
われる訴訟群 があり、 これ らの民事差 止訴訟 においては様 々な形 で因果関係 についての証
明責任 の軽減等 が行われ ている

39。

とりわけ 「平穏生活権」 の侵害 のおそれがあるときに

は、原告がその相 当程度 の証明を した場合 には、被告 には合理的な安全性 の確認義務 が課
40。
されるべ きであると主張 されている
化学物質過敏症訴訟は典型的な「予防的科学訴訟」
とはい えないが、それで も科学的に解明 しきれていない化学物質や症状 について争われ て
いることや、後述の杉並病原因裁定や寝屋川廃 プラ施設差止訴訟 の ように施設 の稼働 に伴
い周辺住民 に健康被害 が生 じているようなケ ース もある。 この ような事案について は、 因
果関係 の証明責任 について 同様 の考 え方が妥当す るのではないだろうか。上記のような証
子減 ・分担 は環境法の基本原則 である予防原則 か らも支持 され るものである
明責任の申
41。

また、過失については、被告の予見可能性 をどこまで遡 らせ ることがで きるかが課題 と
指摘 されて い る

42。

ぃっか ら被害が予見可能であったか とい う問題につい ては、化学物質

過敏症訴訟 に限 らず、 じん肺やアスベス ト疾患 の被害者 が国を相 手に対策 の遅滞 を争 う場
合 に問題 となって きたcそ うした判決においては法 による規制 が始 まった時期 を予見可能
43に

となった時期 と認定 す るものが多 い。泉南 アスベ ス ト国賠訴訟第一審判決
おいては、
アスベ ス トの吸人によ り肺がん ・中皮腫 を発症す ることについて科学的知見が集積 したと
されたのは労働安全衛生法や労働安全衛生規則、特定化学物質等障害予防規則 によ リア
スベ ス ト規制 が始 まった時期であった し、建物吹 き付けア スベ ス ト事件差戻控訴審判決

44

においては、建築物 の吹付 けア スベス トの暴露 による健康被害 の危険性及びア スベ ス トの
般 に認識 され るようになったのは、環境 庁 ・厚生省が
除去等の対策 の必要性 が広 く世間 ´
都道府県 に対 し、吹付 け アスベ ス トの危険性 を認め、建築物 に吹 き付け られたアスベ ス ト
繊維 が飛散す る状態 にある場合 には、適切な処置 をす る必要がある こと等 を建物所有者 に
指導す るよう求 める通知 を発 した昭和 63(1988)年 2月 ころ

45で

ある。 これ らの判決 の趣

旨によれば、法による規律や、少な くとも行政指導などが発動 され るようになっては じめ
て科学的知 見が成熟 したと判断 しているように思われ るが、そのような判断には疑間 もあ
る。なぜな ら法規制が始 まるよりず っと以前か ら学界や専門事業者、そ して行政 に携わる
者の間では相当程度知見 の成熟はみ られて いたはず であるか らである。 この点、前掲東京
地裁平成 21年 10月 1日 判決 が改正建築基準法 の施行前 に専門事業者 の予見可能性 を認め
ている点は重要である

46.

また行為者の結果回避義務 に関連 して、化学物質 による人 体の健康被害 が問題 となる局
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面 では、ある特定の具体的結果 を事前に予測 して、それ を回避するための具体的措置 を講
じることを行為者側 に課す とい うよりは、む しろ、人体へ の被害発生 の危険性 が抽象的 に
疑われ る段 階で既 に、被害 の発生 ・拡大阻 ILの ための予防措置 を命令 ・禁 止規 範 の形 で立
てることにより化学物 質 をみずか らの支配領域に有 している者 に対 し、 事前 の配慮、初期
段階での予防措置 を法的に義務づ けるのが望 ましい との主張があ り、 これは予防原則 とそ
の発想 の基盤 を共有す るものであるといわれている

47cた

しかに予防原則 の考 え方か らは、
つい
て
危険性に
科学的な不確実性が残 ってい る段階で も何 らかの対応措置 を リスク創出者
に課す ことが求め られ る

48。

̲方 で従来 の判例は経済的に過度 な負担 を強 いるような結果

同避義務は認めてお らず、そのような抑制は比例原則の観点か らも必要 である。一般的に
予防原則 に基 づ く措置 も代替原則の観点か ら抑制 され ることか らすれば、行為者 に求 め ら
れる結果回避措置 も経済的期待可能性 を考慮 した もので ある必要がある。
以 Lの ような新 しい問題点 を踏 まえた うえで、従来よりも一歩踏み出 した判断を行 った
杉並病原因裁定 を次節で検討 し、
化学物質過敏症 をめぐる訴訟の一 つの到達点 を確認す る。

2.杉 並病原 因裁定 の特徴 とその射程
ここ まで化学物 質 過敏 症 に′
￨1埜 患 した と して 損害賠償 を請 求す るには数 多 くの ハ ー ド
ルが
あることを確 認 して きた。 その よ うな状 況下 で、 平成 14年 6月 26日 の 公害 等 調整委 員会
裁 定 は 因果関係 につ いて 画期 的 な判 断 を行 った こ とで注 目を集 め たc本 裁定 につ いて は先
行研究

49も

多 くあるが、本稿 で は化学物 質過敏 症 訴 訟 の文脈 、及び次節 で 検討 す る寝屋 川

廃 プ ラ施設差 IL訴 訟 との 関係 で、 それ が どの よ うな特 徴 を もち、 どこまでの射 程 を有 す る
ものか を検 討す る.

1)事 件 の概要
東京都は平成 8年 に杉並区立井草森公園の東側 に不燃 ゴ ミ中継所 を設置 し、 同年 2月 7
日か ら試験操業 を開始 した。本中継所は、一般廃 棄物中の不燃 ゴ ミを江東区にある中間処
理施設 まで搬送す る作 業 を軽減、合理化す るために、小型収集車で集めた ゴ ミをコ ンパ ク
ターによって圧縮処理 し、 大型 コ ンテナ車 に積み替 える作 業 を行 う施設であるし
、これによ
り江東区へ 向 か う車両 を年間約 64000台 減 らす ことがで きるため、 自動車 公害の緩 和や
財政支出の抑制 につながることが期待 された。
ところが、本中継所が本格稼働 した同年 4月 1日 の直後 か ら周辺住民 に喉 の痛み、頭痛、
めまい、吐 き気、動悸 などの健康被害 を訴 える者 が続出 した。 そ こで周辺住民 は平成 8
年 8月 に東京都公害審査会 に中継所 の操業 一 時停 ILを 求 める調停 申請 を行 った。 しか し、
調停手続の過程で 申請人 らと被申請人東京都 との間で因果関係 をめぐり意見が対立 したた
め、公害等調整委員会

(以 下、公調委 とい う)の 原因裁定 があるまで調停 手続 を休 止す る

こととし、平成 9年 5月 21日 に申請人 ら 18人 が公調委 に原因裁定 の 申請 を行 った。数 々
の調査 を経て、平成 14年 6月 26日 公害等調整委員会裁定が下 されたc
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2)裁 定 の要旨
本裁定 の要旨は以 下 の通 りである。
①本件中継所周辺 の大気 の環境負荷要因 としては、本件 中継所 か ら排 出 され る空気の
ほかに、自動車排出ガス、井草森公園の防腐剤、残留農薬、汚染土壌などが考 えられ るが、
いずれ も平成 8年 4月 以降に新たな負荷 を及ぼ したという状況は認め られない。
②本件中継所 においては大気環境 が汚染 され るの を防止す るため、排気系 においては、
活性炭処理 を施 して排気す るシステムを採 って いたが、換気系 においては、 この よ うな
保全措置 は採 られなかった (換 気系 に活性炭 フ ィル ターが設置 されたのは平成 9年 3月 で
あった。
)
③杉 並区が行 った調査の結果、健康不調 を訴 えた者の数は、平成 11年 末 までで 121人
に 上ってお り、平成 8年 4月 か ら8月 までに発症 したと訴 えた者 は、本件中継所周辺 に集
中 し、その数は、毎 月 7人 か ら 12人 で合計 45人 に達 しているが、同年 9月 以降 の状況 は、
時の経過 とともに地理 的 には分散す るようにな り、平成 8年 4月 か ら同年 8月 までの発症
状況 とは明 らかに異なるもの と認め られ る。 申請人 らが平成 8年 4月 か ら同年 8月 ころに
生 じた健康不調 の 内容 は、一部 の者 を除 き、上 記周辺住民 の健康不調 と同質 の もので あっ
たと認め られ る。

④周辺住民や③ で認め られた中請人 らの健康不調の発生が本件中継所 の周辺 に集中 し、
しか も、その時期が本件中継所の試運転を含む操業の時期 と一致 しているという事実 から
みれば、他 に特段 の事情 が認められない限り、③ で認められた申請人 らの被害については、
本件中継所が原因施設であり、その操業 に伴って排出 された化学物質がその原因であった
と推認するほかはない。そして、 この推定を覆すに足 りる証拠がない場合、 この因果関係
は肯定 されるものと解すべ きである。

O専 門委員調査報告書によれば、本件中継所排気から周辺大気環境に影響を及ぼすほど
高濃度 の化学物質 は排出 されていないことが認め られるが、この調査は平成 8年 7月 30
日以降の測定結果 について評価 した ものであり、換気系に活性炭 フィルターが設置 されて
いなかったのであるか ら、 この間に健康に影響を及ぼす化学物質が排出 されていなか った
と認めることはできず、④ の推定を覆す特段 の事情があったとはいえないない。換気系に
活性炭 フィルターが設置 されていなかったことを軽視することはで きないというべ きであ
る

t,

0被 申請人は、同様の処理をする他の中継所の職員や周辺住民、本件中継所の職員に
健康被害が生じていないこと等を理由に、本件中継所排気は住民の健康不調の原因ではな
い旨主張するが、現に本件中継所周辺の住民に健康不調が発生 したのであるから、④の推
定を覆す事情には当たらない。
⑦本件中継所の操業開始から平成 8年 7月 中旬 ころまでの床排水を直接放流 していた期
間は、未処理の排水に含まれていた硫化水素等が住宅内の配管や道路上の雨水桝から放出
されたものと推認でき、これは④ の推定の裏付けとなり得るものである。ただし申請人 ら
の症状は硫化水素の毒性だけで説明できないものがあるから、硫化水素だけに原因を限定
できないことはいうまでもない。
③杉並区が平成 11年 5月 7日 実施 したアンケー ト調査は、疫学調査としての限界はあ
るものの、その結果からは、調査時以前 1年 以上 3年 未満 (平 成 8年 5月 から平成 10年 5
104

化学物質過敏症訴訟 をめ ぐる問題点

月)の 間に本件中継所付近で健康に影響を与える何 らかの状況が発生 したことが明らかで
あり、この事実は前記①の推定に沿うものといえる。

O平 成 8年 9月 以 降 の 発症 状 況 及 び大 気環 境 につ いて は 、 区 ア ンケ ー ト調査 に お い て
も改善傾 向がみ られ、 新 たな訴 えは著 しく減少 して い る。 また、床 排水 や換 気 系 に おいて
も新 たな設備 が施 され たので あ るか ら、大 気環境 は改善 され た もの とい うべ きで あ る。
⑩ 申請人 らは症 状 の継続 を主張 し、 これ らの症状 は、低濃度 であ って も化学物 質 に暴
露 されることに よって引 き起 こされ る化学物質過敏症や広義の化学物質 アレル ギ ーによる
もので ある旨主張す るが、 化学物質過敏症については、国内外 において、症名の共通 の定
義や診断基 準 はな く、あって も客観的な基 準 でないため、正確 な把握がで きず、現時点で
はその病態生理 と発生機序 は未だ仮説の段 階 にあ り確証 に乏 しいことが認め られ ることか
ら、現 時点における科学的知 見の もとでは、 申請人 らの症状 の病因を これ らの疾患概念等
によって説明す ることは困難 である。
′ したが って、 申請人 らの平成 8年 9月 以降の健 康不
つい
調に
ては、 その原因が本件中継 所 の操業 に伴 って排 出 された化学物質によるものか否
か不明 とい うほかはない.

0し たがって、上記 3で 認定 された申請人について、平成 8年 4月 から同年 8月 ころに
生 じた被害の原因は、本件中継所の操業 に伴って排出 された化学物質によるものと認めら
れ、その余の申請及びそれ以外の申請人の申請 は、いずれも理由がないか ら棄却する。
⑫ 当委員会の意見を述べ る。化学物質の数は 2千 数百万にも達 し、その圧倒的多数の
物質については、毒性 をはじめとする特性は未知の状態にあるといわれてい る。このよう
な状況 の もとにおいて、健康被害が特定の化学物質によるとの主 張、立証 を厳格に
求める
とすれば、それは不可能 を強 い ることにな るといわ ぎるを得 ない。本裁定は、原因
物質 の
特定ができないケースにおいて も因果 関係 を肯定す ることがで きる場合 が あるとしたもの
であるが、今後、化学物質の解明が進展 し、 これが被害の救済に繋がることを強
く期待す
るものである。

3)特 徴 と射程
本 裁定 は化学物質 過敏 症 や シ ックハ ウ ス症候群 が 社会問題 化 しつつ あ るなかで 、原 因物
質 及び健康 被害 との 因果 関係 が不 明 な ケ ー ス を取 扱 った もの と して注 日 され た。 前節 で

検
討 した訴訟群 及び次 節 で検 討 す る寝屋 川 判決 との 関連 で は、 以 ドの 点 が特徴 と して 挙 げ ら
オtる 。

まず健康被害の認定について、健康不調者が集中 した平成 8年 4月 から8月 までと、地
理的に分散 し始めた同年 9月 以降とを区別 して判断 してお り、前者についてのみ本件中継
施設との因果関係を認め、後者 については申請を棄却 した。棄却 された申請人 らは化学物
質過敏症への罹患を主張 したが、裁定はこれについて否定的な見解を示 し、健康不調の原
因を不明とした (要 旨￨191D)Gし か し、
第 1節 2)で みたように、
同時期に出された判決では、
1化 学物質過敏症 ̲￨と

考 えられ る症 状 を 守定す ることはな く、医学的 に未解明な点が 多い
Iイ

ことは損害の事実認定 を妨げるものではない としてい る。化学物質過敏症の一
形態である
シ ックハ ウス症候群 の原因物質について指針値 の設定や規制が始 まったの
も同時期 である
ことに鑑み ると、本裁定 の この部分 について は検討が不十分であるといわ ざるを
得 ない。
ただ し、他党的所見を伴わない非特異的自党症状 を中心 とした症状 を主張
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康不調も中継所を原因 とする健康被害 と認めている点は評価 される。
そして、最 も重要なのが因果関係 の推認を している箇所である。本裁定 においては、他
に原因 と考 えられる施設はあるものの平成 8年 4月 から突然環境負荷が増大 したとは考え
られないこと (要 旨①)や 本件施設の換気系 に活性炭 フィル ターが設置 されていなかった
こと

旨②)、 施設が試験操業 を開始 した直後 に施設周辺で健康不調者が集中 したこと
(要 旨③)な どから、
本件施設 と申請人 らの健康不調につ き因果関係の推認 (事 実上の推定
(要

)

がなされた (要 旨0)。 場所的・時間的集中という要素は従来も因果関係の認定において
重要な要素であったが、これをもって因果関係の推認を行ったことは本裁定の一番の特徴
である そして、高濃度の化学物質が排出されていないこと (要 旨⑤)や 、施設職員に
健康被害が生じていないこと (要 旨0)は 推定を覆す事実足り得ず、硫化水素を含む排水
が未処理で直接放流 されていたこと (要 旨0)や 、疫学調査としては不十分な点のあるア
ンケー ト調査 (要 旨0)は 推定を補強する事実とされているのである。
これらの要素を抽出すると、原因物質が特定できなくても、①被害の時間的・場所的
集中、②他原因が大きな負荷を加えていないこと、③設備や対策の不備、などがあれば
因果関係の推認が行えるとの判断枠組みを示 したものといえる
50。

c

また学 説 にお いて は、 本裁定 に よ り化学物 質過敏症 及 び シ ックハ ウス症 候 群 にお け る因
51cそ
れ に よれ ば、 具
果 関係判 断 の 基本 的 な スキ ーム が明 らか にな った とす る もの が あ る
体 的 な化学物質 の種 類 や そ の 量を特 定す る ことはで きない ものの 、対象物 件 の使 用 の態様・
経緯 、統 計 資料 ・デ ー タ等 か ら、人体 に とって その性 質 上 有害性 の あ る多種 類 かつ 相 当 多
量の化学物 質 の暴露 を受 け た こと を推 認 す る こ とがで きる場合 が あ り、化 学物 質 の 発生 源
と して他 の機 器 。物 件 等 が考 え られ る と して も、 この推認 が され る場合 には、 被告 の側 で
他 の原 因 を特定 して立 証活 動 を行 うべ きで あ る、 と され る

52っ

本件 はあ くまで も公害 等 調整 委員会 の 原 因裁定 で ある ことか ら、今後訴 訟 において そ の
ままの形 で この 判 断枠 組 み が利 用 で きるか は検 討 の 余 地 が あ る。 しか し、委 員会 の 意 見 と
して述 べ て い るよ うに、本裁 定 は化学物 質 に よる健康被害 の証 明 をめ ぐる難 しさを適 切 に
捉 え、 開放系環境 において化学物 質 に よ る健 康被害 が生 じた場合 に因果 関係 を推 認す るた
めの 一定 の枠組 み を示 した ことは評価 され るべ きで あ ると考 える。
なお、 被申請 人 の 側 で も早 期 に操 業 の一 時停 止 を して いれ ば、 本件 中継所 が原 因 で な い
ことが証 明 で きたの で あ り、化学物 質 の 解 明 が進展 してい な い現在 、で きるだ け早 期 の段
階 で、 原 因 を疑 われ る施 設 の操 業 を ・時停止 す る ことが、原 因 の究 明 と被害 者 救済 の ため
に必要 で あ る とい うこと も指摘 され て い る

53。

以 卜の よ うな本裁 定 の 到達点 を踏 まえた うえで、次節で は寝屋 川廃 プ ラ施設操業 差 止訴
訟 を検 討す る。

3.寝 屋川廃プラ施設操業差止訴訟
1)事 件 の概要
大阪府寝屋川市東部地域 において、株式会社 リサ イクル ・ アン ド・ イコール社 (以 下、
イコール社 とい う)は 平成 16年 9月 に廃 プラスチ ックの再商品化施設 を建設 した。 イコー
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ル社は容器包装 リサイクル法

(以

卜、容 り法 とい う)に おける再商品化事業者であり、同

施設は容 り法に基づ き設置 されたもので、再商品化適合物 のみ を扱 ってい る。北河 内四市
リサイクル施設組合

(以

下、四市組合 という)は 、枚方市、寝屋川市、四条畷市及び交野

市 の四市により設置 された地方 自治法上 の一部事務組合であり、自ら設置す る「 リサイク
ルプラザか ざぐるま」 において、北河内四市がそれぞれ収集 した一般廃棄物 の うち、容 リ
法に規定す るペ ッ トボ トル及びプラスチ ック製容器包装廃棄物 (以 下、廃 プラとい う)を
受け入れてこれ を選別 ・圧縮 ・梱包 し、特定事業者又は指定法人 に引き渡す業務 を行 って
いる

(〕

原告 らは大阪府寝屋川市 の東部地域 に居住又 は勤務 している者 であるぃ原告 らは、四市
組合 の廃 プラ中間処理 I:程 及び イコール社 の再商品化処理 工程 において、有害化学物質、
54)の
排出 によ り健康被害 が発生 し、又 は将
特 に揮発性有機化合物 (以 下、VOCと い う
来発生す る蓋然性があるとして、人格権 に基づ き本件 二施設 の操業差 止を求 めた。
55

2)大 阪地裁平 成 20年 9月 18日 判 決
第一審において主な争点となったのは、十 件イコール社施設から排出されるVOC等
によって、原告らに受忍限度を超える健康被害が発生したか、②本件四市組合施,tQか ら排
11::EI)本

出 される VOC等 によって、原告 らに受忍限度 を超 える健康被害 が発生 したか、 発生す る
蓋然性があるか、③本件 イコール社施設、本件四市組合施設、第二京阪道路等 の施 設 か ら
排出 され る VOC等 の複合汚染 によって、原告 らに受忍限度 を超 える健康被害が発生 した
か、発生す る蓋然性があるか、である

(,

判決 はまず差止 請求 の判断基準 について、「身体 に対す る侵害 については、人格権侵害
として、物権的請求権 に準 じて妨害 予防請求権及び妨害排除請求権 が認め られ ると解す る
ことがで きるが、差 I卜 請求 の場合 においては、相 手方 の社会経済活動 を直接規制す るもの
であって、その影響す るところが大 きい ものであるか ら、排出物による侵害行為がす べ て
当然 に違法性 を有す るとい うべ きではな く、社会 の一 員として社会生活 を送 る上で受忍す
1ヨ えているということによって初めて違法性 を有す るとい うべ
るのが相当とい える限度 を′
きである」 とし、「受忍限度 の判断 としては、侵害行為の態様 とその程度、被侵害利益 の
性質 とその内容、侵害行為 の もつ 公共性、発生源対策等の事情 を総合的 に考慮 して 判断す
る必要がある」 として、従来通 りの考慮要素 を用 いて受忍限度 を判断基準にす ることを明
確 に したうえで、それぞれの争点 について以 ドのように判断 したc

Oに ついては、 (ア )有 害化学物質の発生、 (イ )有 害化学物質 の原告 らへの到達・暴露、
(ウ )原 告 らの健康被害の発生 (因 果関係 を含む。
)に 分割 し、そのそれぞれにつ き、原告・
被告双方が提出 した調査結果等の証拠 としての信用性、信頼性を検討 しつつ判断するとし
て、以下のように判断 した。まず

(ア

)有 害物質の発生 については、被告の測定調査は通

常の操業状況を反映 した ものではないことを認めながらも、調査項 目・測定地点の選定 に
は合理性があり、その調査結果によれば 「施設の操業 によ り何 らかの化学物質 が発生 して
い ることは窺えるものの、それ以上 に、本件 イコール社施設か ら人の健康 に影響を及ぼす
程度の有害化学物質 が発生 しているとまで認めることはでき」 ないとしたし さらに (イ
到達 ・暴露 については、他 に化学物質の発生源 とな り得る施設が全 く存在 しない訳ではな
)

いこと、被告の調査結果によれば本件施設から排出 される化学物質は原告 らに到達するま
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でには十分なほどに希釈 され ると推認す ることがで きること、府市合同調査の結果 によれ
ば調査 した項 目についてはいずれ も環境基準値 を大幅 に下回 る濃度数値であったこと、な
どか ら、「本件 イ コール社施設 か らの人の健康 に影響 を及ぼす程度の有害化学物質が排出
されていることを認めるに足 りる的確 な証拠 はなく、 また、原告 らが有害化学物質 に曝露
(原 文 ママ。以下引用簡所 につ き同 じ。
)し

ていることを認めるに足 りる的確 な証拠 が存 在
せず、む しろン ミュレーシ ョンモデルにおいては、拡散希釈 によって、原告 らへの到達量
はその排出量 に比べ て著 しく減少 していると考 えられ、 さらには、実 際 にも、原告 らへ の
到達 を認める ことが困難 であるとす る調査結果が存在す るのであるか ら、到達 ・曝露 に関
す る原告 らの主張 も採用す る ことがで きない」 とした。原告 らは本件地域では接地逆転層
が形成 され る可能性があり、その場合一般的な拡散 モデルで予測評価す る ことは困難 であ
ると主張 したが、それ を認めるに足 りる的確 な証拠 は存在 しないとして採用 されなかった。
そ して

(ウ

)健 康被害 の発生 については、原告側 か ら提出 された津田疫学調査 は本件 イコー

ル社施設を中心 として 同心円 上に存在す る地域の集団を調査 ・解析 の対象 としていないこ
と、同施設の従業員 において健康被害 が発生 していない とい う事実に説明が加 えられてい
ないこと、津田疫学調査が基礎 としたアンケー ト調査 は恣意的 な選択 と疑われかねない方
法 で行われ てお り信用性 に疑間 が生 じること、などを理由 に信頼性 がないとした。そ して
原告 らの主張す る健康被害 は各人の愁訴 のみで あり、 いずれの者 について も客観的検査等
が行われ た形跡 が存 しない こと、加齢や心因性 の症状である可能性 も否定 で きない こと、
などを理由に、原告 らの症状 を 「本件 イコール社施設由来 の化学物質 によ り生 じた健康被
害 であると認めることは困難 である」 として これを否定 した。
‐
̲小 さい ものといわ ぎるを得ない 方 で、 マテ リアル リサイ
そ して、侵害 の程度 は証拠 卜
クルは見直 しの機運 はあったものの現状 においても優先性 は維持 されてお り公共性 を有す
ミ

るものであること、本件 イ コール社施設 の建設 について行政 Lの 諸手続 に違法性 は認め ら
れないこと等 を総合考慮すれば、受忍限度 を こえる侵害 があった、又は、その蓋 然性 があ
るとまでは認め られない とした。

そして、C)及 び③についても①と同様に、健康に影響を及ぼす程度の有害化学物質が排
出されているとはいえず、原告らに有害化学物質が到達・暴露 していると認めることもで
きないのであるから、原告らの主張は採用できないとして請求を棄却した。

3)大 阪高裁平成 23年 1月 25日 判決

56

・審原告 らは判決 を不服 として控訴 したが、 大阪高裁 も原告 らの請求 をいずれ も棄却
したこ控訴審判決 は原審 の判断 をほ とん ど追認 した ものであるが、補足的判断 として示
された部分 に注 目す べ き箇所が あるこ原告 ・控訴人 らは ´
審 か ら、潜在的 リスクがある
ものの規制 と対策が放置 されている未知物質、調査 ・測定 の対象 とな らなか った種類 の

VOCの 存在 を指摘 し、それが健康被害 の発生 に結びついていると主張 して きた。 この点
につ き大阪高裁 は、「本件施設 か ら排出 されている VOCの 中 に、いまだ科学的 に毒性 が
解明 されていない未同定物質や非規制対象物質 が 多 く含 まれていることを もって ただち
に健康 リスクに結びつ けて立論す ることは、規制行政の取扱や VOC排 出業者 の 自主 的
管理 の在 り方 としての議論 としてはあ り得て も、 それ をもって科学的根拠 もな く事業活
動 の差止め請求 の根拠 にで きない ことはい うまで もない。 た しかに、事業活動 に伴 い非
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意図的に生成 され る化学物質による大気汚染問題 も、わ が国 における現

￨ヾ

の環境問題 と

してゆるがせ にで きな い し、次 々に新 たな化学物質 の危険性 が顕在化 して きた歴 史や、
その複雑 ・多様性 にかんがみれば、 その よ うな未同定物質等が毒性の検証 を経 ない まま
人気中 に放出 され るとい うことか ら抱かれ る一般 的危惧 は避 け られない」 として、化 学
物質 の規制 にかかる問題点 に理 解 をみせ、米同定物質や非規制対象物質 を自主的管理 の
、 しか し、その一方 で、環境基準 は、「有害性 の
対象 としてい く議論 の 可能性 を指摘 した。
証明 された物質 に限定 して 、その利 用や排出 を規制す る指標 としての役割 を果 た してい
るとい うものの、膨大 な数 に上 る化学物 質全部 について厳密 な リスク分析 に至 っていな
い状況 下、向後 の科学的な調査研究 の進展 に即 して、環境基準等 の設定 されていない非
規制対象物質等 について も、新たな規制対象 とす るなど不断の検討推進が必要である こ
とを明示 していて、 今後 も、動物実験等 の生物学的検討、汚染度 の異 なる地域 につ いて
の疫学的調査、経験 的に証明 されてい る物 質 の有害濃度、労働衛生 卜の許容度等 を総合
勘案 して、確立 した科学的知 見の到達点 を基礎 として、危険性の有無、程度等 を勘案 し
て検討 してい くことが予定 されているもので ある。米同定物質 は もとよ り、非規制対象
物質 の全部 については、い まだこの よ うな検討 が加 えられてお らず、あ るいは検討 の対
象 とされていないので あ り、 したが って、VOCの 排出がある限 り、将来有毒性 が顕在化
したときは取 り返 しのつ かない被害 が発生 す るとの抽象的な危険論 を根拠 に、 排出側 で
未同定物質や非規制対象物質 の安全性 を反証 しない限 り危険性 が推認 され るとの控訴人
らの 立論は採用で きない」 と結論 づ けた。そ して控訴 人 らの提 出 した意 見書が指摘 して
きた非規制対象物質 は、現

￨ヾ

の利学的知 見に

いて も環境指針値、室 内環境指針値 の

'=tづ

いずれ も設定 されてお らず、危険性 (健 康 リスク)評 価 の定 まって い な い物質 といわ ざ
るを得ない、 とした。

4)考 察
本件 では一審、 1審 を通 じて侵害行為、損害 の発生、因果関係 のいずれ も認め られ ず、
過失について は判断 されなかった。両判決にはこれまでの化学物質過敏症 をめ ぐる一連 の
訴訟 の到達点 か ら逆行す るように思われ る点がある。
まず侵害行為の存在、すなわち有害化学物質の発生 について、本件施設 における廃 プラ
の加工過程 においてベ ンゼンな ど有害性が既知の もの とされている物質 が環境基準や指針
値 を上回 る濃度で存在 してい ることは

^審 二 審 と も認めてい る(

しか し原審 では、VOC

の総量 が一定 限度 を超 えたか らとい って ただちに人 の健康 に影響 を及ぼす程度 の化学物質
が排出 されて い る危険性 があるとはいえないとしたc
この ような判断方法、あるいは控訴審判決 が非規制対象物質 は環境基準 の検討対象に も
なっていない ことを理由 に原告 らが

i=張 す る

VOCの 危険性 を「抽象的 な危険論」 と断 じ

ている点については、「基準主義 の過誤」 あるいは 「基準値 の神格化」 とい う批判 が当て
はまろう=前 者 は基 準 主義に固執す ることで問題解決が阻害 されて しまう事態 をいい、後
者は制度化 された基準値 が絶対視 され、基準値以下 であれば安全 のごと く扱われ て しまう
57.化
事態 を示 している
学物質 の リスク評価 はそれ 自体 に技術的限界 があ り常 に科学的不
確実性 を伴 うこと、 また膨大な数にのぼ る化学物質すべ てについて詳細 な リスク評価 を行
うのは事実上困難であることか らすれば、既 に設定 された基準値 も常に再検討 してい く必
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要 があるし、基準値 が設定 されて いない物質 の安全性 に疑義が生 じた場合 にはまずその リ
スク評価 をす ることが予防的 な リスク管理のため に求 め られ るc裁 判所 は公法上の基準 を
58、

基準 を大幅 に超
参考 に しつつ も自ら判断す ることに社会的意義 があるとの指摘 もあり
過 していない、あるいは基準 が設定 されて いないか らとい って直ちに人の健康 に影響 を及
ぼす危険性 がないと判断す ることはで きない とい うべ きである。
^体 的 に判断 し、健康被害 が各人の
次 に、原審 は健康被害 の存在 と因果関係 の存否 を
愁訴 にす ぎない ことか ら原告 らの症状が本件施設 か ら生 じた ものではない とした。 また、
・
健康被害 の存在 を示す ために原告側 が提 出 した津 田疫学調査 を、同心円上で の調査 解
い
析 が行われ ていない ことや従業員 に健康被害 が生 じていない ことに説明 が加 えられて
′
ないことなどを理由に信頼 1牲 に欠 けると した。 しか し、杉並病原因裁定 では他覚的症状
を伴わない非特異的 自党症状 も中継所 を原因 とす る健康被害 と認定 した。 また、 学調
「強す る事実
査 としては不 ￨^分 な点 もある とされ たア ンケー ト調査 も因果関係 の推定 をネ骨
)「

;ヒ

とされた し、施設の従業員 に健康被害 が発生 していない とい う事実 は推定 を覆す事実足
り得ない とされたcさ らに科学者 の 中 には同心円上での疫学調査 は科学的調査 が成立す
59。

さらにい えば、有害 な化学物質 が
るかどうかの要件 ではない と指摘す るもの もある
存在 して い るとい う事実 は今 までの判例 の流れ か らみれば囚果関係 を認定す るのに肯定
的な要素 となったはず である
他方 で、被告側 で行われ た調査 は通常 の操業状 態 を反映 させた ものではない ことは認 め
ながらも、なぜその調査結果 をもって健康 に影響 を及ぼす程度 の有害化学物質 の排出 は認
.,

め られないと結論づけることがで きるの かについての合 理的な説明 は判決文 か らは読み取
れないっ
以 上のよ うに、本件 は一連 の 化学物質過敏 症 訴訟及 び杉並病原因裁定 の流れ を くむ も
のではな く、従来の民事差 lL訴 訟における判断過程 に則 ったもの といえるだろう。確 かに
・
原告側 の証明 には不完全な点がある ことは否 めないっ とりわけ、被害が場所的 時間的 に
集中 して発生 したことが判決で認め られなかったことが、棄却判決 となった最大 の要因で
あったと考 えられ る。 しか し化学物質過敏症 をめ ぐる訴訟や裁定が化学物質 を原因 とす る
健康被害 の特徴 を的確 に捉 えて築 いて きた判断枠組み、 とりわけ杉並病原因裁定 における
判断枠組 みを本件において も活 かす余地があったのではないかだろうか。す なわち、有害
物質の 一定景以上の 発生、不十分 な調査、対策 の不備 (イ コール 社施設 が四市組合施設 に
比べて排気対策が不 卜分であった ことは認定 されている)な どの事実は認め られて いるの
であるか ら、 これ らの事実 か ら原告 らの症状 との因果関係 を推認 し、被告 に反証 を求める
とする余地がなかっただろうか,あ るいは、本件 において平穏生活権 を主張 し、合理的な
不安 ・恐怖感 か ら相当程度 の 可能性 で これを侵害 されていることを証明す るとい う方途 は
なかっただろうか。
なお、両判決では杉並中継所周辺 で起 きた健康被害 との比較 について、杉並 中継所 にお
ける処理 の対象物 一般不燃 ゴ ミ全般であり、本件施設 の処理対象物 はプラスチ ック製容器
包装廃棄物 の うち、再商品化適合物 に合致す る廃 プラのみである ことなどか ら、両者 を単
純 に比較す ることはで きないとした.し か し、杉並中継所 に搬 入されて いた不燃 ゴ ミもそ
の大 部分 はプラスチ ックであり、プラスチ ックの圧 縮 により生 じる化学物質 が問題 となっ
ていたのであって、両者 の差異 をそれほど強調すべ きかについては疑間 がある。
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また、控訴審 判決 で は そ の 補足 的判 断 において、毒性 の検 証 され てい な い物 質 が大気 中
に排 出 され る こ とにつ いて一 般 的危惧 が抱 かれ る ことは避 け られ な い と した。 この 点 につ
いては 、第 1節 で述 べ た よ うに、危惧 感 が あれ ば それ を打 ち消 す ための 注意義 務 が事 業者
に課 され るべ きだ との 主張 が学 説や実 務 か ら出 され て い るこ とを付言 して お きた い。
原 告 らは控 訴棄却 判 決 を受 けて 公害 等 調整 委 員 会 に原 因裁 定 を申請 し、 平成 24年 1月

25日 に受理 され てお り、現在 も係属 中 で ある。

ヽ

お わ りに
本稿 で は 1990年 代 か ら増 加 した化 学物 質過敏 症 をめ ぐる訴 口 につ いて 、特 に不法 行 為
責 任 を問 う場合 に重 要 とな る要件 を中心 に検 討 を加 えて きたcい くつ かの 事件 にお いて 画
̀ヽ

依 然 と して各 要件 の証 明 には 困難 が 伴 い 、
期 的 な判 断 が下 され るよ うにな って い る ^方 で、
そ の 多 くは克服 され て い ない。本 文 において述 べ て きた よ うに、他党 的症 状 を伴 わ ない非
特 異的 自覚症 状 も時 間 的 ・場 所 的集 中 とい っ た 条件 を満 たせ ば損害 と認 めて い く こ とや 、
有害物 質 の存 在 や被害 の 集 中 、対 策 の 不備 とい っ た事実 に基づ き因果 関係 の推 認 を認 めて
い くこと、高度 かつ 多様 な注 意義務 を介在 させ る ことで過 失 の 認 め られ る余地 を広 げ て い
くことな どが被害 を救済 す るため に提示 し得 る道筋 で あ る。確 か に、 なぜ 化学物質 過敏症
訴訟 においてのみ証 明 の緩 和 が行 われ るべ きか と問われれ ば、 その問へ の 明確 な答 えは存
在 しない。 これ はかつ て公 害 事件 において 因果関係 の証 明度 の緩和 を唱 えた蓋 然性 説 に対
し、 なぜ 公害 事件 において のみ 証 明 の緩 和 が され るのか と問われ た ことと同様 で あ る。他
方で、刻 々と変化す る環 境 問題 、被害 の態様 に法 が硬直 的 で あ って良 い 理 由 も存 在 しない。
化学物質 過敏 症 は一 旦 発症 す る と 日常生 活 に も 支障 を きた して しま うもの で あ る一 方 で、
外部 か らはその症状 が分 か りに くく、被害 者 は症 状 とと もに周 囲 の 無理解 に も苦 しむ こと
に な る=こ の よ うな非常 に現 代 的 な疾病 に対 して法 は どの よ うな アプ ローチで臨 む べ きか
を不断 に検討 し続 けて い く必要 が あ る と考 える。

主
言

1化 学物質過敏症については以下を参照。石川哲『化学物質過敏症ってどんな病気』 (合
同出版 ・1993年 )、 宮田幹夫 「化学物質過敏症一化学物質 が人間の健康 に及ぼす影響」
環境会議 春号 2011。

2こ の頃の判例の動向に関 しては、秋野卓生 「シックハ ウス訴訟にまつわる法的問題点」
NBL No.757(2003年 )、 同「最近 のシ ックハ ウス訴訟判決一 東京地判平成 17・ 12・ 5
を契機 として」NBL No.831(2006年
長坂純 「シ ックハ ウスによる健康被害 とその
法的保護」法律論叢第 79巻 第 6号 (2007年 )参 照。
)、

3判 例時報 1642号 117頁 。
4裁 判所 HP参 照 (平 成 9年 (ワ )2210号
5た だし唯一の原因ではないとする。

)
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6裁 判所 HP参 照 (平 成 18年 (ワ )1566号
7判 例時報 1914号 107頁 。濃度が行政水準 を相 当程度超 えてお り、本件建物 の備 えるベ
)

き品質 を備 えて い ない と して、瑕疵 担保責任 を肯定 し、売買契約 の解除 および信頼利
益の賠償 を認定 したが、 シ ックハ ウスによる健康被害 の損害賠償 を認 めた ものではな
い

。

8半 1例 タイムズ 1340号 177頁 。

9判 例時報 1959号 3頁 。
ヽ

10判 例 タイムズ 1228号 207頁 。
11労 働判例 952号 77頁 。
12判 例時報 1965号 102頁 。
13判 例時報 2172号 30頁 。
14判 例時報 2165号 128頁 。

15能 見善久「製造物責任 についての一考察
No.474(1991年

東京地判平 3・

3・

28を 契機 として」NBL

)

16河 野弘矩 「噴霧式の家庭用カビ取 り剤の使用による健康被害 について、製造者の不法
行為責任 が認められた事例̲ジ ョンソンカビキラー事件」判例時報 1394号 184頁 (判
例評論 393号 22頁 )。

17前 掲誰 15)能 見 8頁 。
18 なお、シックハ ウス症候群 の原因 と考 えられてい るクロル ピリスとホル ムアルデヒド
の技術的基準を定めた改正建築基準法は平成 15年 に施行 された。
19大 川康平 「シックハ ウス」中野哲弘=安 藤 一郎編 『新・裁判実務体系 27 住宅紛争訴
訟法』 (青 林書院 ・2005年 )196頁 、 は同判決を参照 しつつ、医学的に未解明の点があ
ヽ

るとしても法的に シックハ ウス症候群 として認定することは妨げ られないというべ き、
とする。

20前 掲誰 15)能 見 9頁 。
21前 掲誰 2)長 坂 82頁 、前掲誰 19)大 川 196頁 。
22神 戸地裁平成 17年 4月 28日 判決参照。
23 LEX/DB文 献番号 25500069

24新 美育文 「ジ ョンソンカビキラー健康被害控訴審判決における因果関係論」NBL No.
556(1994年

)、

升田純 「製品事故 による化学物質過敏症 と販売者の責任一 東京高判平

NBL No,866(2007年
25前 掲註 24)升 田 29頁 。
26前 掲註 24)新 美 15〜 16頁 。
27判 例集未搭載。前掲註 2)秋 野 (2006年 )47頁 による。
28前 掲註 2)秋 野 (2006年 )50頁 。
成 18・

8・ 31」

)

29潮 見佳男 「化学物質過敏症及びシックハ ウス症候群に関する法律上の取扱い及び訴訟
等の状況

(抜 粋)」

公害等調整委員会事務局 「化学物質過敏症 に関する情報収集、解析

調査報告書について」所収 ちょうせい第 52号 19頁 (2008年 )
30宮 澤俊昭 「分譲マンシ ョンの居住者が化学物質過敏症に罹患 したことについて開発業
者 に不法行為責任 が認められた事例」速報判例解説 vo1 9(2011年
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31後 掲註 37)松 本 84頁 参照。 なお、客観的 に法令 に違反 していないことが、逆 に違法性・
過失 を否認す るための重要 な根拠 とな りうる との指摘 については、前掲誰 19)大 川 197
頁参照。 ただ し建 築基準法 を遵守 されて い るか をチ ェックす ることは必要 だが、 これ
を遵守 して も被害者 が 出な い とい う保証 はない とい うことが指摘 されてい る。申島宏
治 「シ ックハ ウス問題 の経過 と法的問題」月刊司法書士 (2003年 10月 )15頁 参照。

32本 件建物 は平成 8年 9月

30日 に着工 し、平成 10年 3月 25日 に完成、原告 らは平成 9
年 1月 15日 に本件 マ ンシ ョンの住戸 を買 い受 けた。本件 マ ンシ ョンの床材 には当時 の
JIS規 格 E2相 当の パーテ ィクル ボ ー ド (第 1種 ホル ムアルデ ヒ ド発散建築材料)が 含
まれていた。 この床材 は平成 14年 7月 に成立 し平成 15年 7月 1日 に施 行 された改正建
築基準法等 によ り、化学物質過敏 症 を防止す る見地 か ら居室 の床 の仕 上 げ に使用す る
般
ことが禁止 された。 なお、 ホル ムアルデ ヒ ドの有害性 は平成 7年 ころか らは広 く 一
に指摘 されていたことは認定 されて いる。

33

前述 の通 り、厚生省 の指針値 は平成 9年 に策定 されてお り、 ここで判決文 が 「提案」
として いるのは誤 り。 なお、本判決が指針値 の策定 された年 を平成 12年 と誤解 してい

神山美智子 「化学物質被害 の立証責任」
るのは本文 か らも明 らかである。同様 の指摘 は、
淡路剛久他編 『公害環境訴訟 の新 たな展開』 (日 本評論社 、2012年 )253頁 。

34前 掲誰 29)潮 見 19頁 。
35 LEX/DB文 献番号 25463720
36 なお、室内の化学物質 と原告 の症状 との因果関係 について は、ホルムアルデ ヒ ドの放
散、原告 が原因物質 と接近 してい ること (場 所的要因)、 接近 の 時期 と発症の時期が近
接 していること (時 間的要因)、 他原因 が存在 しない こと、存在 したとして も室内 にお

ヽ
)

ける接近 が最 も長 い こと、などを理由にこれ を認めた。 さらに住宅 の瑕疵 については、
築後 8年 を経過 した時点にお いてなお厚生省指針値 に近 いホルムアルデ ヒ ドが検 出 さ
れて いることか ら、入居時 の それは指針値 を大幅 に超 えるホルムアルデ ヒ ド濃度 となっ
ていた ことを相 当の蓋 然性 をもって推認す ることがで き、 この点 で瑕疵 があると認め
た。

37代 替原則 については、拙稿 「欧州 における化学物質にかかる予防的法制の最新動向一
予防原則 と代替原則の観点からの検討」法研論集 149号 (2014年 )参 照。
38松 本克美 「新築マンシ ョンの買主が当該マンシ ョンの建材から放散 されたホルムアル
デヒ ドによリシックハ ウス症候群、化学物質過敏症 に罹患 したことに対 して、マンシ ョ
ンの売主の不法行為責任 に基づ く損害賠償請求が認容 された事例 (東 京地判平 21・
現代消費者法 No.8(2010年

10・ 1)」

)

39「 予防的科学訴訟」 は① 施設の稼働 の結果生ず る環境 を通 じた影響についての科学的
知見が不明確 であること、② 当該影響 がいったん発生すると不可逆 または深刻な損害
を発生 させ ることがあること、③上記の科学的知見についての証拠 が偏在 しているこ
と、④施設 が稼働前 であること、の四つが特徴 とされる。詳 しくは、大塚直 「予防的
科学訴訟 と要件事実」伊藤滋夫編 『環境法の要件事実』 (日 本評論社・2009年 )139頁
以下を参照。

40前 掲註 38)大 塚 148〜

149頁 。 このような考 え方は過失の判断時にも参考になると思
われるのなお、
平穏生活権 については以 下も参照。須加憲子「高度 な危険性 を有する (バ
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―
ィォハザー ド)研 究施設による「不安感 ・恐怖感」 と「平穏生活権」について 国立
感染症研究所実験等差止事件を契機 として―」早稲田法学 78巻 1号 (2002年
41前 掲註 38)大 塚 150頁 は、環境法における予防原則の展開は民事訴訟における証明責
)

任、要件事実 の展開 を促す もの とな り得 ることを指摘す る。

42前 掲誰 31)中 島 15頁 。
43大 阪地裁 2010年 5月 19日 判決 (判 例時報 2093号 3頁
44大 阪高等裁判所平成 26年 2月 27日 判決 (LEX/DB文 献番号 25503098)。
45 なお、1989年 には大気汚染防止法改 正 によ り土地敷 地境界 で 1リ ッ トル 当 た り 10本
)。

ヽ

とぃぅァ スベス ト濃度規制 が導 入 された。
46 この点に関連 して、瑕疵担保責任 が問われ た事例 において、契約締結時 に法令等 によ
と
る規制 がなかった と して も、科学的知見があった場合 には、契約締結時 の取引慣行
は別 に当事者 が最善 の注意 を払わ なければ、契約締結時 に瑕疵があっ たとみ られ る場

合 が生 じ得 ることについて、以下 を参照。大塚直 「土壌汚染 に関す る不法行為及び汚
染地の瑕疵 について」 ジュリス ト1407号 (2010年 )75頁 。

47前 掲誰 29)潮 見 20頁 。

・

48「 リスク創出者」 に義務 を課す考 え方について、大塚直 「未然防止原則、予防原則
予防的アプローチ (6)一 今後の課題 (2)」 法学教室 290号 (2004年 )89〜 90頁 、前
掲誰 38)大 塚 150頁 、拙稿 「欧州 REACH規 則 にみる予防原則 の発現形態 (2・ 完)」
早稲田法学会誌第 59巻 2号 (2009年 )254〜 255頁 参照。

49南 博方 「杉並病 と公調委の原因裁定一新 しい視点に立つ因果関係論」 ジュリス ト1230
号 (2002年 )、 矢作友行 「不確実性下における判断の過誤一杉並病問題を事例 に一」環
境社会学研究 (10)(2004年
50 ただし、本裁定の因果関係論ついては、公害訴訟を通 じて形成 された疫学的因果関係
ことはできない
論の立場 に立つ ものではなく、また、その延長線止 にあるものとい う
とも指摘 されている。前掲註 48)南 5頁 参照。 なぜならば、疫学的因果関係 の方法 を
い
採用す る場合にも、①原因物質 の特定 と② その原因物質 が排出者の行為 に起 因 して
)

ることは立証 されなければ ならないか らである。

51前 掲誰 29)潮 見 17頁 。
52 その他 にも、①被害者の健康被害が「化学物質過敏症」・「シックハ ウス症候群」 に該
の
当す るか否 かはともか く、問題 の対象物件 か ら発生 した化学物質 によって生 じたも
であれば足 りる。② 同種環境 の下での再現実験 において原因物質 となりうる化学物質
を採集できれば、対象物件 か ら当該化学物質 が発生 しているということがで きる、な
どが判断スキームに挙げ られている。前掲註 29)潮 見 17頁 。

53前 掲誰 48)南 5頁 。
54 VOCは 浮遊粒子状物質の原因物質であり、光化学オキシダン トの原因物質で もある
ことなどから、2004年 か ら大気汚染防止法によって排出抑制対策 が導入 されて いる。
ただし排出規制の対象 となるのは①塗装施設及び相互 の乾燥・焼付施設、②化学製 品
の
製造 における乾燥施設、③ 工業用洗浄施設等 9種 類の施設 のみであり、それ以外 施
設設置事業者 には自主的な取組みによる排出削減を求めるにとどまっている。

55半 1例 時報 2030号 41頁 。
114

F訟 をめ ぐる問題点
化学物質過敏症 ∫
筆

56 LL1/DB判 例秘書登載 (平 成 20年 (ネ )2736号
57前 掲註 48)矢 作 121頁 。
58前 掲註 38)大 塚 152頁 。なお、註 31も 参照のこと。
)

ー ー 判決 についての批判

59 長野晃 「寝屋川廃 プラ公害裁判に見 る司法の科学 リテラシ
的考察」 日本の科学者 47巻 11号 (2012年 )
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