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廃プラスチックのリサイクルと環境汚染問題について（Ⅵ）
～寝屋川廃プラリサイクルに係る健康被害；公害等調整委員会の裁定～
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はじめに

　平成８年頃に東京都杉並区の「不燃ごみ杉並中
継所」が稼働した直後から周辺住民に健康被害が
発生し、「杉並病」として新たな公害病ではないか
と地域の社会問題になった。平成14年６月に国の
公害等調整委員会は、「健康不調の被害の原因は、
杉並中継所の操業に伴って排出された化学物質に
よるもの」と裁定した。あわせて「健康被害と原
因物質の特定ができない場合でも因果関係を肯定
することができる場合がある。」との意見が付記さ
れた。
　その後、容器包装リサイクル法や循環型社会形
成推進基本法に基づき容器包装廃プラスチックの
リサイクルが普及・拡大した。大阪府寝屋川市に
おいては平成18年４月にリサイクル・アンド･イ
コール社の再商品化工場が操業し、平成20年２月
には近接して寝屋川市等の４市が分別収集した廃
プラスチックを選別する施設が操業を開始した。
　これら廃プラスチック取扱施設から排出される
化学物質による健康被害を恐れた周辺住民を中心
に操業差止請求等の訴訟が行われてきたが、排出
された化学物質と健康被害との因果関係が不明で
あり、地裁及び高裁共に住民側（原告）の敗訴と
なった。このため、平成23年３月に被害住民は国
の公害等調整委員会に原因裁定を求めて提訴し、
平成26年11月19日に裁定があった。
　以下にこれまでの経緯を含めて裁定およびその
理由について紹介し、専門家の立場からコメント
する。

1．�寝屋川（大阪府）における廃プラスチックリ

サイクルに係る健康被害

　寝屋川市打上地区においてリサイクル・アンド・
イコール社（以下、イコール社と記す。）の再商品
化施設及び自治体の廃プラ選別施設（以下、組合
施設という。）が建設され、操業している。これら
廃プラ取扱施設（以下、本件２施設という。）から
排出される化学物質による健康被害をおそれた周
辺住民による建設反対、稼働後には健康被害が拡
大しているとして操業停止を求めた裁判が行われ
てきた。位置図を図１に示す。
　ここでは、本件２施設の概要とこれまでの経緯
について概略をまとめた。

1．1　本件２施設の概要

（１）�㈱リサイクル・アンド・イコールの概要（写

真１、２、４）

　イコール社の廃プラ再生事業は、大阪府の循環
型社会構築のための「大阪エコエリア構想」のモ
デル事業としてスタートした。平成15年７月に廃
プラを原料としたパレット等の再生製品を製造及
び販売する等を目的に設立された資本金４億500
万円の株式会社である。平成18年４月に操業を開
始したが、2013年３月に親会社の倒産に関連して
事業再生ADR（裁判外紛争解決手続）申請を行
い、事業の再生を図っていたが、2014年５月１日
付で大栄環境グループに参画した。
①設備概要等
◦処理能力；48トン/24時間
◦�生産品目；物流用のパレットを１日約1,000枚
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◦�主要設備；解砕設備、風力選別機、手選別機、
破砕・洗浄設備、乾燥・減容設備、パレット製
造設備など
◦�建屋概要；建屋面積；約４,600m2（長さ84m×
幅55m）、高さ；14.8m
◦�処理状況；搬入量は約１万トン、パレット製造
量は27万枚、収率は約50％強
②�排気状況；窓から自然換気、排気筒と壁付換気
扇から排気（写真２）
◦�脱臭装置排気筒；高さ15.3m（高度；41.1m）、
口径0.32mの排気口からの排出ガス量は6,000m3/
hr（温度；36℃）、吐出速度は約20m/s（計算）
で上空に向かって放出される。
◦�壁付換気扇；工場内空気は高さ7.25mに設置さ
れた換気扇で排気される。その風量は7,000m3/
hrで18台が設置されているので、最大時間当た
り126,000m3になる。なお、換気扇の排気は下
向きに放出される。
◦施設内空気を壁面の窓から自然換気させている。

（２）�北河内４市リサイクルプラザ「かざくるま」

の概要（写真３）

　当該組合は、枚方市・寝屋川市・四條畷市・交
野市（総人口；約78万人）の４市が共同してプラ
スチック製の容器類の中間処理を行うため平成16
年６月に設立された一部事務組合である。各市が
分別収集した容器包装廃プラスチックを搬入し、
これを選別・圧縮・梱包し、分別基準に適合した
廃プラを特定事業者に引き渡す業務を行う。平成

20年２月から操業を開始した。
①設備概要等
◦�名称；北河内４市リサイクルプラザ「かざぐる
ま」
◦敷地面積；4,866m2

◦建屋高さ；約20m、地盤高度；28m
◦建屋面積；約4,620m2（管理棟、処理棟を含む）
◦処理能力；53トン/11時間
◦�処理フロー；手選別により分別基準に適合する
品質とし、圧縮、減容、梱包する。
②排気状況
　施設の各所で吸引した空気を活性炭吸着処理し、
４階のチャンバー室（消音室）から排気ファンで
横方向に排気する。その地上高さは約13.1m（高
度；41.1m）で排気量1,212m3/分（約 73,000m3/
hr；24時間稼動）である。なお、チャンバー室内
では排出空気測定器を設置してトルエンとTVOC
を24時間連続測定し、その結果を管理棟前の電光
掲示板で公表する。
◦壁面換気扇；21台（必要に応じて運転）
�

写真１　イコール社正面 写真２　排気筒、壁付換気扇、窓

写真３　北河内４市リサイクルプラザ「かざぐるま」
（HPより）
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1．2　これまでの経緯について

（１）本件２施設周辺の立地条件

　寝屋川市は大阪府東北部の内陸部に広がる北河
内地域の中心部に位置する。淀川左岸に広がる南
北7.22km、東西6.89kmの大きさで、その面積は
24.73km2、人口が約24万人の特例市である。組合
を構成する交野市は東部、四條畷市は南部、枚方
市は北部で隣接する。
　地勢は、東部丘陵地帯と西部平坦地帯の二つに
大きく分けることができる。東部丘陵地帯は生駒
山系の一部で、海抜は約50m、西部平坦部は主に
沖積層からなる海抜２～３mの平地で北河内の低
湿地帯とよばれている。
　リサイクル関連施設が建設された打上地区は、
東部地区の交野市と接する低丘陵地帯であり、寝
屋川の支流である打上川によって形成された緩や
かな谷筋（地盤高度が25m程度、谷幅は約300m）
に位置し、高度約40ないし43mの丘陵尾根に囲ま
れている。施設の地盤高さは海抜約25ないし28m
程度、尾根筋と谷間との標高差は12ないし24mと
みられる。局所的に風向は主に谷筋に沿って流れ
ると共に尾根で囲まれているので逆転層の発生頻
度が高い立地条件である。（写真４、写真５）
　周囲には、大阪市水道局豊能浄水場、寝屋川公
園や寝屋川クリーンセンター（ごみ焼却場）が立
地し、そばを第二京阪道路が通過する（平成22年
３月供用開始）。谷底部には民家はほとんどない
が、裾野から丘陵地にかけて住宅地帯が広がる。

（２）健康被害の状況

　施設の操業以来、周辺住民は、眼、鼻、のどの
異状や、湿疹など皮膚症状、また身体がだるい、
やる気が起こらないなど自律神経失調や中枢神経
機能障害などの神経症状など多彩な症状に苦しみ、
悩まされると主張している。これらの健康被害は
施設操業が始まってから起こったことなどを理由
に廃プラスチック取扱施設であるイコール社等を
操業差止を求めて裁判を行ってきたが、大阪地方
裁判所、高等裁判所ではいずれも棄却された。
　とくに、このような症状は、アンケートや専門
の医師の診断による疫学調査によると発生源と想
定されるリサイクルを行う本件２施設に近いほど
被害者が多くなる傾向が認められると主張したが、
いずれも排出された化学物質と健康障害との因果
関係を証明できないことや問診や診断などの調査
方法にも問題があるあるいは施設から排出される
化学物質は十分に拡散・希釈されるので健康被害
は起こらないなどとされた。
　このように健康被害を専門の医師による化学物
質過敏症であるとの診断結果など疫学調査結果に
もほとんど触れられておらず、健康被害の実態を
認めているか否か疑わしい。確かに各個人の生活
上のストレス、食べ物や家屋内で使用される防腐
剤や接着剤などの化学物質でも起こり得るし、か
つ自動車排ガスやクリーニングや金属加工業など
で使用される化学物質も原因になりうる。さらに、
大気中の光化学スモッグ、ごみ焼却場からの排ガ

写真４　谷上流に位置するイコール社
（平成20年１月；バイパス道路完成前）

写真５　接地逆転層の発現と煙の拡散状況
（平成21年12月；廃プラスチックニュースより）
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ス等、想定される汚染源は多数存在するので、発
生源と健康被害の因果関係を証明することは極め
て難しい。しかしながら、裁判などで係争が行わ
れている間にも健康被害は増え続け、1000人を超
える規模で発生しているとされている。

（３）裁判等の経緯について

　関係住民が平成17年８月に大阪地方裁判所に対
して本件各施設が操業してプラスチックの処理等
を行うことにより有害化学物質が排出され、それ
によって健康被害を受ける又は受ける蓋然性があ
るとして、人格権に基づき、本件２施設の建設・
操業差止請求をした。
　大阪地方裁判所は、平成20年９月に本件各施設
の操業に伴って一定の化学物質が発生しているこ
とは認められるが、①本件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排出されている
こと、②申請人らが本件各施設に由来する有害化
学物質に暴露していること、③申請人らが主張す
る皮膚症状、粘膜刺激症状、神経系の機能障害な
どの健康被害が本件２施設から排出され化学物質
によることを認めるに足る証拠はなく、本件各施
設からの排出物によって申請人らの受忍限度を超
える健康被害が現に生じているあるいは今後生じ
るおそれがあるとの主張は採用できないなどとし
て、申請人らの請求を棄却した（第一審判決）。
　申請人は平成20年10月に大阪高等裁判所に控訴
したが、平成23年１月に同様の理由で申請人らの
控訴が棄却されて同判決は平成23年２月８日に確
定した。
　その後、平成23年３月から平成24年12月にか
けて関係者が本公害等調整委員会に本件原因裁定
を申請した。公調委は、関係者に対する審問、現
地調査、専門委員意見書等を総合的に検討して平
成26年11月19日に「申請人らの本件裁定申請を
いずれも棄却する。」と裁定した。

2．公害等調整委員会の裁定

　平成26年11月19日の公調委による裁定の概要
を紹介する。

2．1　公害等調整委員会の役割について

　公害等調整委員会（以下、公調委という。）の役
割等について「公害紛争処理白書」等を引用して
記載する。
　公調委が行う紛争処理の目的は、簡易かつ柔軟
な手続き、低廉な費用により円滑かつ迅速な紛争
解決を図り、公害の被害者救済にある。公害に係
る紛争についてあっせん、調停、仲裁および裁定
を行うことにより、その迅速かつ適正な解決を図
ることを主たる任務の一つとしている。裁定には、
公害に係る被害についての損害賠償責任や損害額
を判断する「責任裁定」と、加害行為と被害の発
生の間に因果関係の存否のみについて判断する「原
因裁定」の２種類がある。「原因裁定」があったと
き関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に
その内容を通知し、さらに、公害の拡大の防止等
に資するために必要な措置について意見の述べる
ことができるとされている。
　当該裁定委員会においても「公害等調整委員会
は公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、司法
的解決とは別に公害紛争を処理する機関である。
公害紛争を民事訴訟で争った場合、被害者側がそ
の立証責任を負い、被害者の救済の面で十分でな
かったことから生まれた制度である。原因裁定は、
専門家の関与のもとでの審理・調査により、公害
の原因を解明し、紛争の解決を促進するための制
度である。審理の結果を行政に反映させ、社会的
に公害を根絶することも期待されるという役割を
有している。」と指摘している。

2．2「裁定」本文の構成と概要

　公調委の裁定本文は次の構成から成る。裁定に
当たっては、それぞれの主張に対する審問を行い、
とくに、裁判所と異なり、公調委には予算が計上
されているので独自に職権による現地調査を行い、
それらの結果を学識者等より選定した専門委員に
より検討・解析した意見書を重視し、裁定が行わ
れる。今回は、気象、環境、医学分野から３名の
専門委員が選任された。
　当事者の求める事案は、「本件２施設が操業して
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プラスチックの処理等を行うことにより有害化学
物質が排出され、それによって皮膚症状、粘膜刺
激症状、神経系の機能障害などを中心とする健康
被害を受けているとして、これらの健康被害の原
因が本件各施設から排出された有害化学物質によ
るものである旨の裁定を求める」として申請した
ものである。
　原因裁定の本文は次の構成から成る。

第１　当事者の求める裁定

第２　事案の概要

１�．前提事実（当事者間に争いのない事実、文中掲
記の各証拠及び審問の全主旨により容易に認めら
れる事実）
２．争点及びこれに関する当事者の主張
（１）本件裁定申請の適法性
（２）�本件施設から排出される化学物質と申請人らの

健康被害との間の因果関係の存否
第３　当裁定委員会の判断

１．争点（１）（本件裁定申請の適法性）について
２�．争点（２）（本件施設から排出される化学物質と
申請人らの健康被害との間の因果関係の存否）に
ついて

（１）認定事実
（２）�本件気象観測調査及び本件VOC分析等調査の

総合調査
（３）申請人らの主張について
３�．結論；「よって申請人らの本件裁定申請はいずれ
も理由がないから棄却することとし、主文の通り
棄却する。」

2．3　�争点（１）本件裁定申請の違法性につい

て；省略

2．4　�争点（２）本件施設から排出される化学物

質と申請人らの健康被害との間の因果関係

の存否について

（１）認定事実

ア．職権調査の目的
　本件各施設から排出される化学物質が申請人ら
の居住する地域に健康に影響し得るほどの濃度で
到達しているかを検討するため、気象観測調査と

VOC等化学物質の分析調査を同一の調査期間中に
実施した。
イ．気象観測調査※２）

　本件各施設及び申請人ら住居周辺における接地
逆転層の発現等の基礎資料を得るために平成25年
１月19日から26日まで５ヵ所（計８地点）におい
て気温、風向風速を測定し、１時間値を算出した。
以下に測定地点を組合施設からの距離を記す。な
お、測定高度は、地表面海抜高度＋地上高さ＋測
定高度である。
　①�組合施設「かざぐるま」屋上；測定高度は地
表面高度（28m）、排気口高さ（13.1m）と設
置高さ（２m）で測定高度は約43mになる。

　②�寝屋川公民館屋上；北北東約 1,200m地点
（バックグランド）；測定高度は49.6m

　③�水田：北西約520m地点（逆転層が発現しや
すい地点で測定高さを1.5m～15m地点の４種
類；測定高度23.5～37mに相当）

　④�サンコート太秦ヒル屋上；西約750mの丘陵
に位置する住宅地帯。測定高度は地表面高度
（43m）、地上高（14m）、設置面高さ（５m）
で測定高度62m地点

　⑤�高宮あさひ丘配水場屋上：南西約820mに位
置する住宅地帯；測定高度は地表面高度
（47m）、地上高（11.2m）、設置面高さ（２m）
で測定高度60.2m地点

　気象観測結果から接地逆転層の出現状況は、厚
さが５m程度以下で周囲の丘を覆うほど厚くはな
らないこと、本件施設からの居住地域に化学物質
の移流拡散する日・時間帯を解析している。
ウ．VOC等分析調査※３）

　気象観測を実施した住宅地、施設の排気出口と
敷地境界など６ヵ所において大気の採取とVOC等
分析調査ならびに申請人らの居住地区内で臭気に
関するアンケート調査を実施した。また、調査期
間における短時間の濃度変化を把握するために
TVOC（単位時間；１分）とホルムアルデヒド（単
位時間；30分）を簡易測定器による連続測定を実
施した。測定データを種類別の化学物質濃度、構
成成分比あるいはTVOCの簡易測定結果、アン
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ケート調査結果の特性を解析している。
［測定地点（試料採取高さ；1.2m）］
　①サンコート太秦ヒル屋上；測定高度は58.2m
　②�高宮あさひ丘配水場屋上：測定高度は59.4m

地点
　③�北河内４市リサイクルプラザ「かざぐるま」
屋上；

　④�イコール社脱臭装置出口；採取口は排気筒
（15.3m）の途中３m地点

　⑤イコール社敷地境界付近（敷地南側）；26.5m
　⑥寝屋川公民館屋上；測定高度は48.6m
エ�．本件VOC等分析調査時における本件各施設の
稼働状況
　現地測定期間内におけるイコール社及び組合施
設の作業時間や処理量などを記載。

（２）�本件気象観測調査及び本件VOC分析等調査

の総合判断

ア�．本件各施設から排出される化学物質が付近住
民に対して健康被害を発生させるほどの濃度で
到達しているかが問題である。
イ�．イコール社施設脱臭装置出口では、環境基準
値等を超える濃度の化学物質が住宅地よりも高
い濃度で検出されている。が、敷地境界では十
分に低い濃度であり、十分に希釈・拡散されて
いることが推認される。各施設から排出された
高い濃度の化学物質は住宅地ではかなり低くなっ
ており、比較対象地点の寝屋川公民館と同程度
である。
　�　これより各施設から排出された化学物質は、
接地逆転層の発現にかかわらず大気中で十分に
拡散・希釈されていると推認できる。
ウ�．イコール社施設敷地境界付近の簡易測定器に
よるTVOCの濃度変化と住宅地（太秦）との濃
度変化に類似性が認められるが、風向を検討す
ると関連性はない。つまり、施設から排出され
た化学物質は住宅地に到達していると認めるこ
とはできない。
エ�．ホルムアルデヒドの簡易測定器による連続測
定データは、湿度条件を満たしていないとの理

由でほとんどを不採用とした。なお、職権調査
による定量分析の24時間平均濃度（最大で1.7µg/
m3）を室内濃度指針で定める30分平均値（基
準；100µg/m3）に換算するため、24時間分が30
分間で放出されたとしても基準を超えることは
ない。
オ�．以上より本件気象観測調査及び本件VOC分析
等調査の結果から本件２施設から排出される化
学物質は、接地逆転層の発現状況にかかわらず
大気中で十分に希釈・拡散されており、付近住
民に対して健康被害を発生させるほどの濃度で
到達しているとは認められない。

（３）申請人らの主張に対する裁定

ア�．申請人らは「本件地域の地形形状から接地逆
転層が頻繁に発生し、本件２施設から排出され
た化学物質が住宅地帯へ高濃度で広範囲にわたっ
て到達する。」とし、「N氏意見書によれば気象
観測及びVOC等分析調査から逆転層の形成・消
滅と住宅地（太秦）における濃度変化に整合性

図１　調査実施地点（気象観測およびVOC等調査地
点）※３）（原図にイコール社の位置を追記した）
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がある。」との主張に対し、住宅地における濃度
は低く、比較対象地点（寝屋川公民館）程度で
あり、逆転層による影響は伺われない。また、
簡易測定結果でも住宅地に向かった風向きでも
住宅地での濃度が上昇する関係は認められない。
イ�．申請人（太秦中町）が「６ケ月にわたるホル
ムアルデヒドの簡易測定の結果、室内空気暫定
基準（100µg/m3）を30回も超えており、住民
が間欠的に高濃度で暴露されている。」との主張
に対し、簡易測定値の信頼性を担保するために
は定量分析を合わせて行う必要があるとし、職
権調査による定量分析では基準値等を超えるこ
とはなく、指針値を超えたとする期間に顕著な
濃度のピークはなかったとしている。
　�　以上より施設から排出された化学物質と関連
性を推認することは困難であり、健康被害が接
地逆転層内に排出された化学物質によるとの主
張との関連性も伺うことはできない。
ウ�．申請人らは、「T氏疫学調査結果から本件施設
周辺において健康被害が発生していることは明
らかであり、各施設から排出された化学物質が
住宅地に到達している。」および「本件各施設か
らの距離を暴露指標としアンケート調査で集め
た対象者の症状を指標として性別、年齢、喫煙、
花粉症、リフォーム歴などを調整したうえで有
病オッズ比を求めた結果、イコール社に近いほ
ど有病割合が増加し、その症状は、咽頭症状、
呼吸器症状、眼症状、皮膚症状である。とくに
700m以内に居住し、昼間在宅している対象者に
は、比較対象地域よりも喉、眼、湿疹等は約５
倍以上多発している等よりイコール社施設の廃
プラ処理工程による大気汚染による被害と考え
られる。」と主張している。
　�　これに対し事前に「健康アンケート調査有訴
率％」などのデータを各自治会員に配布してい
ること、T氏疫学調査前に様々な健康被害が発
生しているとしたビラを配布するなど、疫学調
査の対象者に予断を生じさせるおそれがあるこ
と、あるいは質問票による調査では無記名や代
筆が認められており、調査における正確性、信

用性を担保されているとはいえないとし、本疫
学調査をもって本件施設から排出された化学物
質によるとの調査結果は証拠として採用できな
い。また、臭気調査の結果、「本件施設から排出
される臭いを感じているので化学物質が住宅地
に到達して健康被害を引き起こしている。」との
主張に対し、訴えの多い調査日の化学物質はそ
のような濃度は検出されていない。
　�　これらのことからも本件２施設から排出され
る化学物質によっては、付近住民に対して健康
被害を発生させるほどの濃度で到達していると
は言えない。
エ�．以上より本件全証拠によっても本件各施設か
ら排出された化学物質が住宅地に到達し、健康
被害を生じさせていると認めることはできない。

3．裁定に関するコメント

　廃棄物処理施設から排出される化学物質による
周辺住民の健康被害の事例については、平成９年
頃に発生した東京都杉並区の不燃ごみ中継施設か
ら排出された化学物質による健康被害がある。公
調委による原因裁定が行われ、周辺住民の健康被
害は中継所から排出された化学物質が原因である
と裁定された（以下、杉並裁定という。）。
　本件２施設から排出される化学物質による周辺
住民の健康被害に関する紛争は杉並裁定と類似し
ている。これまで地裁や高裁において施設の操業
停止等を争点に係争が続けられてきたがいずれも
被害者側である原告が敗訴した。施設から排出さ
れる多数の化学物質と健康被害を証明することは
ほとんど不可能であり、このため必ずしも因果関
係を要しない公調委による原因裁定を申請したも
のであろう。
　職権調査の最大の目的は、本件２施設から排出
された化学物質が周辺住宅地に健康被害を引き起
こすような濃度で到達するか否かである。６日間
の調査結果では、次のことが明らかになったとし
て、健康被害との関係を否定している。
①�本件２施設から排出された化学物質は、敷地境
界、対象住宅地において十分に低い濃度であり、
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バックグランドの寝屋公民館（排出源から1,200m
地点）とほぼ同程度の濃度であること。
②�排出源が起源と考えられる化学物質は特に確認
されていなく、かつバックグランドとする寝屋
公民館と同じ程度であること。
　さて、当該裁定を廃棄物及び環境分野の専門家
の立場から精査すると次のような重大な問題があ
ることを指摘できる。

（１）�裁定にあたっては、平成25年１月19日から

26日のわずか６日間に実施した公調委の現

地職権調査結果に基づいて判断している。

　当該調査期間内において排出された化学物質が
十分に拡散・希釈され、健康被害を起こすような
濃度ではないと判断するに足る実測値が観測され
たとしもそれは現地調査を行った６日間のおける
事象である。原因裁定申請は６日間について本件
２施設と健康被害との相関性を求めたものではな
く、操業以来現在に至る健康被害について原因裁
定を求めたものである。
　このように６日間の職権調査結果をもって関連
性を否定したことは、これまでの本件２施設の操
業において排出された化学物質濃度から現在に至
るまでの気象状況、化学物質の排出及び環境濃度
が当測定期間とほぼ同じであると見做したことを
意味するので、誰が考えても無理、無謀な解釈で
ある。
　つまり、逆転層の頻度、厚さ、風向・風速等は
常に変動するのであり、排出された化学物質の拡
散による希釈の程度も常に変動する。また、公調
委の選定した専門委員による意見書※４），５），６）はあく
までも職権調査で実施したわずか６日間の観測デー
タ結果について検討・解析したものであり、これ
を調査期間以外の施設操業から現在までの期間に
拡大解釈することは信じがたい判断である。また、
排出される化学物質の種類や濃度も施設の取扱量
や種類は大きく変動するのであり、現に職権調査
においてイコール社から排出される化学物質の総
量はわずか２回の調査データでも約13倍も変動し
ていた※３）。当該現地調査で測定した濃度で常に排

出されていることもあり得ないことである。
　以上の職権調査結果から明確に言えることは、
①本件２施設からは様々な有害な化学物質が環境
濃度よりも高い濃度で排出されていること、②当
該地域は大気汚染物質が拡散しにくい逆転層が発
生する地形であることを確認できたことである。
つまり、現地調査期間と異なり、「化学物質濃度が
高く、拡散しにくい逆転層が発生する条件下では
住宅地への化学物質が高濃度で移流し、住民に健
康被害を及ぼす可能性があることを示唆する」と
結論することが科学的に無理のない合理的な推論
であろう。

（２）�施設から排出及び環境中の化学物質の希釈に

関する判断について

　廃プラスチック取扱施設からは数多くの微量有
害化学物質が排出され、周辺住宅地帯においても
検出されている。このうち、VOCとホルムアルデ
ヒドに関する測定結果より排出された化学物質が
十分に希釈されていることから周辺住民に対する
健康被害と関係ないとする判断の問題点について
指摘する。
　イコール社施設の脱臭装置出口のVOC濃度は環
境基準等よりも高いが、敷地境界では低く十分に
拡散・希釈されているとし、そこよりも遠く離れ
ている住宅地ではさらに希釈されるので健康被害
を発生する濃度とは認められないと推認している。
なお、敷地境界における測定地点は、北側（施設
組合側）ではなく、イコール社敷地の南側とある
が、脱臭装置出口、壁付換気扇あるいは自然換気
する窓からの位置や距離などは検討されていない。
　測定地点の写真によると※３）、測定地点の敷地境
界付近には高さ7.2m地点に壁面換気扇が設置され
ており、施設内空気を下向きに排気している。こ
こから離れた高さ15.3mの脱臭装置排気口から放
出された空気が着地することは考え難い。このよ
うに解釈するのであれば測定時の風向、風速など
から拡散計算による根拠を示す必要がある。なお、
施設内空気は施設内では廃プラスチックを取り扱っ
ており、排気口から排出された成分と大差なく、
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低い濃度である。
　このように脱臭装置排出口から排出される化学
物質がすぐ近傍の敷地境界に着地したと判断する
ことは調査時の気象条件では、通常起こりえない
ことであり、排気口の化学物質が拡散して希釈さ
れたものではないと考えるべきである。

（３）�裁定に関する基本的な問題点；科学的な視点

に欠けている。

　裁定委員は専門家ではないので、環境、気象、
医学分野の専門家を専門委員に選定し、現地調査
結果を検討した意見書が提出され、これを重要視
して判断の根拠としている。しかしながら、専門
委員報告はあくまでもわずか６日間にわたって実
施した職権調査結果について解析した意見書であ
る※４），５），６）。裁定委員会が、これらの意見書に基づ
いて施設操業から現時点にわたって同じ状況であっ
たとすることは誰が考えても科学的に間違ってい
る。
　裁定委員会の判断は、公調委に求められている
中立公正からかけ離れた科学的に理解しがたいよ
うな論理構成であり、「公害紛争処理の役割はおろ
か地域の環境保全対策の推進に寄与するとともに
より良好な環境の保全及び創造を求める国民の期
待にも応えていく」ような内容とは言いがたい。
たとえば、
○�住民による臭気調査において臭いを感じた時間
帯においては化学物質の簡易型TVOC濃度は十
分に低く、関係がないとしている。人が感知す
る臭いは様々な化学物質による複合臭や超微量
濃度でも感じることができ、炭素成分をトルエ
ン換算したVOC簡易測定器での測定データで判
断できるか否かはなはだ疑問である。また、風
向は常に変わるので、感知するモニター（住民）
はピンポイントであり、わずかにずれてだけで
も臭いは感じられない。臭気は一瞬の場合もあ
り、測定値は少なくとも１分間測定値の６時間
平均である。臭い、簡易VOC測定器、気象（風
向）などの基礎知識があればとてもこのように
理由を付けて判断することはできない。

○�（２）で述べたようにイコール社の敷地境界に
おける化学物質は脱臭装置から排出されたもの
ではなく、近傍の窓や壁面換気扇から排出され
た施設内空気である可能性が高い。化学物質の
排出源からの拡散・希釈の重要な根拠となって
おり、裁定結果に重大な影響を及ぼす。
○�健康被害に関するアンケート調査等では事前に
健康被害が起っていることについて情報を提供
しており誘導された可能性がるので信頼できな
いとし、２施設に近い住宅地の住民の有病率が
高いなどの結果をすべて不採用としている。ま
た、化学物質過敏症に詳しい医師による診断等
では類似症状は施設の操業以降に発症し、地域
との相関性が高い（他の地域へ行くと症状がで
ないなど）など専門の医師が診断した疫学調査
結果等についてもほとんど評価せず（できな
い？）、全く裁定に反映されていない。地域で健
康被害が起こっていること自体もきちんと認識
していないのではないか。
　�　これでは今後も健康被害が増え続け、症状分
布に多くのデータが蓄積されても「この地区で
は健康被害が多い」との情報バイアスがかかっ
ているので、証拠書類にはならないと判断され
る可能性が高く、公調委の本来の目的を逸する
ものではないかと懸念する。
○�その他にも当該健康被害を引き起こす有力な化
学物質としてホルムアルデヒドを重要視して簡
易測定による連続測定を行っていながら湿度の
測定条件を満たしていないとしてほとんどを不
採用にした。不採用データさえも公表していな
いし、再調査も行わなかった。

（４）�寝屋公民館はバックッグランドになりうる

か！

　本件２施設から北北東1,200m地点に位置する寝
屋公民館での測定値をバッググランドとして比較
している。住宅地帯における測定結果では、化学
物質濃度が寝屋公民館と同程度のであること、及
び本件２施設から排出される化学物質の構成成分
比（脂肪族炭化水素、芳香族、エステル等）と異っ
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ていることを根拠に本件２施設からの化学物質に
よる影響はないと結論付けている。
　しかしながら、有風時にイコール社の排気筒（約
42m）から排出された化学物質が1,200m離れた寝
屋公民館屋上（約48m）に移流、拡散することは
充分に考えられることであり、きちんと拡散計算
した上で考察すべきであろう。あるいは風向は常
に変わるので、反対方向にもなりうる。この場合
は拡散した化学物質が戻ることもありうる。本当
にバックグランドとして適切か否か、結論に大き
な影響を及ぼすので再検討すべきであろう。
　なお、意見書にあるように化学物質濃度が本件
２施設とは関係ない地域特性であるならば、施設
操業前から健康被害が起きていた可能性が高く、
廃プラ取扱施設の稼働後に地域の社会問題になる
こともつじつまが合わない。「杉並病」と騒がれた
事例も一時「風土病」としてかたづけられようと
したことが思い出される。

（５）�公調委による「杉並病の原因裁定の考え方」

を踏襲すべきではないか！

　微量有害化学物質の排出に伴う周辺住民の健康
被害が発生、公調委が原因裁定した類似事例に「杉
並病」がある。平成14年６月26に公調委による杉
並中継所から排出される微量有害化学物質による
周辺住民の健康被害に関する原因裁定では、次の
ように述べている。
　被害の原因裁定では、「申請人18人中14名につ
いて、平成８年４月から８月ごろに生じた健康不
調の被害の原因は、被申請人の管理に係る杉並中
継所の操業に伴って排出された化学物質によるも
のである。」と裁定し、終わりに委員会として次の
意見が付記された。
　「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ざるを得
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。
　周辺住民や申請人らの健康不調の発生が本件施
設の周辺に集中し、しかもその時期が本件施設の
操業の時期と一致しているという事実から見れば
他に特段の事情が認められない限り、申請人らの
被害について本件施設が原因施設であり、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つ
返すに足る証拠がない場合、この因果関係は肯定
されるものと解すべきである。」
　本件の廃プラスチックリサイクル関連施設から
も同様に微量有害化学物質が排出されていること
は明らかであるので、杉並裁定事例をきちんと精
査し、施設の操業が始まってから周辺住民に健康
被害が多発したこと、健康被害を引き起こすよう
な発生源は当該地域では見当たらないことなどを
時系列で明確に主張するなど「杉並裁定を踏襲し
た裁定を主張すべきであった」と個人的には思っ
ている。

おわりに

　公調委による原因裁定は、排出された化学物質
の種類や濃度と個人ごとの健康被害との因果関係
を証明することができない場合であっても、原因
として裁定できるところが裁判との大きな違いで
ある。しかしながら、本件２施設からは様々な微
量有害物質が排出されていること、立地条件では
大気に排出された化学物質が拡散しにくい逆転層
が発現する地帯であること、住宅地の住民には施
設操業後から健康被害が多くなり、操業とともに
しだいに拡大していること、職権調査により本件
施設から排出された化学物質の濃度は低いが住宅
地帯に到達していることなど状況証拠は揃ってい
るが、裁定の根拠はわずか６日間にわたって実施
した現地調査における気象観測、大気環境調査等
に基づいて行われた拡散・希釈データである。つ
まり、わずか６日間の職権による現地調査結果か
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〈引用・参考資料〉�
１）公調委平成23年（ゲ）第２号（以下、「第１事件」という。）、平成24年（ゲ）第２号（以下「第２事件」とい
う。）、第９号（以下「第３事件」という。）寝屋川市における廃棄物処理施設からの大気汚染による健康被害原
因裁定申請事件　裁定
２）平成24年度　大阪府寝屋川市における気象観測等調査　報告書　平成25年３月　日本気象株式会社
３）総務省公害等調整委員会（総務省請負業務）　大阪府寝屋川市における大気採取及びVOC等の分析等調査　調
査結果報告書　平成25年３月　中外テクノス株式会社
４）「寝屋川市における廃棄物処理施設からの大気汚染による健康被害原因裁定申請事件」に係る職権調査に関す
る意見書　平成25年５月16日　公害等調整委員会　専門委員　東　賢一
５）「寝屋川市における廃棄物処理施設からの大気汚染による健康被害原因裁定申請事件」に係る職権調査に関す
る意見書　平成25年５月16日　公害等調整委員会　専門委員　川本克也
６）「寝屋川市における廃棄物処理施設からの大気汚染による健康被害原因裁定申請事件」に係る職権調査に関す
る意見書　平成25年５月16日　公害等調整委員会　専門委員　北林興二

ら施設操業後から現在に至る全期間において同じ
ように化学物質が排出され、住宅地には十分に拡
散・希釈されたと仮定した推認であり、このよう
なことは現実的にはあり得ないことである。
　これは裁定委員の判断であり尊重すべきではあ
るが、最も大きな問題は裁定に至った科学的な根
拠・理由である。本件２施設から有害な化学物質
が排出されていること、周辺住民に健康被害が起
こっていること、移流・拡散しにくい逆転層の発
現が起こる地域であることを理解していながら、
わずか６日間の現地調査結果に基づきこの数年間
にわたる事象、しかも様々な科学的に疑問の多い
解釈から結論を導いたことである。
　ところで、結果論かも知れないが、申請人らの
主張も争点からはずれた議論も多く、審問を複雑
にし、裁定委員の判断を乱した側面もうかがえる。
また、排出された化学物質の拡散が不十分で高濃
度で着地する気象条件に逆転層の発現以外にダウ
ンウオッシュなど下降気流の発生においても起こ
りえることも検討すべきであったと思う。
　判断にこれだけ多くの問題を抱えると公調委の
権威を失墜することになりかねない。裁定委員に
よる判断が難しく、重大な判断ミスを防ぐために

も現地調査を検討・解析する専門委員以外の鑑定
人あるいは裁判制度における公的な専門委員によ
るアドバイザー制度、あるいは裁定不服申立制度
など取り入れるべきではないかと痛烈に感じた。

◇

　３月21日（土曜日）、祝日ですが、下記の小セ
ミナーで解説します。関心のある方はお知らせ下
さい（epc@gold.ocn.ne.jp）。
【小セミナーの概要】
○開催日；３月21日（土）
○�会場；近畿地方発明センター会議室（京都市左
京区吉田河原町）
○プログラム；
　◦�13：10～14：00　どうなる再生可能エネル
ギー；植田�和弘�京大教授（環境計画センター
会長、FIT調達価格検討委員長等多数）

　◦�14：10～15：00　寝屋川廃プラスチックに係
る健康被害；公調委の裁定について；鍵谷

　◦�15：15～17：00　広島土砂災害や地震災害に
関する講演２件（副会長；中川先生、石川先
生；交渉中）

※なお、発表時間帯及び講演時間は案です。


