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1 私の喫煙歴等について

私の家で、タバ コを吸 うのは、私だけです。私には、同居の妻 と子がいます

が、 2人 ともタバ コは吸いません。

私が 「ガラム」 と 「コルツ」を吸い始めたのは、 どち らも、平成 28年春頃

よりも前のことです。

平成 28年 9月 当時、私は 「ガラム」 (紙巻 きタバ コ)について、 1日 に 5

～ 6本程度、吸っていま した。また、 「コルツ」 (手巻 きタバ コ)については、

2～ 3か月で 1袋 (40g)程 度、吸つていま した。

私が 自宅内でタバ コを吸 う場所は、ほとん どが防音室内です。換気扇の下で

吸 うことは、時折で しかあ りませんで した。私が換気扇の下でタバ コを吸 うの

述陳

… 1-

童
日

https://pdf.wondershare.co.jp/store/buy-pdfelement-7.html?f=pro


は、あつてもせいぜい 1日 1～ 2回 くらいで、 1日 に一度も換気扇の下では吸

わないという日も、よくあります。

2 千葉さんの主張について

千葉さんは、 「平成 28年春頃より、原告の自宅に花のような甘い臭いの煙

が入 り始め、同年 6月 頃から、原告ら3名全員が、咳・喉の痛み・頭痛・ 目の

痛み等の異常を感 じ始めた。」と主張しています。

しかし、上記のとお り、私が 「ガラム」と「コルツ」を吸い始めたのは、ど

ちらも、平成 28年春頃よりも前のことです。千葉さんの家に「甘い臭いの煙

が入 り始め」たのが 「平成 28年春頃より」とい うのであれば、その原因は、

他にあるのではないかと思います。

また、私の喫煙本数等は、上記の程度のものであり、これだけで、千葉さん

が主張するような健康被害が出るとは、とても考えられません。千葉さん以外

の人からは、私の喫煙について、苦情を言われたことは、一度もありません。

また仮に、私の吸うタバコのせいで、千葉さんの主張するような健康被害が

出るような状態であれば、千葉さんの家以上に、私の家では、四六時中に煙 と

臭いが充満 しているはずですが、そのようなことは、全くありません。私の妻

は、家で英語を教えているのですが、その生徒からも、タバコ臭いと言われる

ことは、全くありません。

3 平成 28年 9月 6日 のや りとりについて

平成 28年 9月 6日 、千葉明さんが、私の家を訪ねてきました。私と妻は、

明さんを家に入れて、話をしました。

このとき、私は、明さんに対 し、私が吸 う2種類のタバコ (「 ガラム」 と

「コルツ」)を 1本ずつ、渡 しました。明さんは、このとき、私の家で、千葉

さんの家に入 り込んでくるというのと同じ臭いを確認することは、できません

・でした。

同日、明さんが帰った後、少ししてから、千葉恵司代さんが、私の家を訪ね
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てきま した。私 と妻は、また、恵司代 さんを家に入れて、話 をしま した。恵司

代 さんも、この とき、私の家で、千葉 さんの家に入 り込んで くるとい うの と同

じ臭いを確認す ることは、できませんで した。

この 日、恵司代 さん との間で、私が換気扇の下でタバ コを吸った場合に、そ

の臭いが外に漏れ るか どうか、実験 しま した。実際に、私が換気扇の下でタバ

コを吸つてみて、その間に、私の妻 と恵司代 さんが家の外で臭いを確認 した上

で、恵司代 さんは 自宅に戻 り、千葉 さんの家の中でも臭いを確認 したのです。

それでも、やは り、タバ コの臭いを確認す ることは、できませんで した。

その 日以来 (同 月 22日 の話 し合いの ときまで)、 私は、千葉 さんの家に流

れ込んで くるとい う臭いについて、本当に私が原 因であるか どうかを確認す る

ために、一本 もタバ コを吸わずにいま した。

4 平成 28年 9月 22日 のや りとりについて

平成 28年 9月 22日 、明 さん、恵司代 さん、私、私の妻の 4人で、瀧上勝

治 さんの同席の下、管理組合集会所で話 を しま した。

明 さん と恵司代 さんによれば、前回のや りとりがなされた同月 6日 の後 も、

千葉 さんの家で、タバ コの副流煙 が充満 している状況には、変化がない とのこ

とで した。

このことか ら、私は、もし仮に、千葉 さんの家にタバ コの副流煙 (の よ うな

臭い)が充満 している状況があるとしても、その原因は私にはないことを確信

しま した。私 自身は、同月 6日 以降、一本 もタバ コを吸つてお らず、また、私

の妻は、もともとタバ コを吸つていないか らです。

そ して、私が、同月 6日 か ら、一本 もタバ コを吸つていないことを話す と、

明 さんは驚愕 し、それであれば 「他か ら入つてきている」 と考えるしかないこ

とを、認 めざるを得ませんで した。また、同席 していた瀧上 さんも、事実 とし

て、私が最近 タバ コを吸つていないにもかかわ らず臭いがす るとなると、全然

違 う理 由と考えざるを得ない ことを指摘 しま した。
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5 その後の状況について

私は、平成 28年 9月 22日 の夜か ら、家での喫煙 を再開 しま した。

この 日の明さん と恵司代 さん との話 し合いで、 もし仮に、千葉 さんの家にタ

バ コの臭いが している事実があった としても、その原因が私にはない ことを、

確信することができたか らです。

ところで、こ うしてタバ コを再開 した とき、私は、なぜか 「ガラム」がおい

しく感 じられなくなっていたので、その 日か らしば らく後、 「ガラム」の喫煙

をやめま した。

私は今、 「コル ツ」だけを吸っています。喫煙 の量は、 1袋 (40g)を 、

約半月で消費す るくらいです。

また、私は、家でタバ コを吸 うときは、基本的には、防音室の中で吸つてい

ます。換気扇の下で吸 うことは、時折で しかあ りません。

6 千葉明 さんの喫煙歴等について

平成 28年 9月 22日 、明 さん、恵司代 さん、私、私の妻 と、瀧上勝治 さん

の 5人で話 した とき、瀧上 さんか ら、この話はオフ レコに して、両者のお話 と

い うだけに留めてお くよ うに、 とい う話があつたのですが、その後 も、千葉 さ

ん夫婦は、この件 について、私がまるで犯罪者であるかのよ うに、まわ りに話

をす ることをやめません。

しか し、私の妻が近隣の方か ら聞いた ところによれば、千葉 さんの代理人か

ら送 られてきた調査票について、納得できないか ら提出を拒否 した人 もいます

(乙 2)。 また、 「千葉明 さん 自身が、タバ コを吸つていたのに。」 と驚 く人

もいます (乙 3～ 4)。

明 さん 自身の喫煙歴 については、本訴訟では全 く明 らかにされていませんが、

自分がタバ コを吸つていたことを隠 したまま、このような裁判 を起 こしてきた

とすれば、私にとっては、全 く納得できないことです。

7 本訴訟 について
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私はただ、 自宅の中でタバ コを吸っているとい うだけで、 「4518万 34

59円 を支払 え。」 とい う裁判 を起 こされま した。

千葉 さんたちが、 どのよ うな 「健康被害」にあっているのか、私には分か り

ませんが、少なくとも、その原因が私のタバ コにあるとは、考えられません。

千葉 さんが主張す る 「被害」は、私が 「不在の ときでも」充満 し、大量に流

入 して くる何かによるものであるとすれば、また、私がタバ コを吸つていると

きであるか どうかにかかわ らず、 「朝か ら深夜まで」及んでいる何 ものかが原

因なのであるとすれば、それは、私のタバ コとは無関係 であることは、明 らか

だ と思います。

私に とつては、このような大金 を支払 えとい う裁判の被告に されていること

自体、 とて も重い負担です。今はただ、この理 由のない裁判 を、できるだけ早

く終わ らせてほ しい と思います。

以  上
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