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住宅におけるタバコ煙害問題

担当 弁護士岡本光樹
●

第 1 はじめに 問題の概要

近年、住居の相隣問題・近隣問題としてタバコの煙害が問題となるケース

1      が非常に多い。

例えば、隣家居住者がマンションのベランダや室内換気扇下で喫煙する

ことで、そのタバコ煙・タバコ臭気が周囲の居住者の生活空間に流入 し、窓

を開けることができない、あるいは窓を開め切つていても室内に入ってく

:モう      るといった相談である。

集合住宅 (マ ンション・アパー ト等)で問題となることが多いが、戸建て

住宅の庭における喫煙や、多数の者が利用する施設の敷地内喫煙所からの

タバコ煙に関しても、しばしば問題となることがある。

他人のタバコの煙を吸わされること (以下「受動喫煙」という。)につい

て、健康上の害があることが科学的・医学的に明らかにさ.れている。

受動喫煙相隣問題は、人が最も安心して生活する住居空間への悪臭・有害

物質の侵襲であり、被害が日々継続的に起こることから、重大な権利侵害で

あるという被害意識が強い。他方、被害をもたらしている喫煙者側は、受動

喫煙の有害性や苦痛をさほど認識していなかったり、また自己の専有・専用

に係る空間において喫煙することの自由を主張したりして、双方の主張が

り      
ぶつかり合い、対立が先鋭化しやすい。

こうした問題は、

日本経済新聞 (NIKKEIプラス 1)2009年 1月 3日 、

朝日新聞 2010年 9月 17日  「ホタル族」耐えられない /住まいの受

動喫煙進まぬ対策

毎日新聞 2013年 9月 26日 マンション喫煙新事情 ホタル族 「違法」

等の新聞でもかねてより取り上げられてきた。

2012年 (平成 24年)12月 13日 、名古屋地裁で、この問題に関する不

法行為責任を認め、慰謝料を認容した判決が出され、新聞やインターネット

上で報道されたことにより、社会的に一層認知されるようになった。

2015年 2月 26日 には、テレビニュース報道番組において、この問題に

関する特集が放送された (TBSテ レビ「いっぶく !」 )。
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本章では、こうした住宅におけるタバコ煙害問題について、解決へのひと

つの流れ、確認すべき点、考慮すべき点等を整理して、参考として示すもの

である。
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住宅煙 害 <対応方針案 >

◆喫煙住居、喫煙者、煙の流れをできる限り特定。証拠収集。

↓

◆被害のご本人から、苦痛に感じていることを示す手紙を送付する (手紙の日

付、書面のコピーを必ず保存しておく。必要に応じて診断書のコピーも送付

する。)。

まずは対立姿勢にならないよう、丁重なお願いベースがよいと思われる。

喫煙態様の改善策 (喫煙時間帯、喫煙場所 0位置)を具体的に提案・指定し

た方が、話が進み易い。

◆改善しない場合、弁護士から内容証明による通知又は警告。

平成 24年 12月 13日 名古屋地裁判決文の活用。

↓

◆民事調停 (作為義務 0不作為義務設定)

◆民事訴訟 (損害賠償)

上記 <対応方針案>は、一般的な相談事例の対応策 として考えられるものです。もつとも、事

案や相手によっては、必ず しも上記対応が通用 しない場合もあります。有用と考えられる範囲

で、解決のヒントしてご参考にしてください。
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第2 被害及び当事者の特定

1 被害者側の特定

(1)被害者の住所

被害者の住所を確認する。集合住宅か、一軒家か。

被害者の居住形態を確認する。賃借か、自己所有か。

(2)被害の場所・部位

被害を受けている場所を確認する。ベランダか、自室内か、特定の部屋

か、建物内全体に及んでいるか。

(3)被害の状況・内容

被害は窓を開けている時か、窓を閉めても流入してくるか。

Ex.洗濯物が外に干せない /窓が開けられない ノ換気ができない

/窓を閉めていても臭いが入ってくる

24時間換気システムにより、常にベランダ等から外気を取 り入れる

仕組みを採用している場合がある。この場合、窓を開め切つていても、サ

ッシなどの隙間や換気口から、タバコ煙が流入してくることがある。換気

扇を止めて被害を軽減するなどの方法も検討する。

④ 被害の時間帯

被害を受けている時間帯を確認する。

(5)被害者の人数

被害者が複数いる場合には、被害の存在を、より立証しやすくなる。

同居の親族も、同様の被害を感じているか。訪問者で、陳述や証言に協

力してくれる者はいるか。弁護士が訪問した際に必ずしも被害を現認で

きない場合もあり、予め協力者がいるか確認しておく。

また、マンションや隣家等の他の居住者に被害者がいるか、協力してく

れる者はいるか等の情報を収集する。

(6)健康被害及び損害

ア 健康被害

被害を受けている人毎に、健康被害の内容を特定する。

受動喫煙は、がんや心臓疾患等の慢性疾患を引き起こすが、実際の相談

では、急性影響に関する相談が多い。

Ex.咳 ,喘鳴,鼻症状 (く しやみ,鼻閉,鼻汁,かゆみなど),眼症状

(痛み,流涙,かゆみ,瞬 目など),頭痛 等

医師による診断書を入手する。受動喫煙と症状の因果関係についても

言及してもらうようにする。

3



常習喫煙者よりも非喫煙者の方が、タバコ煙に対して、より強い反応を

示すことも明らかにされている。非喫煙者の 7～ 8割以上が受動喫煙に

不ll■感を覚えるとの調査結果が報告されている。厚生労働省・分煙効果判

定基準策定検討会報告書 参照 http:〃 ww、mHwgαわぬoudou200,06ぬ 0607‐ 3 html

また、日本禁煙学会が公表している F受動喫煙症」の診断書も有用であ

る。なお、「受動喫煙症」は原因に基づく診断名であり、上記様々な症状

の総称であるから、上記 Ex.の具体的な症状と併記して頂くと分かり易い。

く|.本禁煙学会■受動喫煙症診断基準11品シ鳥↓t`ζ五品5::続:ξ:ive‐llitti>巻

末資料参照

イ 精神的被害

慰謝料について後述する。

:[｀ 1      ウ 物的被害

実際に要した物に関する損害を確認する。被害を防止・軽減するために、

被害者が講じた措置に関する費用等についても確認する。

Ex.隙間風防止テープ、仕切壁の延長・増設、業務用扇風機の設置、

排煙装置、給気ダクト、衣服等のクリーニング代、など

やむを得ず引越さざるを得なかった場合には、引越費用を請求する。

2 加害者の特定

加害者は、容易に特定可能な場合もあれば、特定が困難な場合もある。ま

た、加害者が複数存在する場合もある。

できる限り確実な方法で、加害者を特定すべきである。喫煙の現認や話合

いにおいて言質をとるなど。写真や録音等の証拠の確保も重要である。

電1)    (1)電 言覗 m、 下階、隣のマンション・アパー ト、隣接の家、

路上喫煙者、など

(2)加害者の喫煙場所

Ex.ベ ランダ、自室の換気扇の下、自室内、共用部分の廊下・階段

.          庭、路上 等

ベランダ喫煙は、名古屋地裁平成 24年 12月 13日 判決により、違法で
｀
        あるとの主張が行い易くなった。

他方、自室内喫煙については、喫煙者の権利意識がより強い場合が多い

と考えられる。もっとも、煙を外部に排出して他者危害を与えている以上、

自室内であっても喫煙が無制限に許されるものではないと考えられるし、      、

また名古屋地裁判決文言からすれば、自室内の喫煙であつても違法とな

り得ると解される (後述)。
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(3)加害者の喫煙から被害者住居へ煙の流れ

Ex.ベ ランダ越 しに /通気孔か ら /換気扇か ら /窓の隙間か ら /

マンシ ョンの換気システムから 等

煙の流れが明 らかな場合 もあれば、室内喫煙の場合や喫煙加害者が複

数いる場合などは、煙の流れが必ず しも容易に特定できない場合もある。

煙の流れについてもできる限 り特定 した方が、対策方法や改善策を具体

的に検討 し易 くなる。

④ 加害者の家族構成

Ex.結婚 しているか、同居人がいるか、同居人は喫煙者か否か、

子 どもがいるか など

この点は、問題解決や方針選択にあたって、事実上重要な点である。

夫婦でヘ ビースモーカーである場合な どは、話 し合いによる解決が困

難な事例が比較的多い傾向にある。他方、未成年の子 どもがいるために父

親がベ ランダで喫煙 している場合などは、母親や子 どもと協力 して、父親

に禁煙 を働きかけ、根本的な解決が図れる場合もあ り得る。

(5)加害者の職業、社会的地位、性格・年齢

この点も、現実の問題解決においては、方針選択にあたって重要な検討

要素である。

本人の申入れ (お願い)によって、改善や協力が見込める相手なのか、

あるいは、反発を招いて喫煙行為がエスカレー トするような相手なのか。

弁護士が内容証明郵便等による通知書や警告文を送って、それに従 う

相手なのか。

民事調停に出頭する相手か。民事訴訟で判決が出た場合に、それに従 う

本目手か。

こ うした相手の属性や性格も、現実の問題解決にあたっては方針選択

に際 して検討する必要がある。

Ex.無職 ノ定年退職 /自 宅で仕事 /夜間の仕事 ノ

スーツを着ている・着ていない /言動が粗暴か紳士的か 等

第3 名古屋地裁平成 24年 12月 13日 判決

1 判決の意義

集合住宅におけるベランダ喫煙が不法行為になることを認めた初の判決

である。

当該事案の結論としては、平成 23年 5月 以降の約 4か月半 (但 し、平日

の日中は、午前中のみ)についての慰謝料として、金 5万円を認めた。慰謝
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料の金額については、今後の裁判の課題であるが、ベランダ喫煙が不法行為

になることを初めて認めた注 目すべき判決 といえる。

判決文には他の事案にも応用できる規範的評価が示 されている。

2 事案の概要            う

同じマンション内において原告の居室の真下に居住する被告がベ ランダ

で喫煙 を継続 したことにより,原告のベランダ及び室内にタバコの煙が流

れ込み原告の体調を悪化 させ,原告が精神的肉体的損害を受けたとして,被

告に対 して不法行為に基づく損害賠償 を請求 した事案

3 判決文の抜粋

「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許 されるとい うものでは

なく、当該行為が、第二者に著 しい不利益を及ぼす場合には、制限が加 えら

れることがあるのはやむを得ない。」

「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも

悪影響を及ぼす恐れのあること、一般 にタバコの煙 を嫌 う者が多くいるこ

とは、いずれも公知の事実である。」

「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙

であつても、・ 00他の居住者に著 しい不利益を与えていることを知 りなが

ら、喫煙 を継続 し、何 らこれを防止す る措置をとらない場合には、喫煙が不

法行為を構成することがあり得るといえる。このことは、当該マンションの

使用規則がベランダでの喫煙を禁 じていない場合であっても同様である。」

「本件マンションの立地は,日 常的に窓を閉め切 り空調設備 を用いること

が望まれるような環境 とい うことはできず,原告が季節を問わず窓を開け

ていたことをもって,原告に落ち度があるとい うことはできない。」

「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると

主張する。しか し,ベランダでの喫煙 は・・第二者から容易に確認すること

ができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住 したことを

もって,原告が 自らタバ コの煙が上がってくるような場所を選んで居住 し

たものとい うことはできない。」「タバ コの煙を嫌 う原告が,居住先を選ぶ際

に十分な調査を怠ったとい うこともできない。したがって,後 から居住 した

ことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙 によるタバコの煙を受忍す

べきとい うことはできない。」

「原告は,タ バ コの煙について嫌悪感を有 し,重ねて被告にベランダでの

喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかか

わらず,ベランダでの喫煙を継続 したことにより,原告に精神的損害が生 じ



たことは容易に認められる。」

「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継

続する行為は、原告に対する不法行為になるものということができる。」

4 判決文の評価           `
(1)「公知の事実」

受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあること、一般にタバコの煙を

嫌 う者が多くいることは、いずれももはや「公知の事実」として、必ずしも

証明する必要はないとしている点は注目に値する。

(2)居室内の喫煙にも及び得る判決の射程

まず、用語の整理をしておく。

建物の区分所有等に関する法律 (以下「区分所有法」という。)において、

区分所有権の目的たる建物の部分、すなわち居室部分は、「専有部分」と呼

ばれる (区分所有法 2条 3項 )。

ベランダ・バルコニーは、通常、「共用部分」(区分所有法 2条 4項)で
あり、共有に属する (区分所有法 11条 1項 )。 その上で、規約や合意によ

り、各区分所有者に「専用使用権」 (物権というよりも債権的利用権と理解

される。)が設定されることが一般的である。     、

本判決は「ヤンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分にお

ける喫煙であっても」と判示しており、「専有部分」は居室内を、「これに接

続する専用使用部分」はベランダを意味する。

本判決は「マンションの専有部分・・における喫煙であつても、他の居住

者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれ

を防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあ

り得るといえる。」と判示しており、居室内での喫煙であっても場合によっ

ては制限されるべきことがあるとの判断を示したと解釈できる。

(3)使用細則の有無、及び、喫煙者の認識の有無

本判決は、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても」
ベランダでの喫煙が不法行為を構成する旨判示している。その要件として、
「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続

し、何らこれを防止する措置をとらない場合」としており、喫煙者の認識の

点を重視している。このことからすれば、ベランダでの喫煙がそのことのみ

をもって直ちに違法になるとしているわけではなく、喫煙者に対する改善

の申入れ等の後の喫煙継続について不法行為上の違法となるものと解 され

る。したがって、この問題に対する<対応方針 >と して、喫煙者に対して、

明確に申入れ等を行うこと、その証拠を残しておくことが重要といえる。
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他方、ベランダでの喫煙を禁 じる使用規則が存在す る場合は、他の居住者

に苦痛を与えていることを喫煙者が明確に認識 していなくても、使用規則

違反を理由として直ちに不法行為上の違法 といえるか、今後の事例及び判

例の集積を待ちたい。

(4)原告の落ち度の否定       `
本判決は、「原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落

ち度があるとい うことはできない。」 と明確に判示 している。

また、居住の先後関係についても、被告の主張を退け、「ベランダでの喫

煙は…第二者から容易に確認す ることができないから」との理由を示 して、

「後か ら居住 したことをもつて,原告が被告のベランダでの喫煙によるタ

バコの煙を受忍すべきとい うことはできない。」 と明確に判示 している。

第 4 違法性と受忍限度論

1 受忍限度論

生活妨害や公害をめぐる訴訟において、不法行為の違法性の有無を判断

するための基準として、受忍限度論が用いられることがある。

2 受動喫煙と受忍限度論

受動喫煙をめぐる過去の判決では,受動喫煙による急性影響を受忍限度

内などとしていたものがある

非喫煙者複数名が国鉄に対して列車の客室の半数以上を禁煙車にするこ

と及び損害賠償を求めた嫌煙権訴訟 東京地判 S62.3.27は 、「非喫煙者で

ある乗客が被告国鉄の管理する列車に乗車し、たばこの煙に曝露されて刺

激又は不快感を受けることがあっても、その害は、受忍限度の範囲を超える

ものではない」と判示して、請求を棄却した。

また、非喫煙者複数名が受動喫煙を理由にタバコ会社にタバコの製造販

売の差止め及び損害賠償を求めた煙草製造販売禁止訴訟 名古屋地判

H14.1.31は 、受動喫煙による健康被害等は,比較的軽微な急性影響や嫌悪

感や不1央感であって,未だ受忍限度の範囲のものである旨判示して、請求を

棄却した。

3 受忍限度論に対する批判

受動喫煙の問題において受忍限度論を採用することは、「非喫煙者の利益」

を「喫煙者の利益」(公益とは言えない私益にすぎない)よ りも一方的に劣

後させて,非喫煙者に「受忍せよ」すなわち「我慢しろ」という結論を押 し



響

付けることであり、到底妥当であるとはいえないとの批半Jが ある。

4 急性影響に関する損害賠償請求を認容した判決

近時の判決では、受忍限度論は採用せず、急性影響に関する損害賠償を肯

定する判決が蓄積しつつある。     `
(1)江戸川区職場受動喫煙訴訟

江戸川区職員が職場での受動喫煙を理由に30万円の慰謝料を江戸川区に

求めた裁判で東京地判 H16.7.12は 次のように判示した。
「・・・受動喫煙の慢性影響を指摘する多くの研究報告がなされている。こ

のような研究報告に対しては,・ ・ 0問題があることなどを指摘して,受動

喫煙の慢性影響がいまだ証明されていないとする研究報告が存在する。し

かしながら,そ のような批判にもかかわらず,なお多数の疫学研究が,受動

喫煙の慢性影響として肺がんのリスクの増加を指摘し,更 には,受動喫煙と

心臓疾患との関係や肺がん以外の呼吸器疾患との関係等についても指摘し

ていることからすれば,非喫煙者を継続的に受動喫煙下に置くことによっ

て,非喫煙者の肺がん等のリスクが増加することは否定できないものと考

えられる。」
「被告は,00・ 当該施設等の状況に応じ,一定の範囲において受動喫煙の

危険性から原告の生命及び健康を保護するよう配慮すべき義務を負ってい

たものというべきである。」
「原告は,・ ・S課長に対し、原告について血たん、咽頭痛、頭痛等の受動

喫煙による急性障害が疑われること、・・非喫煙環境下での就業が望まれる

ことなどが記載された・・診断書を示し,何 とかしてほしいと申し出たとい

うのであり,0・ ・被告としては,・ ・診断書に記載された医師の指摘を踏ま

えた上で,受動喫煙による急性障害が疑われる原告を受動喫煙環境下に置

くことによりその健康状態の悪化を招くことがないよう,原告の席の後方

二,三メー トルの位置に設置されていた喫煙場所を撤去するなどして原告

の席を喫煙場所から遠ざけるとともに,自 席での禁煙を更に徹底させるな

ど,速やかに必要な措置を講ずるべきであったにもかかわらず,00特段の

措置を講ずることなく,こ れを放置していたのであるから,被告は,原告の

生命及び健康を受動喫煙の危険性から保護するよう配慮すべき義務に違反

したものといわざるを得ない。」
「被告は,受動喫煙による急性障害が疑われる原告を受動喫煙環境下に置く

ことによりその健康状態の悪化を招くことがないよう速やかに必要な措置

を講ずるべきであったにもかかわらず,同年 4月 1日 に原告をその希望に

沿つて異動させるまでの間,特段の措置を講ずることなく,これを放置し,



その間,原告において眼の痛み,の どの痛み,頭痛等が継続 していた とい う

のであり,かかる義務違反の態様に加え,これにより原告の被った精神的肉

体的苦痛の内容 ,程度,期間等本件に顕れた諸般の事情にかんがみれば,原

告に対する慰謝料の金額 としては 5万円をもつて相当と認める。」

このように本判決では、受動喫煙 によ輸急性影響の損害賠償を肯定 して

いる。

(2)前記 名古屋ベランダ受動喫煙訴訟

前述のとお り、名古屋地判 H24.12.13も 、受動喫煙による精神的損害を

肯定 した。

なお、同判決中には、慰謝料の金額算定の考慮において、「互いの住居が

近接 しているマンションに居住 しているとい う特殊性から,そ もそも,原告

においても,近隣のタバコの煙が流入す ることについて,あ る程度は受忍す

べき」との文言もあるが、これは、請求棄却の理由としての受忍限度論を用

いているわけではない。

受動喫煙を巡 る訴訟における金銭請求の高額化

公表 された和解事案 も含めると、その後、職場の受動喫煙 を巡る損害賠償

額等は高額化 している。               .
札幌簡裁調停事件 (H18.10。 19調停成立)では,100万 円の慰謝料請求の

調停申立について,金 80万円の調停が成立 した。

札幌地裁滝川支部事件 (H21.3.4和 解成立)では,化学物質過敏症の後遺

障害等を理由とした 2300万円の請求の訴訟について,700万円の和解 が成

立 した。

神奈川県警内上司による違反喫煙 横浜地裁事件 (H23.1.26和 解成立 )

では,庁舎内禁煙の県の方針に違反する喫煙を継続 した職員個人に対する

不法行為訴訟で,50万円の慰謝料の支払いを内容 とする和解が成立 した。

試用期間 本採用拒否無効事件 東京地判 H24.8.23で は、受動喫煙状況

の改善を申し入れた労働者を試用期間中に本採用拒否 輌牢雇)した事案につ

いて、本件解約権行使は権利を濫用 したものとして無効であると判示 して、

就労拒絶期間中の賃金 (給与)及び遅延損害金 として金 475万 円の支払い

を命 じた。

第 5 故意・過失

前述のとお り、名古屋地判 H24.12.13の判断は、不法行為のメル クマー

ル として、「他の居住者に著 しい不利益を与えていることを知 りなが ら、喫

10



煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合」と判示して、喫煙者

の認識の点を重視している。

このことからすれば、マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じ

ていない場合は特に、喫煙者に対して明確に申入れ等を行うこと、その証拠

を残 しておくことが重要といえる。   ・
また、苦情の申し入れの内容や回数、被害者と加害者との間の交渉経緯も、

重要であると考えられる。

第6 紛争処理の方針

1 解決に向けた方針

(1)協調型 禁煙の勧め

そもそも加害喫煙者が、喫煙をやめて禁煙・卒煙すれば、この問題は根

本的な解決を図ることができる。しかしながら、実際には、タバコ (ニ コ

チン)には依存性があるため、禁煙することは困難を伴 うことが多い。

独力で禁煙を試みるよりも、医療機関で禁煙治療 (投薬及びカウンセリ

ングを内容とする)を受診する方が、禁煙の成功率が高いとされる。禁煙

治療の受診を加害喫煙者に勧めることも、検討すべき方針である。

なるべく感情的な対立を避けて喫煙者と対話することや、場合によっ

ては喫煙者の家族 (ベ ランダでの喫煙は、同居家族の受動喫煙を減らすた

めに行っている場合も多い。)の協力を得て、加害喫煙者に禁煙治療の受

診を勧めることが功を奏する場合もある。

(2)協調型 喫煙態様の取り決め

カロ害喫煙者が、いまだ禁煙・卒煙する意思までは無いが、非喫煙者にあ

る程度配慮する意思がある場合には、双方の歩み寄りにより、喫煙態様に

ついての取り決めを行 うことで、受動喫煙を低減できる場合がある。

この場合、被害者側から具体的な提案を出した方が、話が進み易い。単

に、抽象的に「西己慮を求める」などの要望では、加害喫煙者の具体的な行

動の変更を期待しにくい。被害者側において、マンションの構造、居室の

位置関係、双方の生活時間帯等も踏まえた上で、どのような喫煙態様であ

れば、受動喫煙が低減できるか、これを許容し得るか、考えられる方策を

検討 して整理するとよい。

Ex.0ベランダでの喫煙はやめてもらいたい。自室内での喫煙の方が

まだ許容できる。自室内喫煙の際には、窓を閉め切つて、換気扇

を止めてもらいたい。あるいは、換気扇を稼働させて特定の方向

に排気してもらいたい。
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・ベランダでの喫煙はやめてもらいたい。自室内喫煙の際には、

特定の部屋で特定の窓のみを開けて特定の方向に向けて排気し

てもらいたい。

・自室内換気扇下での喫煙はやめてもらいたい。ベランダ内の特

定の場所で特定の方向に向からての喫煙ならまだ許容できる。

・喫煙者側の換気扇に排気用のダクトを設置してもらいたい。そ

の費用は、どちら側の負担とする。

・ベランダや自室での喫煙はやめてもらいたい。喫煙する際には、

マンションの屋外に出てもらいたい
。土日や休 日はベランダ喫煙 しないでもらいたい
0何時から何時までの時間帯はベランダ喫煙しないでもらいたい

等

(3)闘争型

上記方法では協力や改善が得られない場合には、加害喫煙者に対して、

被害者の権利主張を行い、法的対応を行わざるを得ない。

もっとも、感情的な対立を発生 0増大させ、被害が硬直化したり、エス

カレー トしたりする場合も考えられるので、慎重に方針を検討すべきで

ある。

2 請求・要望の内容

(1)回避措置に関する費用の請求

自助的な回避措置に関する費用を、後に請求する。

Ex.隙間風防止テープ、仕切壁の延長・増設、業務用扇風機、排煙

装置、給気ダク ト、衣服等のクリーニング代、空気清浄機 等

なお、空気清浄機については、粒子相には効果があるが、ガス相には効

果がなく、タバコ煙の主要な有害物質の 9割が素通 りとなり、あま り効果

はない との指摘もあるが、有害物質及び臭気の感知や被害の軽減に多少

は意味があるとの考えもある。

(2)慰謝料等の損害賠償請求

前述のとお り、名古屋地判 H24.12.13は、約 4か月半 (但 し、平 日の

日中は、午前中のみ)の受動喫煙の慰謝料 として金 5万円を認 めた。

職場における受動喫煙の慰謝料を初めて認容 した東京地判 H16.7。 12も

5万円の慰謝料の認容であったが、その後の裁判では損害賠償請求額が

高額化 している。

ベランダ等からの受動喫煙に関しても、今後、損害賠償請求が高額化す

る可能性があると考えられる。

%
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(3)引越費用の請求

居住空間における継続的な受動喫煙被害から逃れるために、引越をせ

ざるを得なかった場合には、引越費用の請求を検討する。もつとも、引越

してしまうと、証拠の収集が困難となるから、引越前に証拠を収集保存し

ておく必要がある。また、引越す以外に他の回避手段がなかったのか、因

果関係も問題となり得る。

(4)差止

司法的な救済において、差止のハー ドルは損害賠償請求よりも高い。も

っとも、通常、弁護士が介入して内容証明郵便による通知を送ったり、損

害賠償請求等の訴訟・調停を提起したりすることで、事実上、カロ害喫煙者

が喫煙を中止することもしばしばあり、こうした方法による抑止力が期

待できる場合もある。

3 交渉及び請求の相手方

(1)加害喫煙者及びその同居人

喫煙しているカロ害者に対し、通知、要望、協議、交渉、損害賠償請求等

を検討する。

まずは対立姿勢にならないよう、丁重なお願いベー不から始めるのが

よいと思われる。協調的な対話がもてるかどうかを、まず模索する。

前述のとおり、ベランダ喫煙を禁じる使用規則が存在しない場合は、他

の居住者に不利益を与えていることを喫煙者が認識していることが、そ

の責任を問う上での前提と考えられるので、これを認識させる通知・要望

が、まず重要である。書面のみがよいのか、会って直接話すのがよいのか

は、相手の性格や事案にもよるが、いずれにしても書面は必ず併用し、ま

た証拠を残しておくべきである。

(2)マ ンションの管理人、管理組合、管理会社

中には居住者間の トラブルには立ち会わない方針を定めている管理人

や管理会社も一部にはあるが、他方で、積極的にトラブルの解決に尽力し

てもらえる場合もある。

喫煙者の居室が当初特定できなかった事例で、管理人又は管理会社が

主体となって各居室を訪問し、ベランダ喫煙の有無を質問し、ベランダ喫

煙によって苦痛を被っている住人がいる旨を伝えて改善を求めたところ、

喫煙者が特定できるとともに、ベランダ喫煙が行われなくなり、解決に至

つた例がある。管理人、管理組合、又は管理会社の協力が得られる場合に

は、喫煙者の居室の特定、及び、改善の要望に関して、功を奏する場合が

ある。
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また、被害者と加害喫煙者が直接話し合いをする場合に、管理人、管理

組合、又は管理会社が、これに同席して立ち会 うことによって、冷静な話

し合いや、粗暴な行動の抑止に有益な場合もある。

(3)賃貸人

加害喫煙者が、賃借人である場合には、貸主たる大家に協力を求めるこ

とも考えられる。

受動喫煙防止に理解があり、自己の所有する居室の居住者が他者危害

をしていることをよしとしない貸主である場合には、受動喫煙防止のた

めの排気設備設置の協力を得られたり、当該賃借人との賃貸借契約更新

の際に他者危害性のある喫煙を禁止する条件を付加 してもらえたり、新

規の賃借人募集の際に喫煙者を入居させない旨約束してもらえたりする

場合もある。

5 紛争処理のための手続き・関係機関

(1)当事者同士の手紙又は話し合い

当事者が直接の手紙又は話し合いをする場合には、感情的な対立がよ

り先鋭化しないように注意する必要があると思われる。協調的な対話に

よつて早期の円満解決が図れる場合もあるので、そうした機会を失うよ

うな感情的対立を招くことは得策とはいえない。まずは対立姿勢になら

ないよう、丁重なお願いベースから始め、協調的な対話がもてるかどうか

を模索するのがよいと思われる。

他方、加害喫煙者の属性や風貌等から、粗暴的な対応が返ってくるおそ

れがあると予想され、被害者側が直接の対応をとることに萎縮 している

場合もある。そのような場合は、無理に直接の対応を行わずに、第二者を

介した対応を行い、場合によっては、被害者名を匿名とし、被害者居室番

号をふせて、加害喫煙者に通知や要望を行うことも考えられる。

(2)弁護士が介入しての通知又は話し合い

弁護士が内容証明等の通知を発することで、改善がなされ、解決する事

案もしばしばある。

他方、弁護士が介入しても、改善しない場合や、逆に、感情的な対立が

エスカレー トする場合も考えられ得るので、相手方に関する情報をもと

に、相談者にその当否をよく考えて決めて頂く必要がある:

(3)市町区村の窓口、地方議会議員など

市長区村の窓口に苦情を申し立てると、訪問や電話による指導が得ら

れる場合がある。住民相談窓口、近隣トラブル相談窓口、困りごと相談室、

,生活課、環境課、健康推進課・健康増進課など、対応窓口は市長区村によ

14
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つて区々である。第二者が当事者の話し合いに立ち会うことによって、冷

静な話し合いや、粗暴な行動の抑止のために有益なことがある。

(O警察

隣家同士の対立がエスカレー トして犯罪行為に至るような場合も考え

られるので、警察に相談し、訪間を要請する場合もある。警察が介入する

ことで、犯罪行為の抑止につながることも考えられる。加害喫煙者に、粗

暴な傾向があると考えられるような場合は、警察への相談を活用する。

警察官の訪問や、警察官による喫煙者への注意によって、事実上、受動

喫煙被害が無くなる場合もある。

(5)公害等調整委員会

(6)簡易裁判所の調停

受動喫煙防止に理解のある調停委員もいれば、理解の乏しい調停委員

もあり、個々の調停委員によって、対応は温度差もあると考えらえる。中

には、積極的に受動喫煙防止のために、加害喫煙者を説得してくれる調停

委員もある。

民事訴訟では、基本的に損害賠償請求しかできないが、調停であれば、

作為義務や不作為義務等も設定することができ、有益な解決方法となり

得る。

(7)弁護士会の紛争解決センター

調停に類する別の方法として弁護士会の紛争解決センターがある。弁

護士会によっては、仲裁センター、示談あっせんセンターなど名称が異な

るが、弁護士会による紛争解決機関である。

(8)地方裁判所等への提訴

通常の訴訟として訴えを提起する方法である。慰謝料を認めた名古屋

地半J H24.12.13の内容は前述のとおり。

また、提訴することによって、事実上、加害喫煙者が喫煙を中止すると

いう抑止力が期待できる場合もある。

一^
一一一一一一一^
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巻末参考資料

・相談シー トを巻末に添付

http://www015。 upp.so‐net.ne.ip/k4227419/neighborform.xls

●

O<日 本禁煙学会 受動喫煙症診断基準>巻末資料参照
‐     httI塾 亜 壼 堕 国 堅 璽 上 ∝ 五 ユ 丞 狙 墨 市 e dX.html

・弁護士から送付する内容証明の雛形を巻末に添付

・内閣府 日本学術会議 要望「脱タバコ社会の実現に向けて」2008.3.4

髪l    http7/WWw.sci.go.iptta/inb/kohvoわ d″kohvo‐ 20‐ t51‐ 4.pdf

・アメリカ合衆国公衆衛生総監報告            の概要

世界保健機関 (WHO)「受動喫煙防止のための政策勧告」 の概要

たばこ規制枠組条約第 8条ガイ ドライン          の概要

http:ノ/www015.upp.so‐ net.ne.]p/k4227419/2006s鋼 2007who.pdf

を本執筆内容にあわせて強調する′点を修正する      、

・「新版 喫煙 と健康」の一部

・屋外における受動喫煙防止に関する日本禁煙学会の見解 と提言

http://www.nosmoke55.ip/action/0603okugai.pdf

了     ・厚生労働省 「受動喫煙防止対策について」H25。 2.■2厚労省健康局がん対策・

健康増進課長事務連絡

http://www.mhlw.go.ip/seisakunitsuite/bunva/kenkou irvou/kenkou/tobacco/

d1/renraku‐ 130227.pdf

以 上
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