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事件概要 
集合住宅内の騒音によりノイローゼ状態になったことで損害

賠償請求が認められた事件 

事件分類 妨害排除等本訴請求事件、妨害排除等反訴請求事件、損害賠償請求事件 

判決日付 平成１４年１２月１９日 

 

主   文 

 

  １ 原告の第１事件請求をいずれも棄却する。 

  ２ 原告及び第３事件被告は，被告Ｙ１に対し，連帯して金３０万円及びこれに対す 

る平成１３年９月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

  ３ 被告Ｙ１のその余の第２事件請求及び第３事件請求をいずれも棄却する。 

  ４ 訴訟費用は，第１ないし第３事件を通じてこれを６分し，その５を原告及び第３ 

事件被告の負担とし，その余を被告Ｙ１の負担とする。 

  ５ この判決は，第２項に限り，仮に執行することができる。 

 

事実及び理由 

 

第１ 請求 

 １ 第１事件 

 （１）被告Ｙ１は，原告の住居に４０ホン以上の騒音を侵入させてはならない。 

 （２）被告Ｙ１は，原告に対し，３００万円を支払え。 

 ２ 第２事件 

   原告は，被告Ｙ１に対し，３００万円及びこれに対する平成１３年９月８日（第２ 

事件反訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ３ 第３事件 

   第３事件被告は，被告Ｙ１に対し，３００万円及びこれに対する平成１３年９月８ 

日（第３事件訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

 １（１）第１事件 

    原告は，被告Ｙ１が居室で騒音を発生させ（以下「本件騒音問題」という。）， 

この騒音によって原告及び第３事件被告Ｘ１（以下「被告Ｘ１」といい，原告及び被告Ｘ 

１を一括して「原告ら」という。）の生活の平穏が害されているとして，被告Ｙ１に対し， 

不法行為に基づき，騒音の差し止めを求めるとともに，３００万円の損害賠償金の支払い 
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を求めた事案である。 

 （２）第２事件及び第３事件 

    被告Ｙ１は，原告らが，本件騒音問題について，根拠もなく被告Ｙ１をその発生 

源であると決めつけ，被告Ｙ１の人格権を侵害する行為をしたとして，不法行為に基づき， 

原告らに対し，各３００万円の損害賠償金の支払いを求めた事案である。 

 ２ 争いのない事実等（証拠により容易に認定できる事実については，末尾に証拠を記 

載した。） 

 （１）原告らは，夫婦であり，大田区内の都営住宅（以下「本件住宅という」。）１１ 

階６号室（以下「原告居室」という。）に夫婦二人で居住している。 

 （２）被告Ｙ１は，原告居室の階上である１２階６号室（以下「被告居室」という。） 

に居住している。被告Ｙ１は，従前，同人の母と被告居室に同居していたが，平成７年８ 

月に母が死亡してからは，一人で居住している。 

 （３）原告居室及び被告居室とも，４・５畳，６畳の部屋と６畳の台所，浴室，トイレ， 

ベランダという同じ構造である。 

 （４）東京都住宅供給公社（以下「住宅公社」という。）は，平成８年３月１８日，原 

告居室及び被告居室の双方について，台所及び浴室の排水立管の取替え及び排水管の反響 

音を押さえるための保温材付設工事を実施した（以下「第１回工事」という。乙第１，第 

２号証）。 

 （５）第１回工事が実施された後も，原告らは，被告Ｙ１に対し，本件騒音問題に関し 

て，平成９年１０月２０日付けの通知書と題する書面，同年１２月１１日付けの勧告書と 

題する書面及び平成１０年２月１２日付けの警告書と題する書面を内容証明郵便で送付し 

た（以下，一括して「本件内容証明郵便」という。甲第１号証の１ないし３）。 

 （６）原告らは，平成１１年１月９日，被告居室の玄関ドア表側に，被告Ｙ１に無断で 

「要注意 １２Ｆ６号 Ｙ１さんは３６５日音を出しているけど 暮に病人がいるので静 

かにしてほしいと言ってもより大きな音を出して，正月３が日もやめてほしいと言ってい 

るにもかかわらず人が寝れないような音を出しているのは悪意としか取れません，どう言 

う事か説明をして下さい 一度話し合いにくるようにお願いしたいです。」との記載のあ 

る貼紙（以下「本件貼紙」という。）をした（甲第７，第１１号証）。 

 （７）平成１２年４月１９日，原告居室で，住宅公社職員が立ち会い，原告らと被告Ｙ 

１との間で，本件騒音問題についての話合いの機会がもたれた。しかし，本件騒音問題に 

ついて全く身に覚えがないことと主張する被告Ｙ１に対し，原告らは，同人を「嘘つき」 

と批判するなど，両者の話し合いは平行線のまま終了した。 

 （８）住宅公社は，平成１２年６月２６日，原告居室及び被告居室の双方について，既 

設の床材及び床下給排水管を撤去し，防音効果のある床材と新規の床下配管に取替え，支 

持バンドで固定する工事を実施した（以下「第２回工事」といい，第１回工事と一括して 

「本件各工事」という。甲第３号証）。 

http://www.skklab.com/


日本騒音調査/騒音関連裁判・判例   

 http:/www.skklab.com/  3 

 （９）原告は，被告Ｙ１を相手方として，平成１２年１１月１３日，東京簡易裁判所に， 

騒音差止と慰謝料の支払いを求める調停を申し立て，一方，被告Ｙ１は，原告らを相手方 

として，平成１３年４月２３日ころ，債務不存在確認と慰謝料の支払いを求める調停を申 

し立てた（以下，一括して「本件各調停」という。）が，同年５月３０日，本件各調停は 

不調となった（甲第８号証）。 

 ３ 争点 

 （１）第１事件 

   ア 騒音発生の有無及び原因 

   イ 損害額 

 （２）第２事件及び第３事件 

   ア 人格権侵害の有無 

   イ 損害額 

 ４ 争点についての当事者の主張 

 （１）争点（１）ア（第１事件 騒音発生の有無及び原因）について 

   ア 原告の主張 

   （ア）平成元年ころから，夜間，被告居室から「コツン，コツン」という耳障りな 

音が原告居室に聞こえるようになり，平成８年ころからは，その騒音が一層ひどくなると 

ともに，夜通し続くようになり，原告は安眠を妨げられるようになった。 

   （イ）原告は，被告Ｙ１に騒音を出さないよう注意する一方，大田区環境保全課に 

相談したところ，２４時間録音可能な機器を使用して騒音を録音するよう指示された。こ 

の録音機による被告居室からの録音結果を大田区が分析したところ，何かの工具の音と考 

えられるとの結論に達した。 

   （ウ）原告は，被告Ｙ１に対し，本件騒音問題について，再三にわたり口頭や本件 

内容証明郵便で注意したが，被告Ｙ１は，これを全く無視したのみならず，その後は，騒 

音が収まるどころか，従来からの騒音に加え，物が落下するようなガタガタという音や， 

「トン，トン」と物を叩くような音まで出始めた。被告Ｙ１は，被告居室において，内職 

をしており，その作業による騒音と推測される。 

   （エ）原告は，本件住宅の自治会長に対し，本件騒音問題を自治会で取り上げるよ 

う要望したが，拒否されたので，やむなく，本件貼紙により被告Ｙ１に対して話合いを求 

めたが，これも無視された。 

   （オ）原告は，大田区の仲介で，平成１２年４月１９日，原告居室で被告Ｙ１と話 

合いの機会をもち，第２回工事も実施されたが，状況は全く変わらず，本件騒音問題は解 

決していない。なお，同年７月３日には，渋谷区に騒音の苦情を申し立てたところ，同月 

４日，担当者２名が，原告居室を訪れ，被告居室からの騒音を確認した。 

   （カ）原告らは，被告居室からの騒音のため長期にわたり安眠を妨げられ，被告Ｘ 

１は，不眠によるストレスから持病の慢性気管支炎，狭心症が悪化しており，本件騒音問 
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題により，原告らの平穏な生活は著しく侵害されている。 

   イ 被告Ｙ１の主張 

   （ア）被告Ｙ１は，平成３年ころ，本件住宅の自治会役員を通じて，本件騒音問題 

についての原告らの苦情を耳にしたことはあるが，これまで原告が主張するような騒音を 

発生させたことはない。 

   （イ）平成８年１月ころ，被告Ｙ１が，被告居室で，隣人と歓談していたところに， 

原告らが突然来訪し，「何をしているか。」と詰問したことがあり，その際，被告Ｙ１は， 

「何もしていない。ただお茶を飲んで話しているだけであり，見て下さい。」と言うと， 

原告らは，特に部屋の中を確認もせずに帰ったことがあった。 

   （ウ）原告からの本件騒音問題についての相談を受けて，平成８年３月ころ，大田 

区環境保全課及び住宅公社の職員が実施した原告居室及び被告居室の検査の結果，住宅公 

社の担当者は，原告にも確認させたうえで，音の原因は配管から出ている滴であると判断 

し，第１回工事が実施された。 

   （エ）本件各調停の係属中である平成１３年２月１４日に実施された住宅公社職員 

による被告居室の調査の際，原告も，被告居室に内職のための機械等が存在しないことを 

確認した。 

   （オ）被告Ｙ１が，原告らの安眠を妨害するような騒音を発しているという客観的 

証拠はなく，むしろ，これに反する事実があるにもかかわらず，原告らは，被告Ｙ１が騒 

音を出していると一方的に決めつけているだけである。 

 （２）争点（１）イ（第１事件 損害額） 

   ア 原告の主張 

     前記（１）ア（カ）で主張したとおり，原告らは，本件騒音問題により平穏な 

生活が著しく侵害されているところ，東京都公害防止条例によれば，夜間住宅地では４０ 

ホン以上の騒音を出してはならないと定められているから，被告Ｙ１に対し，４０ホン以 

上の騒音を侵入させないことを求めるとともに，これまでの精神的苦痛を慰謝するため少 

なくとも３００万円の損害賠償金の支払いが相当である。 

   イ 被告Ｙ１の主張 

     原告の主張は争う。 

 （３）争点（２）ア（第２及び第３事件 人格権侵害の有無）について 

   ア 被告Ｙ１の主張 

   （ア）平成８年ころから，原告らは，原告居室のベランダ側の窓から外に向かって 

大声で，本件騒音問題について，被告Ｙ１を誹謗中傷する発言を連日のように繰り返した。 

この怒声は，被告居室にはもちろん，本件住宅の玄関や道路にも届き，通行人が何事かと 

振り返るほどであった。 

   （イ）第１回工事が実施された後も，原告らは，「内職をして騒音を出している。」 

と決めつけ，被告Ｙ１に対して，騒音を出さないよう要求し，やめなければ法的手段をと 
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るという趣旨の本件内容証明郵便を送りつけた。 

   （ウ）平成１１年１月９日，原告らは，被告居室の玄関ドア表側に，被告Ｙ１に無 

断で本件貼紙をした。驚愕した被告Ｙ１は，警察に通報し，警察官を通じて，原告らに対 

し，今後このようなことがないよう注意してもらった。 

   （エ）本件騒音問題についての原告らの主張には，客観的な証拠がなく，独善的な 

ものであったが，被告Ｙ１は，この苦情に対処するため，話合いや立入り検査，本件各工 

事に応じ，本件各調停にも出席した。また，被告Ｙ１は，原告らの主張する音の特定のた 

め，被告の隣人に自室の鍵を預け，原告らに対し，もし音がした場合には，直ちにこの隣 

人の立会の下，自室に立ち入っても良いという提案をしたが，原告らはこの提案を受け入 

れようとはしなかった。また，原告らは，被告Ｙ１の隣人から苦情などが出されていない 

こと，被告Ｙ１は清掃の仕事に従事しており，自室で内職などの仕事をしていないこと， 

被告Ｙ１が原告らの主張する騒音を発生させるような機械や工具などを被告居室内に所有 

していないことなどについては，全く目を向けようとしなかった。さらに，被告居室から 

の騒音の録音であるとする録音テープを原告らから聞かされた住民が，この程度は生活音 

であり，受忍限度内であるとの意見を受けながら，これにも全く耳を貸そうとはしなかっ 

た。 

   （オ）本件騒音問題についての原因が被告Ｙ１にあるという客観的な証拠はなく， 

むしろ，これに反する事実があるにもかかわらず，原告らは，被告Ｙ１が騒音の発生源で 

あると一方的に決めつけて，被告居室に怒鳴り込むようにして突然来訪したり，被告Ｙ１ 

を中傷する本件貼紙をし，また，連日のように自宅から外に向かって，被告Ｙ１を誹謗中 

傷する発言を繰り返した。原告らの行為は，騒音に対する正当な苦情の申立てという範囲 

を超え，被告Ｙ１に対する嫌がらせであり，その手段としても著しく相当性を欠く違法な 

ものであり，被告Ｙ１の人格権を侵害し，名誉を毀損する不法行為に該当し，これによっ 

て，被告Ｙ１が受けた損害を賠償すべき責任がある。 

   イ 原告らの主張 

   （ア）原告らは，本件騒音問題により平穏な生活を著しく侵害されているのであり， 

原告らに違法はない。 

   （イ）原告らは，本件住宅の自治会長に対し，本件騒音問題を自治会で取り上げる 

よう要望したが，これを拒否されたので，やむなく，本件貼紙により被告Ｙ１に話合いを 

求めたにすぎず，また，被告Ｙ１は，この申入れも全く無視した。 

   （ウ）原告らのその余の主張は，前記（１）及び（２）の各アのとおりであり，原 

告らの方が被害者であり，被告Ｙ１の主張はすべて争う。 

      原告らは，再三にわたり，被告Ｙ１に口頭で注意したことはあるが，怒鳴り 

散らすようなことはしていない。 

 （４）争点（２）イ（第２及び第３事件 損害額）について 

   ア 被告Ｙ１の主張 
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     本件騒音問題に関する原告らの行為によって，被告Ｙ１は多大なる精神的苦痛 

を被った。すなわち，被告Ｙ１は騒音について全く心当たりがなく，なすすべがない状況 

で，原告らが一方的に被告Ｙ１が騒音を出していると決めつけ，連日のように被告Ｙ１を 

誹謗中傷したこと，数回にわたり被告居室の立入検査や本件各工事が実施されたこと，テ 

レビを見るのにもイヤホンをしたり，洗濯時間に配慮するなど日常生活でも神経質になら 

ざるを得なかったこと，このような状態が約５年間続き，半ばノイローゼ状態となり，自 

室で安眠できなくなり，親族や知人方，ビジネスホテルなどに宿泊せざるを得なくなった 

こと，安眠のために精神安定剤を服用せざるを得なくなったことなどの諸事情に照らせば， 

被告Ｙ１の精神的苦痛を慰謝するには，少なくとも３００万円の損害賠償金の支払いが相 

当である。 

   イ 原告らの主張 

     原告らの主張は，前記（１）及び（２）の各ア，（３）イのとおりであり，原 

告らの方が被害者であり，被告Ｙ１の主張はすべて争う。 

第３ 争点に対する判断 

 １ 争点（１）ア（第１事件 騒音発生の有無及び原因）について 

   証拠（甲第３，第１０，第３６号証，乙第１ないし第３号証，第７号証の１ないし 

２０，第８号証の１ないし９，第９号証の１ないし４，第１０，第１２，第１３号証）及 

び弁論の全趣旨によれば，大田区環境保全課公害指導係のＡ（以下「Ａ」という。）は， 

平成８年ころから，原告から本件騒音問題について相談を受け，５，６回，原告居室を訪 

れたが，いずれの機会にも原告が指摘するような被告居室からの騒音を耳にしたことはな 

かったこと，高性能の録音機を使用して録音したテープにも，原告が指摘するような騒音 

は録音されていなかったこと，録音した音を即時に測定，データ化して記録する特殊な機 

械を使用した測定結果でも，特に問題となるような音は記録されていなかったこと，平成 

８年３月７日ころ，大田区と住宅公社の職員７，８名が原告居室及び被告居室を実地調査 

した結果，原告が指摘する騒音は排水管を流れる排水の音ではないかという判断になり， 

第１回工事が実施されたこと，第２回工事では遮音性を高くする床工事が実施されたこと， 

被告Ｙ１は，清掃スタッフとして清掃の仕事に従事しており，被告居室で内職をしたこと 

はなく，機械や工具類も自室にないこと，被告居室の隣である１２階５号室のＢ（以下 

「Ｂ」という。）方には，原告の主張するような被告居室からの騒音は聞こえたことがな 

いこと，本件住宅の他の住民からも，原告の主張するような騒音に関する苦情は被告Ｙ１ 

に出されていないことが認められる。 

   原告は，被告居室において被告Ｙ１が騒音を出していると主張するが，この主張に 

沿う甲第２号証の１，２，第１４ないし第１６号証，第２１ないし第２６号証，第３０な 

いし第３５号証は，いずれも前掲各証拠に照らし，原告の主張を認めるに足りるものとは 

いうことが採用できず，他に原告の主張を認めるに足りる証拠はなく，前記認定の事実に 

加え，前記第２の２の争いのない事実等の各事実を合わせ考えると，被告居室において被 
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告Ｙ１が騒音を出しているとの原告の主張事実を認めることはできないから，原告の第１ 

事件請求はその余の点について判断するまでもなく理由がないものというべきである。 

 ２ 争点（２）ア（第２及び第３事件 人格権侵害の有無）について 

   証拠（甲第３，第７，第１０，第１１号証，乙第３号証，第４号証の１，２，第５ 

号証の１，２，第１０号証，第１１号証の１ないし４，第１３号証）及び弁論の全趣旨に 

よれば，原告らは，平成８年ころから，自室のベランダ側の窓を開け，外に向かって大声 

で，「１２階６号のＹ１さん，何をやっているんですか。毎晩毎晩うるさいですよ。静か 

にして下さい。」などと被告Ｙ１の名を挙げ，同人があたかも騒音源であるかのような発 

言を連日のように繰り返したこと，原告らの声は，本件住宅の玄関や道路にも届くほどの 

大きさであったこと，第１回工事が実施された後も，原告らは，被告Ｙ１が騒音源である 

と決めつけて，騒音を出さないよう要求し，本件内容証明郵便を送りつけたこと，平成１ 

１年１月９日，原告らは，被告居室の玄関ドア表側に，本件貼紙をしたこと，被告Ｙ１は， 

この苦情に対処するため，話合いや立入り検査，本件各工事に応じ，本件各調停にも出席 

したこと，被告Ｙ１は，Ｂに自室の鍵を預け，原告らに対し，騒音がしたときは，Ｂの立 

ち会いで被告居室に立ち入っても良いと提案したが，原告らはこれも受け入れようとはし 

なかったことが認められ，この認定に反する甲第２号証の１，２，第１４ないし第１６号 

証，第２１，第２２号証，第３１ないし第３５号証は容易に採用できず，他にこの認定を 

覆すに足りる証拠はない。 

   被告居室において被告Ｙ１が騒音を出しているとの原告の主張が認められないこと 

は前記第３の１で認定判断したとおりであり，前記第２の２の争いのない事実等及び前記 

第３の１で認定した事実を合わせ考えると，原告らの本件騒音問題に関する被告Ｙ１に対 

する各行為は，騒音に対する正当な苦情の申立てという範囲を超え，その手段方法とも著 

しく相当性を欠く違法なものであり，被告Ｙ１の人格権を侵害し，名誉を毀損するものと 

いうべきである。原告らは，被告Ｙ１から本件騒音問題による被害を受けていると信じ込 

み，また，体調不良の状態が悪化していることは窺えるものの，これらの事情を考慮した 

としても，原告らの本件騒音問題への対処方法は，被告Ｙ１の言い分を全く顧慮しないあ 

まりにも一方的な言いがかりともいうべきものであって，被告Ｙ１に対する不法行為に該 

当するというのが相当であり，これにより被告Ｙ１が受けた損害を連帯して賠償すべき責 

任があるというべきである。 

 ３ 争点（２）イ（第２及び第３事件 損害額）について 

   証拠（甲第９号証，乙第１３ないし第１５号証，第１６号証の１，２）及び弁論の 

全趣旨によれば，被告Ｙ１は，テレビを見るのにもイヤホンを使用し，掃除や洗濯の時間 

にも配慮するなど神経質な日常生活を送らざるを得なかったこと，このような状態が約５ 

年間続いたため，精神的に追いつめられ，半ばノイローゼ状態となり，自室で安眠できな 

くなり，親族や知人方，ビジネスホテルなどに宿泊せざるを得なくなったり，精神安定剤 

であるレンドルミンを常用するようになったことが認められ，他にこの認定を覆すに足り 
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る証拠はない。この事実に，前記第２の２の争いのない事実等，第３の１及び２において 

既に認定した各事実を総合考慮すると，原告らの不法行為による被告Ｙ１の精神的苦痛を 

慰謝するには，原告らに対して，連帯して３０万円の支払いを命ずるのが相当というべき 

である。 

 ４ 以上によれば，原告の第１事件請求は，理由がないからいずれも棄却し，被告Ｙ１ 

の原告に対する第２事件請求（反訴請求）及び被告Ｘ１に対する第３事件請求は，原告ら 

に対して，本件不法行為による損害賠償金３０万円及びこれに対する本件不法行為の後で 

ある平成１３年９月８日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支 

払を求める限度で理由があるからこれを認容し，その余は理由がないからいずれも棄却す 

ることとし，主文のとおり判決する。 

    東京地方裁判所民事第５０部 

             裁判官 奥 田 隆 文 
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