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被告作田の不法行為についての再整理

本書面では、被告作田が被告 A｀ ,ら のために診断書を作成交付した行為及びその

後の別件訴訟に関連して行った行為のそれぞれについて、不法行為が成立すること

を改めて整理 して主張する。原告らは本書面の主張をもって従前の被告作田に対す

る請求の請求原因を整理し補充するものである。

1 被告の不法行為

原告らが被告作田の不法行為と主張しているのは、以下の行為である。

(1)不法行為①の 1:被告作田が 2017(平成 29)年 4月 12日 、被告A噸卜 に

対 して、原告将登の煙草が原因であることを断定する内容を合む被告 Aネ |

の受動喫煙症の診断書 (甲 7)を作成交付して、被告 ハ :ら をして前記の診

断書を不特定多数に示すことを可能にさせたこと。

不法行為①の 2:被告作田が 2017(平成 29)年 4月 12日 、被告 A導1及

び同
A;罷

対して、原告将登の煙草が原因であることを断定する内容を含む被

』 磯 び A燎 の受動喫煙症の診断書 (甲 8、

"を
作成交付して、被告ハ :



らをしてこれらを不特定多数に示すことを可能にさせたこと。

(2)不法行為② :被告作田が、「一階の室内やベランダでの喫煙によって、2階

の部屋にはいくら防ごうとしてもタバコの煙が入 り込みます」等の被告 ハ

らの別件訴訟での主張を肯定する内容を含む 2018(平成 30)年 8月 31日 付

「質問に対する回答書」(甲 22)を 作成して被告 :バ
‐
らに交付し、もって被

告〔
A:ら の別件訴訟の追行を積極的に援助し、また敗訴後の控訴提起を容易

にさせたこと。

(3)不法行為③ :被告作田が、「喫煙者 (注 :原告将登を指す)側の喫煙が厳然

と認められる以上、タバコの副流煙を生じさせているものが 8割以上であり、

過去の喫煙歴のあ∠
り1に ついて、2害J程度の寄与害1合 と考えることが合理

的」等の、原告将登に被告 ,4ら の身体症状の原因があると断定する内容を

合む 2019(平成 31)年 3月 28日 付追加意見書 (甲 23)を作成して被告=

Aら に交付し、もって被告 /け らの別件訴訟の追行を積極的に援助し、また

敗訴後の控訴提起を容易にさせたこと。

(4)不法行為④ :被告作田が、被告 ハチたの本件診断書①、②が作成された経

緯を説明しそれらの作成は無問題である旨の内容を含む 2019(令和元)年 7

月 31日 付報告書 (甲 24)を作成して被告:Alら に交付し、もって被告 ハ

らの別件訴訟の追行を積極的に援助し、また敗訴後の控訴提起を容易にさせ

たこと。

(5)不法行為⑤ :被告作田が、被告パ費費のがんの再発に関して、「受動喫煙の

関与が疑われる」「一審には受動喫煙発生の事実認定に関して、重大な落ち度

があった」等の内容を含む 202o(令和 2)年 1月 27日 付意見書 (甲 25)を

作成 して被告 /へ らに交付し、もって被告 ハ らの別件訴訟控訴審の追行を

積極的に援助したこと。

(6)不法行為⑥ :被告作田が、「被控訴人は化学物質過敏症だから何が原因かわ

からないと言つておりますが、明らかに誤 りですJ等の内容を含む 2020(令



和 2)年 6月 21日 付「被控訴人答弁書に対する所見」(甲 26)を 作成 して被

告 A:ら に交付 し、 もって被告 ハ
「らの別件訴訟控訴審の追行を積極的に援

助 したこと。

以下、上記の不法行為①ないし⑥のそれぞれについて、権利侵害、故意・過

失の存在、相当因果関係を個別に検討する。

2 不法行為① (被告千葉らの診断書作成交付)に ついて

(1)被侵害利益

不法行為①における被侵害利益は、みだりに他人から受動喫煙の被害を与

えている加害者及びその家族と指弾されて人格的尊厳及び平穏な生活を害さ

れない利益及び自らまたはその家族がみだりに他人から訴訟を提起されて人

格的尊厳及び平穏な生活を害されない利益である。

すなわち、被告作田から、原告ら宅からの副流煙が原因であることを含め

て医師として証明する内容の甲 7な いし9の 診断書 (以下、甲 7な いし9の

診断書 3通を併せて「本件各診断書」という)の交付を受けた被告 A=ら は、

客観的な根拠を欠くにも関わらず不当にも原告将登を被告とする別件訴訟を

提起 した。のみならず、本件各診断書を得た被告:ハ らは、受動喫煙症の診

断を受けたとして管理組合や警察にまで被害を申し立てたため、原告らは管

理組合を巻き込んでの話し合いに応じぎるを得なくなったり、警察に被害申

告してこれを受けた警察官による訪間を受けるまでに至った (甲 40。 原告敦

子陳述書)。

(2)故意 。過失の存在

ア 被告作田は、原告宅からのタバコの副流煙が被告 ハ
iら

宅へ流入してい

ること及びそのタバコの副流煙が被告 Aら の身体症状の原因であること

を示す客観的証拠を確認していなかった。

イ そもそも診断書は、本来医師が診察によって知 り得た所見を記載するも



のであって、客観的に知 り得ないことを記載して証明してはならないもの

である (甲 42・ 松越典子医師 (禁煙学会会員)作成意見書参照)。

ウ 診断書の証明書としての性格上、診断書が交付後に不特定の第二者に示

され、そこに記載された事実を客観的に証明するために利用されることは

最初から当然に予定されている。

特に、本件各診断書は、受動喫煙症の診断書として、日本禁煙学会理事

長である被告作田により作成されたものであるところ、日本禁煙学会は、

「受動喫煙にお困りならこうしましょう」と相手方への内容証明送付や裁

判まで想定した対策方法を具体的にホームページに記載している (甲 2)

他、ホームページ上に受動喫煙症の診断書の文例を掲載している(甲 44)。

前記アないしウの事実関係から、被告作田は、原告将登の喫煙による副流

煙が被告
‐
Aら の身体症状の原因であるかどうかを確認できていないにも関

わらず、これを客観的な事実として本件各診断書に書き込んで証明すること

により、原告らの権利を侵害し得ることを容易に認識していたというべきで

あり、また医師として診断書では客観的な事実のみを証明すべき義務に明ら

かに違反したものというべきであるから、少なくとも過失が認められる。

なお、原告らが被告作田を虚偽診断書行使罪により捜査した捜査官から聞

き及んでいるところによれば、被告作田は、当初被告
・
A燎 の診断書を「化

学物質過敏症」の病名で作成した (甲 10)が その後に「受動喫煙症」の病名

に書き換えたようであり、また甲 10の診断書は、日赤医療センターの正規

の文書管理手続きによらないで直接被告作田によって院外に持ち出されて別

件訴訟に提出されたとのことである (原告敦子令和 4年 11月 30日 付上申

書 )。 これは個人情報として厳重に管理される医療文書の扱いとしては極め

て異例である。このような本件各診断書、特に被告 A嫁 の診断書の作成、

別件訴訟への提出の経緯は、被告 Aら と同作田との関係や診断書の作成に

対する被告
/、

1ら の関与の度合いなど、被告作田の診断書作成の違法性と違



法性に対する被告らの認識に大きく関わる重要な事柄である。よって原告ら

は、この点をさらに立証するために、被告作田に対する虚偽診断書作成罪被

疑事件の不起訴記録について送付嘱託を申し立てる。

(3)相当因果関係の存在

本件各診断書の病名はいずれも「受動喫煙症」であること、本件各診断書

の作成とそれ以降の被告 A:ら の行動は、日本禁煙学会の公表する「受動喫

煙にお困りならこうしましょう」等の指針ないし方針に沿っていること等か

ら、前記 (1)の利益侵害と本件各診断書の作成交付行為との間に、相当因果

関係があることは明らかである。

とりわけ重要な点は、「受動喫煙症」の原因を具体的に特定し断定する内容

の証明文書を作成している専門家は、被告作田以外には誰もいないことであ

る。倉田医師の診断書 (丙 1な いし3)は、診断病名と分類レベルの記載し

かない。また被告ハ刻短
についての宮田医師の診断書は「化学物質過敏症」

の病名であり、「関係者の配慮が望まれる」と注意深く付記されているのみで

あつて、このような付記を第二者が読んだとしても原告将登に原因があるな

どと受け取ることはあり得ない。

ただ一人、被告作田のみが、医師として原告将登が原因であることを具体

的に記して断定する証明文書として本件各診断書を作成しているのである。

被告作田の不法行為①が、被告 A:ら において管理組合や警察、さらに議員

などにまで原告将登が原因であるとして申し立て、最終的には別件訴訟の提

起にまで至るための最大の原動力であったと言わなければならない。

3 不法行為② (「質問に対する回答書」(甲 22)の作成交付)に ついて

(1)被侵害利益       .

不法行為②における被侵害利益は、自らまたはその家族がみだりに他人か

ら訴訟を提起されて人格的尊厳及び平穏な生活を害されない利益である。



(2)故意・過失の存在

甲 22は、その大半において、タバコの害悪についての一般論を述べるも

のであるものの、その中で「サッシは空気が自由に出入 りできる」「「一階の

室内やベランダでの喫煙によって、2階の部屋にはいくら防ごうとしてもタ

バコの煙が入 り込みます」「このようにタバコ煙が拡散することにより、共同

住宅やマンションで受動喫煙症に悩んでいる方がほとんどであります」と記

述されている (4ペ ージ)。

しかし、サッシ窓の気密性については JIS規格により内外の気圧差に伴う

空気流入量を基準とする規格がある (甲 43)。 窓からの空気流入量は、気圧

差により異なるし、空気は気圧の高い方 (陽圧)か ら低い方 (陰圧)へ流れ

るものであるから、常に室外から室内へ空気が流入するものでもない。「空気

が自由に出入りできる」とし、さらにそこから「2階にタバコの煙が入り込

む」と断定することは非科学的かつ非論理的である。このことを利用して、

医療施設では感染症患者のいる場所を陰圧に保つて空気感染を防止している

ことはよく知られており、新型コロナウィルスの流行によリー般にも広く知

られるようになった。医師である被告作田がそのことを知らないはずはない。

また被告作田は被告7ゃ ら宅現地を確認したことはなく、実際にタバコの煙

が 1階から入 り込んでいるかどうも確認していない。

このように事実確認も行わず、非科学的に2階 にタバコの煙が入 り込むと

いう趣旨の書面を、別件訴訟の証拠として使用されることを承知で作成し、

交付した被告作田には、少なくとも過失が認められる。

(3)相当因果関係の存在

甲 22は、別件訴訟に提出されたものであって、専門家の手による意見書

であり、かつ被告作田が既に作成していた本件各意見書と相侯って、専門家

が原告将登のタバコ煙が被告:Aら の身体症状の原因であることを断定した

書面として、被告
/ヽ

らはこれを別件訴訟で極めて重要な証拠として受け止
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めて訴訟活動に利用したことは、被告 ス :ら の本件訴訟での主張内容からも

裏付けられる。

甲 22の作成交付と、別件訴訟の提起追行によって原告らが受けた利益侵

害との間に相当因果関係が認められることは明らかである。

不法行為③ (「追加意見書」(甲 23)の作成交付)に ついて

1)被侵害利益

不法行為③における被侵害利益は、自らまたはその家族がみだりに他人か

ら訴訟を提起されて人格的尊厳及び平穏な生活を害されない利益である。

(2)故意・過失の存在

甲 23は 、本件各診断書が作成された経過等を説明して、特に被告 A匂員

を診察しないで診断書を作成したことは問題ないとの被告作田の見解を述べ

るとともに、男J件訴訟の途中で被4夢ぞ程は過去の喫煙歴があったことが明ら

かにされたことに関連 して、「喫煙者 (注 :原告将登を指す)側の喫煙が厳然

と認められる以上、タバコの副流煙を生じさせているものが 8割以上であり、

過去の喫煙歴のある
へ
!磯 について、2割程度の寄与割合と考えることが合理

的」であると被告
´
ハ らを擁護する内容の書面である。

ここで被告作田は、「8割」「2割」と極めて具体的な寄与割合を数値で示し

ていることが注目に値する。しかしこの数字の根拠は何一つ示されていない。

そして、相変わらず、副流煙が流入していることを示す客観的根拠を被告作

田は全 く確認していない。しかも被告作田は「現状でできることは、藤井氏

側が直ちに自宅でのタバコを完全に止めること」と客観的な事実を確認しな

いままで安易に結論づけ、「これは日本禁煙学会としてのお願い」とまで述べ

ている (甲 23・ 8、 9ペ ージ)。

現実の副流煙の存在を示す客観的事実を確認せず、かつ何らの根拠も示さ

ず、具体的な数字をもってして寄与割合を表現して、原告将登に原因がある



ことを断定する趣旨の書面を重ねて作成し訴訟の証拠として使用させたこと

は、被告作田の専門家として客観的事実を重視すべき立場を大きく踏み越え

たものであって、被告作田には少なくとも過失があると言わなければならな

(3)相当因果関係の存在
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が指摘され、被告 Aら が別件訴訟で窮地に立たされた段階で作成交付され

た文書であって、被告Aら にとっては極めて重要な証拠であったと言える。

被告r`ハ らが窮地に立ってもなお被告作田が専門家でありながら何の疑いも

持たずに一貫して支援する姿勢をとり続け、何らの客観的な根拠もなく、「8

割 :2割」と原因への寄与度を断定して示したことは、被告・ハ らをして、

別件訴訟の勝訴を誤信させるに十分であったと言える。また、被告作田が「こ

れは日本禁煙学会としてのお願い」とまで言い切った以上、被告 ハ:1ら とし

ては、全面的に日本禁煙学会が被告 Aら を勝訴させるために支援し、仮に

敗訴しても控訴審で覆すことも可能と考えたとしてもやむを得ない。

したがつて、甲 23の作成交付は、被告 A_ら が事実的根拠もないのにそ

れがあるものと誤信 して訴訟を追行し続け、控訴提起にまで至ったことに対

し極めて重要な役割を果たしたものであり、被告 A:ら の訴訟追行、控訴提

起に対し相当因果関係がある。

不法行為④ (「報告書」(甲 24)の作成交付)について

1)被侵害利益

不法行為④における被侵害利益は、自らまたはその家族がみだりに他人か

ら訴訟を提起されて人格的尊厳及び平穏な生活を害されない利益である。

(2)故意 0過失の存在
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甲 24は、別件訴訟で被告ハ歯員
の本件診断書② (甲 10)が 甲 46の 6と

して提出されたところがその記載内容が別件診断書① (甲 9)と 記載内容が

異なることを指摘されたことに対し、被告作田が作成経緯を説明したもので

ある。

これは被告4背供
の診断書作成につき医師法違反が指摘されたことに引き

続 き、同人の診断書作成過程につき疑義が指摘 されたことにつき取 り繕 うも

のであって、甲 24の作成交付により被告ハ :ら はさらに不当訴訟を継続す

るであろうことを前提 として被告作田はこれを作成交付 したことは明らかで

あるから、被告作田には少な くとも過失があるとい うべきである。

(3)相当因果関係の存在

甲 23と 同様に、甲 24は別件訴訟で次第に窮地に立たされつつあった被告

ハ
1を 積極的に援助す る趣 旨の文書であることは明 らかであって、被告 ハ

らが別件訴訟を継続 して訴えを維持 し、 さらには控訴までするに至ったこと

について相当因果関係がある。

6 不法行為⑤ (「意見書」 (甲 25)の作成交付)について

(1)被侵害利益

不法行為⑤における被侵害利益は、自らまたはその家族がみだりに他人か

ら訴訟を提起されて人格的尊厳及び平穏な生活を害されない利益である。

(2)故意・過失の存在

甲 25で、被告作田は、被告 A女彙
を往診したことを述べてそれを踏まえ

て「長期間経過後のがんの再発に関して「受動喫煙の関与が疑われる」(3ペ

ージ)と 述べているがそう考える具体的な根拠は何一つ挙げられていない。

被告作田は被告 A:ら が別件訴訟で提出した証拠に若干言及しつつ、「一審

には受動喫煙発生の事実認定に関して、重大な手落があった」(6ペ ージ)と

結論づけている。また被告作田は、その結論の直前で「PM2.5を連続的に測



定 して高濃度の PM2.5が発生していることが証明できれば、藤井方で発生

したタバコ煙が原告らの居住する部屋を汚染していることが証明できる」「こ

の測定は (シ ャワー使用後の PM2.5測定)今後も継続しておこなっていただ

く」と述べている。これはすなわち、被告 Aら は訴訟提起前の交渉段階か

ら別件訴訟で敗訴するまで、基本的な事実調査をおこならていなかったこと、

そしてそのことを被告作田も認識していたことを示す記述に他ならない。ま

たシャワー使用時にはシャワーにより発生した水蒸気が PM2.5と して計測

されるため信頼に足 りる測定値は出ないが (丙 11及び 12)、 医師であって自

然科学に関する基礎的知識を有するはずの被告作田がそのことを知らないは

ずはない。

よつて、被告作田は、甲 25の作成交付により不当にも控訴が提起され原

告らの利益が侵害されたことについて、少なくとも過失がある。

(3)相当因果関係の存在

医師である被告作田が、別件訴訟での敗訴後に改めて被告|八
燦 を往診し

て、がん再発には受動喫煙の関与が疑われる、一審の認定には落ち度がある

などと結論づけ、さらには控訴審での新しい立証の方法までも具体的に提案

したことが、被告 Alら の控訴提起、控訴審の訴訟追行に極めて大きい影響

を与えたことは想像に難 くない。被告作田による甲 25の作成交付が被告ハ

:が控訴提起し訴訟を維持したことについて相当因果関係があることは明ら

かである。

不法行為⑥ (「被控訴人答弁書に対する所見」(甲 26)の作成交付)に ついて

1)被侵害利益

不法行為⑥における被侵害利益は、自らまたはその家族がみだりに他人か

ら訴訟を提起されて人格的尊厳及び平穏な生活を害されない利益である。

(2)故意・過失の存在

７

　

　

＜
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甲 26は、被告作田が、別件訴訟控訴審で原告将登が提出 した答弁書を読

んだ上で「日本禁煙学会の理事長 として所見を述べさせていただきます」 と

い う体で反論を記 した書面である。

既に何度 も指摘 している通 り、別件訴訟で被告
rハ

 らが敗訴 したのは、被

告 A:ら が原告 ら宅から流入 したと主張するタバ コの副流煙の存在 とい う基

本的かつ基礎的な事実を欠いていたからに他ならない。そ してそれを示す客

観的証拠がないことを被告作田も知 っていたことは、既に指摘 したように、

甲 25に なってようや くPM2.5の 計測 とい う客観的調査の必要性に言及する

に至ったことから明らかである。それにもかかわらず、被告作田は、「日本禁

煙学会の理事長 として」の所見 とい う形で、あたかも当事者 と同等の、ある

いはそれ以上の熱心 さをもって して原告将登の答弁書に反論 しているのであ

る。訴訟で専門家に意見書を依頼することは時折あるが、このように、事実

的基礎 を無視 し、かつ中立的立場を踏み越 えて積極的に加担する例は極めて

稀である。

被告作田は、甲 26の作成交付により事実的根拠がないまま別件訴訟につ

き控訴提起 されたことについて、少な くとも過失が認められる。

(3)相当因果関係の存在

甲 26の 作成交付が被告 ハ :ら をして別件訴訟の控訴を維持 させて原告 らの

利益 を侵害 したことについて相当因果関係があることは、甲 25に ついて既 に

述べたところと同様である。

8 被告 Aら による不当訴訟提起との客観的共同関係の存在

(被告作田の不法行為②ないし⑥は、被告 A:ら による不当訴訟提起・追行

と共同不法行為の関係にあること)

上記の不法行為①ないし⑥のうち、①を除く別件訴訟に提出するための意見

書等の作成、交付は、単なる専門的見地からする中立的アドバイスとは到底言



い難いものであった。その傾向は別件訴訟の進展に伴い、被告二
八 らが窮地に

立たされれば立たされるほど強くなっていることは、上記 2な いし7で個別に

検討したところから明白である。

特に、控訴審では被告作田は、具体的な立証方法までも示唆して訴訟を指導、

答弁書への逐次的な反論までも作成している。他方、被告作田以外に原因を断

定 した専門家はいなかった。建築士や技術士の意見書 (丙 H、 12)ですら、そ

れなりに被告 ハ らに配慮した書き方ではあるものの、副流煙の流入について

はあくまでも可能性として述べるにとどまり、被告作田のような断定は、専門

家らしく注意深く避けていると言える。専門家では、一人被告作田だけが被告

Aら の別件訴訟の提起及び訴訟追行を、異常なまでの熱心さで支援したので

ある。

これらの事情に鑑みれば、被告作田の②ないし⑥の不法行為は、被告 A:ら

の不法行為 (不 当訴訟の提起と継続・不当な控訴の提起と継続)と 客観的に共

同の関係にあるといえる。

以 上
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