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東京地⽅裁判所⺠事３２部
 平成２４年（ワ）第８５９９号 損害賠償請求事件 

   
 判 決

  
 主⽂
 

（１）被告は、原告に対し、１０万円及びこれに対する平成２１年４⽉２２⽇から⽀
払済みまで年５分の割合による⾦員を⽀払え。

 （２）原告のその余の請求を棄却する。
 （３）訴訟費⽤は、これを１００分し、その９９を原告の負担とし、その余を被告の
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負担とする。
 （４）この判決は第１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
 被告は、原告に対し、１０００万円及びこれに対する平成２１年４⽉２２⽇から⽀払

い済みまで年５分の割合による⾦員を⽀払え。
  

 第２  当事者の主張
 （１） 請求原因

  ① 原告が受任した法律事務の内容
 弁護⼠である原告は、平成２１年４⽉２１⽇、Ａ（以下「Ａ」という。）との間で、

原告がＡの代理⼈として次の法律事務（以下「本件法律事務」という）を⾏う旨の委
任契約を締結した。

  ＜法律事務の内容＞
 Ａの⿅島建設株式会社（以下「⿅島建設」という。）に対するＡが⿅島建設から請け

負った東京国際空港Ｄ滑⾛路建設⼯事に関する埋⽴資材の収集、運搬等の業務に係る
経費相当額である８０８５万円の損害賠償請求及び当該請求に関する交渉。

  ② 被告による原告の法律事務への介⼊
  ア） 原告は、平成２１年４⽉２１⽇、Ａ及びＡの業務補助者であるＢ（以下

「Ｂ」という）とともに、⿅島建設と交渉を⾏うため、⿅島建設の事務所に赴いた
が、その際、原告、Ａ及びＢのいずれとも⾯識のない被告が途中から同⾏した。

  イ） ⿅島建設の事務所において、原告のみが⿅島建設の担当者と交渉を⾏うこと
となったが、被告は、当該交渉の場に数分の間同席していた。

  ウ） 上記交渉が終了し、原告、Ａ及びＢが帰路に就く際、被告は、上記原告ら三
名に対し、「先⽣も⼊ったことですからこの件は円満におさめてくださいよ。」と延
べ、また、Ａに対し、「住吉会副会⻑ 住吉⼀家 波⽊ 七代⽬ ⼤⽵新次」と記載
した名刺を交付した。

  エ） 被告は、暴⼒団波⽊組の組⻑であったが、平成２１年６⽉２⽇、Ｂに電話を
掛け、⿅島建設からの依頼を受けてＡの⿅島建設に対する請求に介⼊することとなっ
た旨を伝えた。

  オ） 原告は、上記アからエのとおり、暴⼒団の組⻑である被告が本件法律事務に

穢れの町 (アイアマンガー三部
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関与したことから、⾃らの⽣命・⾝体に危険が及ぶかもしれない旨畏怖し、そのため
に、本件法律事務を遂⾏することを断念した。

  ③ 被侵害利益ないし違法性
 上記②のとおり、被告は、原告に対し、被告がいわゆる暴⼒団の組⻑であることを知

らしめるなどの脅迫⾏為をして原告を畏怖させて、原告をして本件法律⾏為を遂⾏す
ることを断念させ、もって原告の弁護⼠業務を違法に妨害したのであるから、被告の
⾏為は、原告に対する不法⾏為となる。

  ④ 被告の故意
 被告はＡに対し名刺を交付しているが、Ａが⾃⼰の代理⼈である原告に当該名刺を交

付することは当然認識していたというべきであるから、被告の脅迫⾏為は、故意によ
る者である。

 ⑤ 原告に⽣じた損害
 原告が、被告の不法⾏為によって畏怖し、また、その業務を妨害されたことにより受

けた精神的苦痛に対する慰謝料は１０００万円を下回らない。
 ⑥ よって、原告は、被告に対し、不法⾏為に基づき、１０００万円及びこれに対す

る不法⾏為の⽇である平成２１年４⽉２２⽇から⽀払済みまで⺠法所定の年５分の割
合による損害賠償⾦の⽀払を求める。

 （２） 請求原因に対する認否
 被告は、公⽰送達による適式の呼出しを受けたが、本⽇⼝頭弁論期⽇に出頭しない。

  
 第３  当裁判所の判断

 （１）認定事実
 ①証拠（甲１の１の１及び甲１の１の２）及び弁論の全趣旨によれば、原告は弁護⼠

であり、被告は、平成２１年４⽉当時、指定暴⼒団住吉会の傘下組織である波⽊組の
組⻑であって、いわゆる稼業名として「⼤⽵新次」の指名（ママ）を使⽤していたこ
とが認められる。

 ② 証拠（甲１から９[甲１から３につき枝番を含む]、甲１４及び甲１５）及び弁論の
全趣旨によれば、請求原因（第２の１）の（１）及び（２）ア）からエ）の事実を認
めることができる。

 （２） 被告の原告に対する不法⾏為の成否
 ①上記（１）の認定事実によれば、被告は、平成２１年４⽉当時、指定暴⼒団住吉会

の傘下組織である波⽊組の組⻑であったが、原告が佐藤から受任した本件法律事務の

原 聡 ] （JUGEMレビュー »）
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遂⾏として⾏った⿅島建設との交渉の場に⽴ち会い、原告らに対し「先⽣も⼊ったこ
とですからこの件は円満におさめてくださいよ」と述べ、また、交渉終了後に、Ａに
対して被告の上記肩書を記載した名刺を交付したものである。

 これらの事実によれば、被告は、Ａに被告が暴⼒団の組⻑であることを殊更に認識さ
せることにより、ＡのみならずＡの代理⼈である原告に対してもこれを⽰し、暴⼒団
の組⻑であることによることを背景に、暗に、原告やＡの⽣命や⾝体に危害を加えか
ねないことを⽰して、Ａから受任した本件法律事務の遂⾏を断念するよう要請したも
のであると認められ、このような被告の⾏為は、社会通念上許容される限度を逸脱し
て、違法に原告の弁護⼠としての業務遂⾏を妨害しようとしたものであるということ
ができる。

 ②請求原因（２）オの事実について
 被告の上記①の⾏為により原告が畏怖したことについては、原告の陳述書（甲１４）

によれば、交渉の時点では、被告とは⾯識がなく、被告が暴⼒団の組⻑であることを
⽰したこともなかったのであるから、原告が、被告の交渉の際の⾔動により威圧感や
不安感を覚えたことが認められるにとどまる。

 また、上記陳述書には、原告が、被告の上記（１）の⾏為によってＡの⿅島建設に対
する請求を断念した旨の記載がある。

 しかし、原告は弁護⼠であり、原告に対する上記のような被告の⾏為があったとして
も、依頼者であるＡのための法律事務の遂⾏を容易く断念することは、弁護⼠として
の職務の放棄であるとの誹りを受けかねないのであるから、原告がそのようなことを
したとは思われず、Ａ本⼈が⿅島建設に対する請求をしないことにしたにすぎないこ
とがうかがわれるから、上記記載をそのまま採⽤することはできない。

 もっとも、上記陳述書によれば、原告は、交渉の後に被告が暴⼒団の組⻑であること
を知り、不安感を強めるとともに、Ａに危害が加えられるおそれがある事を懸念し、
⿅島建設に対する請求を⼿控えざるを得なかったことが認められる。

 ③以上によれば、原告は、被告の上記⾏為により、本件法律事務の遂⾏をするに当た
って、⾃⼰の⽣命や⾝体に対する不安感を覚えまた、Ａに対する危害が加えられるこ
とをも懸念しなければならない状況となり、そのためこの点において、被告は、社会
通念上許される限度を超えて、違法に原告の弁護⼠業務を妨害したものであるという
ことができる。

 （３） 原告に⽣じた損害
 被告による上記2の不法⾏為の具体的態様や、原告が受けた影響の程度等の⼀切の事

裁判所の正体:法服を着た役⼈
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情を総合すれば、被告の不法⾏為により原告の被った精神的苦痛に対する慰謝料の額
は、１０万円と認めるのが相当である。

  
 第５  結論

 以上によれば、原告は、被告に対し、不法⾏為に基づく損害賠償として１０万円及び
これに対する不法⾏為の⽇である平成２１年４⽉２２⽇から⽀払済みまで⺠法所定の
年５分の割合による遅延損害⾦の⽀払いを求めることができる。

 よって、原告の請求は、上記の限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由が
ないからこれを棄却することとし、主⽂のとおり判決する。 （抄）
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