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はじめに 
規制の違法性 
社会･経済的目的の規制とは、労働者や社会的弱者の生存と生活の保証のため

の規制でなければならない。受動喫煙は生存を脅かす第一級のものである。 
被申立人は、禁煙に対する規制権限がないと反論しているが、禁煙を求める

ためには運輸大臣の認可を得なければならないとの規制をした。乗客の喫煙に

よる受動喫煙は生存を脅かす第一級のものであることは，申立人が禁煙タクシ

ー認可申請理由の資料として厚生省編纂の「喫煙と健康」一冊を提出している。

タクシー喫煙は乗務員と他の乗客の生存を脅かす第一級のものであることを熟

知しながら（熟知していない場合は怠慢）運輸大臣の認可がなければ禁煙営業

が出来ないとする規制は憲法違反であることを念頭において頂きたい。 
法律に保証規定が無くても、憲法を直接根拠にして補償請求できる（最高裁）。 
 

 控訴審判決には、下記のとおり、法令の解釈に関する重要な事項を含むと認

められるので、民事訴訟法 318 条に基づき、上告審として事件を受理されたく、

上告受理申したて理由について述べる。 
すなわち控訴審は、以下の法令について、その解釈に関する重要な事項を含

む。 
 

1 憲法第 25 条 1 項〔生存権、国の生存権保障義務〕及び同第 11 条〔基本

的人権の享有と性質〕 
1, 憲法 25 条は、「すべての国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権

利を有する。」と定め、憲法第 11 条は、「国民は、すべての基本的人権の享

有を妨げられない。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すこと

のできない永久の権利として、 現在及び将来の国民に与えられる。」 と定
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めている。 
2, 控訴審判決・２（２）･ 標準運送約款を定める権限と同法 13 条 6 号に

基づく国土交通省令を定める権限の行使が問題となり得るとしてこれら

の権限行使については国土交通大臣に広範な裁量が認められることは明

かである。としている判決は、憲法第 13 条及び第 11 条を無視しての広

範な裁量権限を認める判決は明らかに違法性がある。 
３，申立人は、憲法に守られた国民である。運輸大臣の裁量によって法令

がないのにタクシーは喫煙車と規定していたことになる。したがって、

申立人は運輸大臣の裁量によって長年の苦痛と健康被害を受けたのであ

る。喫煙を禁じる法律がないから禁煙を求められないとして、被申立人

は禁煙車を禁じていたことは明かで禁煙タクシー認可制との規制をした。

したがって、禁煙車を禁じていた確証であり、営業の自由及び幸福の追

求を規制したものを正当であるとする判決は憲法精神を蹂躙する不当判

決である。 
 
２，憲法第 13 条｛幸福追求権｝ 
① 憲法第 13 条は、｢生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利について

は・・・・最大限の尊重を必要とする｣と定めている。 
② 判決文 ア このうち道路運送法 11 条 3 項は,行政手続を簡素化し,事業

を運営する者の便宜を図ることを目的とするものであって, その目的に

沿って国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合には, 同条 1 
項の認可手続が不要とされるのであり (原判決 12 頁 24 行目から同 13
頁 6 行目まで), 控訴人の主張するようなタクシー乗務員の健康や営業

上の利益を保護することを直接の目的とするものではないと解される

のである。そのことに加え,控訴人においては,国土交通大臣に対し控訴

人の主張する内容の条項を含む運送約款の認可を申請することができ, 
それにより自己に生ずると主張する不利益を回避することが可能であ

る.こと, そして, 現に昭和 6 2 年に控訴人は車内で喫煙する乗客の乗車

を拒否できる旨を定めた運送約款の変更認可を申請し, 昭和 63 年 2 月

にはその認可を受けていることを勘案すると, 控訴人の主張する昭和

57 年以降の時点において, 国土交通大臣が, 同条 3 項に基づいて控訴人

の主張するような内容の標準運送約款を定めるとい.う権限を行使しな

かったことが, その許容される限度を逸脱して著しく 合理性を欠くと

は認めるに至らないというべきである。  
●１，現に昭和 6 2 年に控訴人は車内で喫煙する乗客の乗車を拒否できる旨

を定めた運送約款の変更認可を申請し, 昭和 63 年 2 月にはその認可を受
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けていることを勘案すると・・・国土交通大臣が, 同条 3 項に基づいて控

訴人の主張するような内容の標準運送約款を定めるとい.う権限を行使し

なかったことが, その許容される限度を逸脱して著しく 合理性を欠くと

は認めるに至らないというべきである。  
について 
▼１，認可申請は被用者運転手には出来ないものであり，申立人は 20 年間も奴

隷的拘束のもとにあり、個人事業者となっても認可を受けるまでは同様の環

境にあった。故に苦痛と健康被害の遠因を受けたのである。密閉車内で喫煙

のため煙が充満、窓を開ける依頼も無視され、急性症状で危険を感じ窓を開

けたことを｢タクセン｣の「この寒いのに窓を開ければ嫌がらせだ」と理由を

付け「接客不良」との処分を受けた。被申立人は、「運転手は客に禁煙

を求めることは出来ない（甲１号証）」と言明したのである。この為、

申立人は幸福追求（自己防衛）にかけ、2 年間の辛苦の末に運送約款変

更の行動に出たのである。被申立人の約款変更認可申請者の営業免許を

取り消せ！などの圧力をはねのけ決死の行動を貫いたのである。3 ヶ月

以内の結論規定があるにも関わらず大幅に認可期間を伸ばした事実が、

容易な認可申請制度ではなかったことを立証するものである。 
▼２，申請すれば禁煙を求められるとの告知もしていなく強制的な喫煙容

認が接客（喫煙者の気分を害したら｢接客不良｣（甲１・２号証）との行

政指導であった。｢タクセン｣は被申立人の窓口として機能し乗務員教育

をさせていたのであるから別団体としても一元的組織である。 
▼３，被申立人の方針に従い「タクセン」が、喫煙を禁じる法令はないと

して、喫煙は客の自由であることを徹底していたがために、申立人と喫

煙客のトラブル発生は必然的なものである。「冷房中の喫煙で眼が腫れ、

前方が見づらいとの運転手からの訴えも多いが日本には嫌煙権はない

から喫煙を断ることは出来ない」。｢国がタバコを販売している。禁煙マ

ークは違反だ｣（運輸局）この方針が喫煙客に浸透していたのである。 
▼４．申立人は、認可申請を成功させるためあらゆる努力をした。街頭に出て

通行人に支援を呼びかける。あらゆる報道機関（テレビも含む）に積極的に

取材を受ける（甲１・３号証及び６号証“たった一人の反乱・読売新聞”）。

この為世論が湧き、しぶしぶと認可の結論をだしたものであり、「全車禁煙化

は不適当」との表現で喫煙タクシー存続を命じていることで証明される。 
▼５，道路運送法 11 条 3 項は,行政手続を簡素化し,事業を運営する者の便宜を

図ることを実現したのは申立人の労苦と財政損失を伴う行動の結果である。

国土交通大臣が, 同条 3 項に基づいて控訴人の主張するような内容の標準運

送約款を定めるとい.う権限を行使しなかったことが, その許容される限度を
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逸脱して著しく 合理性を欠くとは認

めるに至らないというべきである。と

の判決は憲法を逸脱するものである。

すなわち、国民の利益となる禁煙タク

シーを標準運送約款に定めず、喫煙容

認が接客を基本として禁煙車のみを

認可制とした事実こそ憲法違反（第 15 条②公務員は一部の奉仕者ではない・

第 14 条、法の下の平等・第 13 条、幸福の追求権・第 12 条、自由・権利の保

持と公共の福祉）を問われるものである。すなわち、多数の国民が望む、妊

婦にとっても快適な営業を行うのに、国の許可が必要（認可制）とし、一部

（喫煙者）の奉仕となり、毒ガスと言われるタバコ煙を撒き散らし､その粉じ

んを付着させ多くの非喫煙者を傷つける営業を自由（無認可）とする差別は、

重大な憲法違反であるのに、その許容される限度を逸脱して著しく 合理性を

欠くとは認めるに至らないというべきであるとの判決は、被申立人の擁護に

努めるもので憲法の趣旨に反する不当判決である。 
★すべての法律に禁煙を禁ずる法令はない。しかるに、禁煙を求めるには運輸

大臣の認可がなければ求められないと規制（認可制）したことは、規制権限

がないとする被申立人が差別的規制を強行したことは国家権力の乱用である。

これを阻止し容易に禁煙を求めることができる標準運送約款変更に対しての

申立人の労苦および財政的損失の賠償責務が被申立人にあるとして賠償（憲

法 17 条、国及び公共団体の賠償責任）を求めているが、これらを無視した違

憲判決である。 
 

③ 判決文 イ また,同法 13 条 6 号に基づく国土交通省令である本件規則

13 条は,乗客の運送の引受け又は継続を拒絶することができる場合とし

て, 乗客が喫煙をする場合を掲げていないが, 道路運送法及び本件規則

は, 輸送の安全の確保及び道路運送利用者の利益の保護及びその利便の 
増進を図ることをその目的とするものであって, 運送の引受けの拒絶に

関する道路運送法 13条及び本件規則 13条の規定も, 主と.して輸送の安

全の確保と道路運送利用者の利便の確保との調整の観点から定められ

ているもので, タクシー乗務員の健康等の利益保護を直接の目的とする

ものではないと解さ.れる。そのことに加え,本件規則は,タクシー事業者

の営業の自由の観点から, 基本的には事業内容の決定を各事業者の自由

に委ねていると解されるところ(原判決 14 頁 6 行目の「また」から同 8
行目まで),タクシー事業者の中には, 喫煙者を含む利用者のニーズ等を

勘案して乗客の喫煙を許容した上での事業活動を希望する者がいるこ
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とも考えられるところであるから, .このような事業者の営業上の利益を

も考慮する必要がないとは直ちにいえなぃこと,上記のように,控訴人に

おいて,控訴人の主張する内容の条項を含む運送約款の認可を申請する

ことができ, それにより自己に生ずると主張する不利益を回避すること

が可能であること, 現に昭和 62 年に控訴人は車内で喫煙する乗客の乗

車を拒否できる旨を定めた運送約款の変更認可を申請し, 昭和 63 年 2
月にはその認可を受けていること等を勘案すると, 国土交通大臣が, 控
訴人の主張する昭和 57 年以降の時点において, 本件規則 13 条を改正し

て喫煙者の乗車を拒否すべき旨を規定しなかったという権限不行使が, 
その許容される限度を逸脱しで著しく合理性を欠くと認めるには至ら

ないというべきである。 
●２， また,同法 13 条 6 号に基づく国土交通省令である本件規則 13 条は,乗客

の運送の引受け又は継続を拒絶することができる場合として, 乗客が喫煙

をする場合を掲げていないが, 道路運送法及び本件規則は, 輸送の安全の

確保及び道路運送利用者の利益の保護及びその利便の 増進を図ることを

その目的とするものであって, 運送の引受けの拒絶に関する道路運送法 13
条及び本件規則13条の規定も, 主と.して輸送の安全の確保と道路運送利用

者の利便の確保との調整の観点から定められているもので, タクシー乗務

員の健康等の利益保護を直接の目的とするものではないと解さ.れる。 
について 
▼１，輸送の安全の確保及び道路運送利用者の利益の保護及びその利便の 増進

を図ることをその目的とするものであって, ★まさしく、申立人が重要主張

としている項目である。輸送の安全は集中力の結集である。その最重要条件

は身体の健全である。喫煙によって生ずる煙には 4000 種類の科学物質が含ま

れ、乗務員の目、鼻、その他の器官へ刺激により急性症状が発生することは

50 年前から知られている。急性症状は極度に集中力の減退となることは科学

的に証明されている。輸送の安全の確保は受動喫煙のない運転環境でなけれ

ばならないことは歴然である。◎利用者の利益の保護及びその利便の 増進を

図ることをその目的とすることは、健康に影響する受動喫煙のないことが利

用者の保護であり、その利便の 増進を図ることをその目的とすることは明ら

かである。1 本の喫煙で 1 時間前後その粉じんが停留することは、申立人が煙

の充満で窓を開けたことを｢接客不良｣とした措置以前からのものである。喫

煙の繰返しは内張などに付着し常に異臭と有毒粉じんの放散となり利用者の

利益と利便を損なうことは自明の理である。被申立人は、故意に喫煙者の利

便を尊重し一般国民を虐待してきたのである。憲法第 25 条②｛国は、・公衆

衛生の向上及び増進に努めなければならない｝に反しているのに審理してい
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ない。 
▼２判決文“現に昭和 62 年に控訴人は車内で喫煙する乗客の乗車を拒否できる

旨を定めた運送約款の変更認可を申請し, 昭和 63 年 2 月にはその認可を受けて

いること等を勘案すると,”★またしても執拗に認可を掲げている。認可を受け

ていることを勘案すれば、さも被申立人が容易な申請で禁煙営業が出来たとし

ていることは、その以前の申立人の血がにじむ労苦（甲１・３・6・１１６号証）

を審理していないか､故意に被申立人を有利に導こうとしていることが明確で

ある。この点で控訴審判決は審理不尽と理由不備がある。 
 
●３，判決 ウ なお,控訴人は,その他,作為義務の根拠として種々の規定を取り

上げて主張するが, これらの規定は, 控訴人の主張する被控訴人の作為義務を

根拠付けるに足りるものとはいえない。 
について 
▼１，道路運送法・運送約款にしろ、憲法の趣旨の元に施行されなければなら

ない。被申立人が、他人に危害を与える科学的根拠を無視、客の喫煙を“接

客”と位置づけたことが不法行為の根拠であり、喫煙により車内が有害性の

高い粉じんで汚染され、他の国民（乗務員及び利用者）が受動喫煙を強制さ

れる状況を放置したことの不作為は、憲法 25 条②公衆衛生の向上及び増進に

努めなければならない作為義務があるにも係わらず、公衆衛生劣悪化を故意

に放置したがために、申立人に苦痛と健康被害（甲 12/13 号証）を蒙らせた

事実が、根拠付けるに十分足りる。判決には審理不尽と理由不備がある。 
▼２，幸福の追求を封じる（禁煙を求められない・甲 1 号証）確証があること

は、憲法違反の根拠であり、不作為、不法行為の根拠付けるに足り得る。被

用運転者にも幸福の追求権利は何人も侵すことは出来ない。禁煙を求める権

利を剥奪し｢接客不良｣の雇用主への通告は､退職勧告（甲 2 号証）等となり奴

隷的拘束となることは明らか。憲法第 13 条及び第 18 条違反は確実である。 
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２，結語 
タクシーの使命は、

安全快適で､利用者の

利便性を向上すること

である。これは申立人

の 50 年来の思想と良

心である。これを侵す

べからずの憲法があり

ながら、申立人はこの

実現に血のにじむ労苦

と営業損失を強いられ

た。｢運転手は客に禁煙を求められない（甲１号証）｣との強制は長年にわたる

行政指導であった事実は、確実な審理が行われていたなら判明したはずである。

被申立人の不法行為は明確であれば、原判決は審理不足と理由不備がある、の

一言につきる。喫煙容認営業で利益を上げたいとする事業者に配慮することは、

被用者乗務員は喫煙を拒否すれば｢接客不良｣との処分で縛り奴隷的拘束も認め

るとする被申立人反論のみを汲んだ甚だしき不当な判決内容である。 
憲法発布以来において、個人の権利は事業者の営業方針に関わらず､個人

の幸福追求（健康維持）において､これを尊重、被用者乗務員の自由意思で

禁煙を求める営業は自由とし、喫煙問題に関しては乗務員の指示に従うこ

ととの行政指導をしていれば申立人の長年の苦痛、その結果の健康被害は

発生しなかった。この点の審理不尽があり不公正極まりない判断ある。 

★｢職場の受動喫煙｣賠償命令(2004.7・13。朝日新聞・甲 60 号)の賠償命令

理由は「区は、受動喫煙の危険性から原告の生命、健康を保護するよう配

慮する義務があった」としています。正に“区”を“被申立人”に置き換

えることが憲法第１１条、第１３条及び労働安全衛生法に合致した判決で

はないでしょうか。申立人の長きに於ける精神的苦痛、たばこの煙は毒物

と知りながら、被申立人の「運転手は客に禁煙を求めることは出来ない・

甲１号」として、事業者に車内粉じんの有毒性を知らせる作為を怠ったた

めに吸引せざるを得なかったことによる精神的損害、致命的な健康被害(喉
頭がん・狭心症)は、上記の事件の何十倍もの被害・損害と言っても過言で

はないと信じます。どうか、憲法を尊重した審理を切に願望いたします。 

東京地裁江戸川区に「対策怠り放置」したとして賠償を命じた。「区は受動喫煙

の危険性から原告の生命、健康を保護するよう配慮する義務があった」と指摘。 
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３，参考考察として 
一、 神奈川県条例では、タクシーは

｢禁煙が義務付けられる第一種

施設の公共機関｣とされている。

違反すると喫煙した個人２千円、

禁煙を実施しない事業者（１車

両）２万円の徴収となる。 
二、  

交通安全対策基本法 第３条 国は、

国民の生命、身体及び財産を保護する

使命を有することにかんがみ、陸上交

通（以下「交通の安全」という）に関

する総合的な施策を策定し、及びこれ

を実施する責務を有する。 
同法、第７条 車両等を使用する者

は、法令の定めるところにより、その

使用する車両等の安全な運転又は運航

を確保するため必要な措置を講じなけ

ればならない。 
同法 第１１条 国は、その施策が、

直接的なものと間接的なものであると

を問わず、一体として交通の安全に寄

与することとなるように配慮しなけれ

ばならない。 
★たばこの煙は集中力を削ぐことは証明されている。眼、喉などへの刺激に

よる急性症状で前方不注意となることは申立人が何度も経験し､事故に至っ

たこともある。安全運行への責務と指導は被申立人の最大の責務である。 
三、ごく最近の, WHO の専門委員会報告「Smoking and lts Effects on Health」

の中では,“involuntary exposure to smoke", また U.S.  Department of 
Health, Education, and Welfare, Public Health Service の「The Health 
Consequences of Smoking 1975」では, “involuntary smoking" と表現され

ているが, 非喫煙者が自らの意志に反して, あるいは余儀なくたばこ煙に曝

露され, 喫煙を強いられている状態は“passive smoking"ともいわれ, 直訳し

て“受動(的)喫煙" ともよばれる. 受動的喫煙の概念が, 喫煙と健康の係り合

いを考えるなかで確立されたのは, 1954 年に Lickint が“Passivrauchen" な
る（甲 76 号証・医学のあゆみ・昭和 52 年 11 月発刊） 
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★受動的喫煙の概念が, 喫煙と健康の係り合いを

考えるなかで確立されたのは, 1954 年（昭和２９

年）である。この時点でタクシー禁煙は自由との

告知義務と行政指導の作為義務がある。 
四、1977 年には受動的喫煙として問題が生ずるには, 
大量のたばこ煙の存在と同時に換気の不良なことが

要件となる。自動車運転手が, 受動的喫煙によって

増悪をきたすことを述べている。（甲 76 号証・医学

のあゆみ）右挿入図は（甲１６号証・最後の禁煙宣

言・1980 年・国立公衆衛生院・浅野牧茂博士）から。 
★運転手が受動喫煙によって憎悪をきたすことは危   

険運行となり、安全を脅かすことは歴然である。 
★たばこの煙の充満した車は有毒ガス室と同じと言っ

ても、言いすぎではない。申立人は、このガス室に３

５年間も拘束されていた。健康被害は当然の帰結であ

る。（安全性および健康被害の審理不尽と理由不備） 
五、世界的に喫煙は公衆衛生上の重要な課題 喫煙時

に発生する煙中には 4000 種以上の化合物が同定され

ているといわれるが, 急性生体影響の発現に最も重要

な役割りを担う物質はニコチンである（甲 78 号証・

昭和 55 年日本公衆衛生学会発表）。 
★喫煙は公衆衛生上の重要な課題 である。憲法２５

条②公衆衛生の向上および増進に努めなければならな

い作為義務がある。禁煙を運輸大臣の認可として差別

した事実は憲法無視の不法行為である。 
 


