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〔30〕 隣家のピアノの音がうるさくて、オンライン会議に集
中できず困っている

事 例

甲は勤務先のリモートワーク推進によって在宅勤務

が増え、オンライン会議に参加することが増えました。

それまでは通勤していたため日中は自宅に居ることが

少なくて気付かなかったのですが、隣家（乙所有）で

はお子さんがピアノの練習をしているようで、激しい

曲のときなどはオンライン会議に集中できないほど大

きな音が聞こえ業務に支障が生じて困っています。

ＰＯＩＮＴ

① 相手方にもどの程度の騒音か体感して確認してもらいます。

② 具体的な状況のもとで、騒音による悪影響を防止するための

対応策を検討し、解決方法を協議します。

解 説

１ 生活騒音の規制基準
(1) 生活騒音とは

人は日常生活を営むなかで様々な音を生じさせます。言い換えれ

ば、音を生じさせずに日常生活を送ることは不可能であるともいえま

すが、音に対する感じ方は人それぞれであり、音を発生させている人

は、自分の出している音が騒音だと感じないまま騒音を発生させ続け、
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一方で隣人などがこれを不快に思っていても、なかなか言えずに我慢
しているということもよくあることです。しかし、そのような我慢を
続けることは心理的な負担となるばかりでなく、近隣関係が悪化する
火種のようなものになってしまう可能性も孕んでいるといえます。
近時では、リモートワークの普及による在宅時間の増加によって、

それまでは気付かなかった生活騒音に悩まされるといったことも増え
ているようです。
(2) 生活騒音に対する規制
騒音に関する法的規制としては、環境基本法によって以下のような

基準が定められています（環境基本法16条1項の規定に基づく騒音に係る環境
基準についての環境省告示（平10・9・30環告64）第1 環境基準）。
① 療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静
穏を要する地域では、昼間50dB以下、夜間40dB以下。

② 専ら又は主として住居の用に供される地域では、昼間55dB以下、
夜間45dB以下。

③ 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域では、昼
間60dB以下、夜間50dB以下。
※ただし、道路に面している場所については、上記各基準値に5～15dBを
加えた数値となります。

また、自治体によっては、条例によってさらに詳細な生活騒音の規
制基準が定められていることもありますので（例えば、東京都の「都
民の健康と安全を確保する環境に関する条例」など）、対象地域の相談
窓口などで確認するとよいでしょう。

２ 解決方法
(1) 騒音発生の事実認識
前述のとおり、生活騒音は発生させている人（騒音主）がその事実
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に気付かないまま音を発生させ続けているということが多いため、騒
音主に騒音発生の事実を認識してもらうことが問題解決の第一歩で
す。特に、ピアノなどの楽器演奏の場合、演奏している本人は気分よ
く楽曲に没頭していて騒音になっているなどとは全く思っていないと
いうこともありますので、一言声をかけて自覚を促すことで音量を控
えるなどの対応をとってくれることも期待できます。
しかし、なかには騒音の指摘に対して腹を立てる騒音主もあります

し、近隣トラブルを恐れて直接指摘することに躊躇することもあると
思います。そのような場合には、多くの自治体に設置されている相談
窓口を通じて、匿名による申入れをしてもらうことなども考えられま
す。
(2) 裁判所での判断基準
このような申入れが聞き入れられない場合には、民事調停や民事訴

訟といった裁判所を利用した解決を検討せざるを得ません。
民事訴訟では、騒音の差止めや損害賠償を求める訴訟を提起するこ

とが考えられますが、これが認められるためには、その騒音の程度が
受忍限度を超えると判断される必要があります。受忍限度を超えるか
どうかの判断に当たっては、環境基準等の規制基準を超えているかど
うか、それがどの程度超えているのか、対象地域の実情、騒音の継続
性、騒音の時間帯、騒音主による騒音防止措置の有無・内容、被害の
状況、騒音主の交渉態度などといった、諸般の事情が考慮されます。
ここで、規制基準は参考値として考慮されるものであるため（東京地判
平26・3・25判時2250・36、東京地判平21・10・29判時2057・114など）、これを
超えていれば必ず受忍限度を超えると判断されるものではありません
が、判断の基礎となる諸事情のうち重要度の高いものですので、訴訟
提起に当たっては騒音計測など客観的な立証資料を準備する必要があ
ります。
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和解のポイント

１ 騒音レベルの確認
騒音が環境基準等を超えているかどうかは主観的にではなく客観的

に判断する必要がありますので、専門の業者等に依頼して調査と分析

を行ってもらうとよいでしょう。もっとも、例えば隣家がピアノ教室

を開いているなどの事情がなければ、一日中、大音量の音が聞こえる

ということではなく、限定的な範囲での騒音になるのではないかと思

われます。

そうすると、裁判で差止め等が認められる受忍限度を超えていると

判断される可能性は大きくないケースが多いと思われるため、費用を

かけて業者へ調査等を依頼することが躊躇われることもあるでしょ

う。

そのような場合には、やはり騒音主に隣家でどの程度の音が聞こえ

るのかを体感して確認してもらう方が簡便です。実際にどの程度の音

量なのかを体感することで、音の発生を控えようという気持ちになっ

てもらえれば、その後の対応策協議に当たっても円満に問題の解決を

図ることが期待できます。

２ 対応策の協議
ピアノなどの楽器による騒音を低減するための方策としては、以下

のようなものが考えられます。

① 演奏時間を限定する。

② 音量調整機能の付いている楽器は、音量を一定程度まで下げたり、

ヘッドホンなどを使用したりする。

③ 防音カーテン、防振マットや厚手のじゅうたんなどで室内の吸音
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率を向上させる。
④ 窓を二重サッシに変更し、演奏するときには窓や扉を閉める。
⑤ 防音カプセルなどの防音工事を行う。
上記の対応策は、①から⑤へ行くに従って工事等の対策費用を要す

るものですので、騒音レベルや頻度、騒音主の生活状況等も考慮した
上で、今後の円満な近隣関係の維持も念頭において、お互いに負担の
少ない方法で問題解決ができるよう協議を行うとよいでしょう（→
条項例【30―1】参照）。

条項例

【30―1】騒音低減及び演奏時間の取決めをする場合 DL

第〇条（騒音低減のための方策）
乙は、乙所有にかかる別紙物件目録記載1の建物内の東南角部
屋の窓を二重サッシに変更した上で、同室内に防音カーテン、防
振マットを設置して、別紙物件目録記載2の建物内部における乙
演奏にかかるピアノによる騒音が50デシベルを超えることを防止
する。
第〇条（演奏時間）
乙は、平日午前10時から午後2時の間、乙所有にかかる別紙物件
目録記載1の建物内の東南角部屋におけるピアノ演奏を行わない。
ただし、甲乙があらかじめ協議により除外したときはこの限りで
ない。
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〔37〕 隣人が庭でカメラ付きのドローンを飛ばしている

事 例

甲の自宅に隣接する乙宅の庭で、乙が趣味でドロー

ンを飛ばしているのですが、そのドローンにはカメラ

が付いており、乙は、そのカメラで周辺の撮影もして

います。甲と乙の敷地の境界には塀があり通常であれ

ば甲の自宅内は乙宅から見えないようになっています

が、ドローンでの撮影は塀の上から行われており、甲

宅の内部が撮影できる状況です。しかも、乙は、ドロ

ーンで撮影した映像をインターネット上の乙のブログ

で公開しており、その映像の中には、甲の自宅や部屋

の中にいる甲の姿が写り込んでいるものがあります。

甲としては、ドローンによる撮影をやめてもらいたい

のと、インターネット上に公開されている甲が写り込

んだ映像を削除し、今後も同様のことがないようにし

てもらいたいと思っています。

ＰＯＩＮＴ

① 今後、ドローンによる撮影を行わないことの合意を求めます。
② 動画に自宅内部が写り込んでいる場合は、動画の削除を求め
ます。
③ プライバシー侵害による精神的損害についても協議します。
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解 説

１ ドローン飛行に関する法規制
ドローンは、航空法において「無人航空機」と定義されます。正確

には、「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、

飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができな

いもののうち、遠隔操作又は自動操縦（プログラムにより自動的に操

縦を行うことをいう。）により飛行させることができるもの（その重量

その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地

上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして

国土交通省令で定めるものを除く。）」と規定されています（航空法2◯22）。

なお、同条括弧書きにて重量100ｇ未満のものは除外されています（航

空法施行規則5の2）。ドローンの飛行に関しては次のとおり、様々な規

制がかけられています。

まず、航空法において、ドローンは①空港等の周辺の空域、②150ｍ

以上の高さの空域、③人又は家屋の密集している地域の上空等につい

て飛行が制限されています（航空法132の85①、航空法施行規則236の12・236

の13）。ここで③は、国勢調査の結果による人口集中地区の上空をい

い、国土地理院のウェブサイトで確認することができます（例えば東

京23区内は全域が人口集中地区です。）。ただし、安全性を確保し、国

土交通大臣による許可を受けた場合等は、飛行が可能とされています
（航空法132の85④）。また、ドローンの飛行方法については、①飲酒時

や薬物摂取時の飛行禁止、②飛行に必要な準備が整っていることの確

認後に飛行させること、③航空機等との衝突予防のため周囲の状況に

応じ地上に降下させるなど国土交通省令で定める方法（航空法施行規則

236の17）により飛行させること、④他人に迷惑を及ぼす方法での飛行
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禁止、⑤日中に飛行させること、⑥目視により無人航空機とその周囲
を常時監視して飛行させること、⑦地上又は水上の人又は物件との間
に30ｍ以上の距離を保って飛行させること、⑧多数者が集合する催し
場所の上空での飛行禁止、⑨危険物の輸送禁止、⑩物件の投下禁止な
どの規制がかけられています（航空法132の86）。
他にも、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の

禁止に関する法律では、国会議事堂、内閣総理大臣官邸、外国公館等
及びその周辺におけるドローンの飛行が制限されていたり、各自治体
においても公園条例や庁舎管理規則等によりドローンの飛行規制がか
けられています。
さらに、民法との関係でも制限があります。土地の所有権は、法令

の制限内において、その上下に及びます（民207）が、その範囲は、一般
に当該土地を所有する者の「利益の存する限度」とされています。こ
の「利益の存する限度」の範囲については、一律の高さとして設定さ
れるものではなく、当該土地の建築物や工作物の設置状況、事業活動
の状況など具体的な使用態様に照らして判断されます。

２ ドローンによる撮影
上記の様々な規制に沿って利用すればドローンの飛行自体は可能で

すが、その場合でも、カメラ付きのドローンで撮影をする場合には、
別の問題が生じます。ドローンで、人の姿や他人の自宅の中を撮影す
る場合、プライバシー権や肖像権の侵害に当たる可能性があります。
プライバシー権は、当初の裁判例では「私生活をみだりに公開され

ないという法的保障ないし権利」と定義されました（東京地判昭39・9・
28判時385・12）が、その後、「自己の情報をコントロールする権利（自己
情報コントロール権）」と構成する見解が示され、その他にも様々な見
解が存在する状況です。最高裁は、「プライバシー」の定義や要件につ
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いて明確に示してはいませんが、プライバシー権の侵害自体は認めて
おり（最判平7・9・5判時1546・115、最判平14・9・24判時1802・60、最判平15・
9・12判時1837・3等）、プライバシー権の侵害に基づいて請求は可能です。
そして、プライバシー権の侵害の有無については、撮影により得られ
る利益と失われる利益を比較衡量して、後者が前者を上回る場合には
違法であると判断されます。その際の考慮要素としては、①撮影の目
的、②撮影の方法及び手段の相当性、③撮影された情報の内容、④撮
影による不利益の態様及び程度等が考えられます。
次に、肖像権は、「みだりに自己の容貌や姿態を撮影されたり、撮影

された肖像写真を公開されないという人格的利益」（東京地判平17・9・27
判時1917・101）などと定義されています。そして、「ある者の容ぼう等
をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、
被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、
撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者
の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえ
るかどうかを判断して決すべき」とされています（最判平17・11・10判時
1925・84）。
プライバシー権や肖像権が侵害された場合、侵害排除請求及び侵害

予防請求が認められると考えられます。侵害排除請求として、侵害表
現行為の削除や撤去が認められるには、諸事情を踏まえて「公表され
ない法的利益」と「公表する理由」を比較衡量し、前者が後者に優越
するか否かで判断されます（最決平29・1・31判時2328・10）。また、侵害予
防としての事前差止めが認められるかは、侵害行為対象者の社会的地
位や侵害行為の性質に留意しつつ、侵害行為によって受ける被害者側
の不利益と差し止めることによって受ける侵害者側の不利益を比較衡
量して決すべきとされ、侵害行為が明らかに予想され、その侵害行為
により被害者が重大な損失を受けるおそれがあり、かつ事後の回復が
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不可能ないし著しく困難と認められるときには事前差止めが肯定され
るべきと考えられています（東京高判平13・2・15判時1741・68）。総務省が
平成27年9月に公表した「『ドローン』による撮影映像等のインターネ
ット上での取扱いに係るガイドライン」（以下「総務省ガイドライン」
といいます。）には「例えば、趣味で撮影を行うケースや興味本位で映
像等を収集するケースなどドローンによる撮影自体に公益的な目的が
認められない場合は、プライバシー侵害等となるリスクが大きくなる
ものと考えられる。また、個人のプライバシーに係る情報の収集を目
的として撮影することは違法性が高いと考えられる。」（同8頁）との記
載があります。
本事例では、乙が趣味で撮影をしているものであり、それほど重要

な目的や高度の必要性があるとは思われません。また、甲は自宅の中
にいる自分の姿を撮影されていますが、自宅は最もプライバシーが守
られるべき空間と考えられ、公共の場にいる姿を撮影されるのとは全
く状況が異なります。しかも通常は塀により甲の自宅内部は乙宅から
見えない状態であるにもかかわらず、ドローンによる撮影ではその塀
を超えて撮影されているものです。これらの事情からすれば、本事例
で、乙のドローンでの撮影は甲のプライバシー権及び肖像権を侵害し
ており、違法となると思われます。
その場合、甲としては、乙に対して、侵害排除請求として、撮影さ

れた動画について破棄すること及び侵害予防請求として、今後、ドロ
ーンによる撮影を行わないよう請求することが考えられます。

３ ドローンで撮影した映像の公開
人の姿や他人の自宅の中をドローンで撮影した動画をインターネッ

ト上で公開する行為は、その人のプライバシー又は肖像権の侵害に当
たる可能性があります。本事例については、上記２で記載したとおり、
乙が甲の自宅内部や甲の姿をドローンで撮影した行為自体はプライバ
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シー権及び肖像権の侵害に当たると思われます。そして、撮影行為が
違法とされる場合には、当該映像等をインターネット上で閲覧できる
状態にした場合、原則として閲覧可能とした行為自体も違法となると
考えられます（総務省ガイドライン4頁）。また、インターネットによる情
報の拡散により、権利を侵害された者への影響が極めて大きいため、
甲としては、当該映像等をインターネット上から削除することを請求
することができると考えられます。侵害排除としての削除請求の判断
基準は上記２に記載のとおりです。また、侵害予防請求として、将来
の動画公開の差止めを求めることも考えられますが、表現の自由との
関係で、実際に裁判において認められるかは撮影行為自体の差止めに
比べてハードルが高いものと思われます。
なお、ドローンにより撮影した映像をインターネット等で公開する

際の基準については、総務省ガイドライン8頁において、①住宅地にカ
メラを向けないようにするなど撮影態様に配慮すること、②プライバ
シー侵害の可能性がある撮影映像等にぼかしを入れるなどの配慮をす
ること、③撮影映像等をインターネット上で公開するサービスを提供
する電気事業者においては、削除依頼への対応を適切に行うことなど
が求められています。
また、肖像権については、デジタルアーカイブ学会から「肖像権ガ

イドライン～自主的な公開判断の指針～」（2021年4月）が公表されて
います。これは、図書館などのデジタルアーカイブ機関が写真等をイ
ンターネット等で公開する場面を想定し、当該機関が肖像権処理をす
る際の指針とするものとして策定されたものですが、一般的にも肖像
権の侵害の有無を判断する際の参考になると思われます。

４ プライバシー権及び肖像権の侵害に対する損害賠償
プライバシー権や肖像権の侵害により精神的損害が発生している場

合、不法行為（民709）による慰謝料等の損害賠償請求が可能です。

6頁
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和解のポイント

１ 撮影しないことの合意
将来、相手方がプライバシー権又は肖像権を侵害するような動画の

撮影をしないように合意をすることが考えられます（→ 条項例【37
―1】参照）。

２ 動画の削除
乙が所有する動画のうち、甲の自宅内部や自宅内部にいる甲やその

家族らが写り込んでいる場合、当該動画のうち、該当箇所を削除する

よう請求することが考えられます。

また、そのような動画のうち、インターネット上に掲載されている

ものについては、インターネット上から削除することを請求すること

が考えられます（→ 条項例【37―2】参照）。

３ プライバシー侵害への賠償
プライバシー侵害による精神的損害の内容について、双方で協議し、

これに対する賠償額を合意します。この場合、「損害賠償金」などの言

葉を用いず、「解決金」「和解金」など相手方の受け入れやすい文言を

使用することもあります（→ 条項例【37―3】参照）。

条項例

【37―1】動画を撮影しないことにつき合意する場合 DL

第〇条（動画撮影の禁止）

乙は、甲に対し、令和〇年〇月〇日以降、甲方敷地内に所在す

第７章 プライバシー264

8頁〔TWK0037〕【法規書籍(法清水)】 9頁



近隣トラブル和解･奇数 A5･柱罫有･01A．honbun･14Q×31倍×横1段･25Q×27行･無線綴じ･セット済

る人物又は甲方内部が写り込む方法による写真又は動画等の撮影
を行わない。

【37―2】動画を削除することにつき合意する場合 DL

第〇条（乙が保有する動画の削除）
乙は、甲に対し、令和〇年〇月〇日限り、乙所有のドローンに
より撮影した写真又は動画のうち、甲方敷地内に所在する人物又
は甲方内部が写り込んでいるものについて、当該箇所を削除する。
第〇条（公開済の動画の削除）
乙は、甲に対し、令和〇年〇月〇日限り、乙所有のドローンに
より撮影した写真又は動画のうち、乙がインターネット上に掲載
しているもので、かつ甲方敷地内に所在する人物及び甲方内部が
写り込んでいるものについて、インターネット上から当該箇所を
削除する。

【37―3】プライバシー侵害の賠償につき合意する場合 DL

第〇条（解決金）
乙は、甲に対し、プライバシー権及び肖像権の侵害に関する解
決金として、金〇〇円の支払義務があることを認める。
第〇条（支払方法）
乙は、甲に対し、前条の金員を、令和〇年〇月〇日限り、甲指
定の銀行口座へ送金して支払う。ただし、送金手数料は乙の負担
とする。
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