
1

第 5 回 建築紛争フォーラム

－積雪寒冷地における建築紛争の現状と課題－

記 録

・日時：平成 25 年 9 月 1 日（日）13:30～17 時 20 分

・会場：北海道立道民活動センター「かでる２･７」820 研修室（札幌市中央区北 2 条西

7 丁目）

・記録作成：平井卓郎・齋藤 豊

1．開会挨拶(上谷宏二 運営委員長)

司法支援建築会議は、2000 年 12 月に裁判所からの要望で発足した。裁判所から、建築

紛争が多いということ、建築は専門性が高いことなどで、建築関連の調停、専門委員も参

加してもらい、中立的な立場で支援してもらいたいとの要望であった。建築学会としても

このような社会貢献は、重要な役割であるという認識で発足することになった。組織とし

ては、司法支援建築会議は、建築学会の中では、会長直属の会議体となっている。

今回の司法支援建築会議北海道支部設立は、東海支部、近畿支部に続き 3 支部目である

が、以前より北海道では、裁判所と建築学会の連携が取れており、実活動は、すでに行わ

れていた。今回支部設立され、今後とも本部との連携、司法界との連携で、ますます社会

貢献していただくことをお願いする。

２．基調講演(長谷川 恭弘 札幌地方裁判所民事三部統括判事)

『札幌地裁における建築事件の取り組み』

（１）はじめに

このフォーラムを主催している建築学会司法支援建築会議及び会員の皆様には、日頃か

ら、建築関係事件に様々な方面でご協力いただき、心から感謝申し上げます。また建築学

会司法支援建築会議 北海道支部が設立されたということで、誠におめでとうございます。

平成 12 年に司法支援建築会議が設立され、最高裁との連携が始まり、そして建築学会司法

支援建築会議 北海道支部は今年度に設立されましたが、地方における取組ではいち早く、

それ以前より北海道においては、学会と札幌地裁の実質的連携は、行われてきました。

北海道には 4 つの地方裁判所があり、建築関係の新受事件は平成 24 年の統計で、札幌 51

件、函館 5 件、旭川 8 件、釧路 12 件です。建築関連の事件の特徴として、生活、事業に直

結しさらに高額であり、高度な専門的知見必要とされ、内容的にも、数量的にも重要な訴

訟分野である。
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（２）札幌地方裁判所と司法支援建築会議北海道支部との連携

・札幌地裁と北海道支部の連携は、平成 13 年から始まり、本年 5 月まで懇談会 37 回を開

催している。また北海道支部からは、中立・公平な立場から多数の調停委員、専門委員の

候補者、鑑定人の候補者を推薦していただいている。

・連携が始まったころには、裁判所に建築事件を専門に扱う特別な部はなかった。その後

北海道支部と連携を行っていく中で、平成 15 年 6 月 1 日から民事第 3 部に建築関係事件の

集中配てんを開始し、建築集中部が発足した。

・平成 13 年から始まった懇談会は、近年、年３回の開催で、建築専門家の講演、裁判官の

講演及び問題協議を順次行っている。これにより建築関係の知識、訴訟関係の知識を共有

し、問題点についての意見交換を行い、訴訟事件、調停事件の運営に役立てている。

（３）札幌地方裁判所民事第３部について

・札幌地裁の管轄区域は、広大で、函館、旭川、釧路を除いても２万平方キロメートルで、

四国４県に沖縄本島を合わせたくらいの広さである。工務店などの本店、支店が札幌に集

中していることもあり、場合よると北海道全域の事件が札幌地裁に集まるということにも

なる。札幌地裁には５つの民事部があり、民事第３部が建築集中部となっているほか、民

事第２部が医療集中部、民事４部が執行、保全、民事１，５部が一般事件を扱っている。

支部に提起された建築関係事件についても、専門家の関与を得やすい本庁での審理が適当

と認められる場合は、当事者の理解を得たうえで本庁に回付して、民事第３部が担当して

いる。

・民事第３部の職員は、裁判官４名、書記官、事務官９名である。以上のメンバーで、毎

週合議事件１開廷、単独事件６開廷で運営している。

・現在、札幌地裁本庁の建築関係の専門家調停員は 25 名、専門委員は 17 名、うち双方兼

務が 16 名で、専門分野別では、施工 11 名、設計 5 名、設備 2 名、構造 7 名である。

・弁護士会との交流については、札幌弁護士会には『住宅紛争に関する委員会』が設置さ

れており、民事 3 部と意見交換会を実施し、より円滑な審理が行われるよう相互理解を深

めている。

（４）民事第 3 部のおける建築関係事件の運営

・建築関係事件が各係に配てんされると、原告から提出された訴状及び書証の写しなどの

添付書類を、書記官がチェックし、その後担当裁判官が実質的な事項を含め審査する。こ

の時重要なのは、原告の主張（訴求原因）に漏れがないか等チェックのほか、建築関連事

件では、請負契約書、見積書、添付図面などの契約関係の書類、確認通知書の申請関係の

書類が整っているかどうかが重要である。しかし、リフォーム工事では、往々にして、こ

れらがないか、簡単なものしかなく、また工事の追加・変更に関する書類も不十分な場合

が多い。

・訴状及び添付書類が整うと、被告に口頭弁論期日の呼出状と関係書類を送達し、答弁書

で被告が争う姿勢を明らかにした場合は、早期に争点を確定していく。この時役立つのが
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『瑕疵一覧表』『追加・変更工事一覧表』です。これらの書式は、札幌弁護士会ホームペー

ジの会員専用ページからダウンロードできるようになっている。

・争点が確定すると、審理方針を立てるため、当事者双方と協議する。建築関係の専門的

事項が争点の場合は、専門家調停委員による調停又は専門委員の関与を検討する。民事第 3

部では、付調停が多く採用され、専門委員を選任するのは、当事者間の対立が著しく、当

面話し合いによる解決が困難な場合などである。

付調停の場合、民事第 3 部では、専門家調停委員を 2 名選任する。構造と施工とか複数

の専門家が関与することにより、判断の精度を高め、より良い解決案提示が可能になる。

同様に、専門委員についても建築関係事件の場合は、2 名選任するのを原則としている。

・調停期日の前に、調停員と裁判官との評議を行い、共通認識を持ち、調停期日には、裁

判官も常時立ち会い、訴訟手続は中止せず、弁論準備指定日として指定し、並行して行う。

・瑕疵が争点になっている事件等では、現地調査を重視している。調停委員と担当裁判官

が現地調停の手続きにより、建物などを見聞し、当事者が撮影した現場の写真などを提出

するのを原則としている。

・当事者から提出された証拠と現地調査の結果をもとに、評議の上、調停員意見書を作成

する。これを次の調停期日において当事者に示し、補足説明したり、当事者からの質問を

受けたりして、調停成立する場合が多い。なお調停が困難となる事情の一つに、当事者が

依頼した私的鑑定や調査の費用が多額にのぼり、それを解決金に上乗せしたような場合、

相当額では合意できない場合がある。瑕疵と認められない部分の費用や一般的な報酬を超

える支出を相手側に負担させるのは妥当ではない。

・調停が不成立になった場合は、専門家が関与した手続きが無駄にならないように、当事

者に示した調停委員会の判断と調停案を記載した不成立調書を作成し、当事者にこれを謄

写してもらい、訴訟事件の証拠として提出するよう促している。

・民事第三部（建築集中部）の事件概況として、近年、新規事件数は少なくなり、完了事

件数が増加する傾向にある。建築事件の 1/3 は、判決であるが、和解、調停がそれぞれ 1/3

であり建築の調停員、専門委員の関与で効果が出ている。なお調停による解決は、判決に

よる場合の審理期間の 1/2 以下であり、かなり効率的と言える。

（５）まとめ

・平成の初めころまでは、建築関係事件について、鑑定のほかには、裁判所が専門的な知

見を得る手段がなく、当事者（施主）も同様で、なかなか焦点が定まらず審理に困難をき

たしていた。その後東京地裁に調停部が設置され調停手続きの活用が始まりましたが、そ

の運用方法など問題点もあった。平成 10 年代になって、東京、大阪、名古屋等の地方裁判

所で、建築関係の審理モデルが作成され、最高裁と司法支援建築会議との連携が始まった。

この時期に地方においていち早く札幌で、司法支援建築会議と裁判所の連携が始まり、そ

の後 10 年を経て運用が定着してきた。

・建物は、その地域の風土に合わせて建築され、建築関係事件もその地域特有の争点が含
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まれることも多く、これに対応できる専門的知見を持った専門家の関与が必要である。ま

た地域にかかわらず共通する問題点もあります。その第１は、紛争となる場合、多くは、

きちんとした書面や図面が作成されていないこと。第 2 に、工務店側が、施主側の無理な

要求を聞き入れて、結局十分な対応ができないこと、第 3 に、いまだに、故意に違法建築

を行うことである。このようなことが起きないよう、建築実務へのフィードバックが望ま

れる。つまり①書面、図面を作成し、相手方にも交付する。➁無理な要求をせず、無理な

仕事は引き受けない。➂違法行為はしない、させない、見て見ぬふりをしない。建築紛争

にならないためには、これは重要なことである。

・札幌地裁民事第 3 部は、裁判官、書記官・事務官、調停委員、専門委員約 40 名という人

数の面からも、懇談会や日頃の事件を通してお互いの顔が見え、緊密な連携が取りやすい

状況にある。裁判所のメンバーが転勤等で変わっても、司法支援建築会議側の世話役の方

が変わりなく対応いただけるので大きな支障なく推移してきた。専門家調停委員の中には、

退任の時期を迎える方もいますが、専門委員 2 名の態勢を維持し、円滑な連携を続けてい

くために、専門分野のバランスを考えた補充を考えている。技術の進歩、世の中の動きの

変化にも対応できるよう、懇談会を通じ、新しい知見を共有していきたい。

北海道の建築関係事件は、寒冷地特有の問題が含まれることが多く、訴訟を通じ得られた

知見等が、このフォーラムを通じ、またここの出会いを通じて、今後の紛争解決や建築実

務に生かされることを願っている。そして、司法支援建築会議と裁判所との良好な関係が

今後とも続いていくことを願っている。

３.主旨説明（井野 智 北海道支部運営委員長）

司法支援建築会議発足の経緯などは、上谷運営委員長より説明がありましたので省略す

る。建築学会大会の関連行事として『建築紛争フォーラム』が企画され、2009 年の仙台で

の大会を振り出しに、富山、東京、名古屋を経て、第 5 回が札幌となった。全国の司法支

援建築会議会員との交流を図り、建築訴訟に関する諸問題や建築紛争事件の防止に役立つ

方策などを議論する場となっている。

北海道支部の会員数は、現在 33 名で、うち 25 名が現役の調停・専門委員、またはいず

れかの経験者である。今回のフォーラム企画に当たっては、北海道らしく『積雪寒冷地特

有の建築紛争事件』に的を絞り、以下の事例報告をする。

22 名の調停委員（2 名は無回答）が担当した建築訴訟は、682 件で本フォーラムの対象

となる『積雪寒冷地特有の建築紛争事件』は 63 件で約 10％である。今回取り上げる事例は

いずれも、設計、施工に携わった技術者の経験不足や説明不足に起因する事件である。今

フォーラムに参加の皆さんに、建築訴訟の実態と建築界、法曹界の取り組みの現状を知っ

ていただき、建築紛争事件の未然防止に役立てば幸いである。
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４．事例報告

（1）凍上と凍害／思いがけない凍上・凍害（佐藤民佳）

事例①･･･札幌市郊外に建つ木造住宅を中古で購入後、コンクリート擁壁頂部が、3 ㎝程

隣地に傾き、瑕疵があるとして擁壁を作り直すよう仲介業者と売主を訴えた例である。原

因の調査のため現地調査を行った。その結果、擁壁を隣地に押し出している原因は、寒冷

地特有の問題で、擁壁側面より冷気が伝わり地盤が凍結し膨張したことにより起こったと

判明した。調停案として擁壁裏面に断熱材を施工し、背面の地盤が凍結しないようにする

こととして提案した。調停案は、原告主張の作り直しに比べかなり安い改修工事費となっ

た。

事例②･･･札幌市郊外の新築木造住宅で、基礎の根入り深さが 50 ㎝で札幌の凍結深度

60cm に達していないとして作り直しを求めた訴訟である。布基礎を作り直すと上屋も作り

直しとなり、時間、費用とも莫大になる。そこで調停案としてスカート断熱工法（外周の

布基礎外側面と L 字状に地盤内に断熱材施工）を採用することにより、凍結深度を 50 ㎝以

下にすることができるとした。補修費用は 550 万円で調停成立した。

事例③･･･札幌市内の鉄骨造中古マンション購入後、外壁タイルが剥落したとして、補修

費 800 万円を求め、仲介業者と売主を訴えた。外壁は、ALC 版下地に磁器タイル張りであ

った。ALC と磁器タイルの境界面に結露水がたまり、凍結融解を繰り返すことにより磁器

タイルが剥落したと思われる。タイルを張替え補修したとしても同様の原因で剥落するこ

とがあり、補修費も高額であるので、調停案として、タイル剥落防止のため、金属サイデ

ィングを外張りする工法を現実的解決案として提示した。なお現在では ALC の凍害現象の

知見が広まり、ALC 材下地に磁器タイルを張る工法はほとんど用いられていない。

（2）落雪／あいまいな屋根の雪処理（山本明恵）

北海道（積雪寒冷地）」の住宅は、冬の暮らしを快適にするさまざまな技術開発がされ、

断熱や気密化で住宅の性能は、格段に向上している。その中で冬季の雪処理、特に屋根か

らの落雪は、発注者の無理な要求（デザインや配置）に、設計者、施工者が落雪に関する

知識不足から、予測されるトラブルなどが説明できず、適切な対応をしていないことから

訴訟になることが多い。

事例①･･･複雑な屋根形状で、落雪がうまくできないため、訴訟になった例である。札幌

市内一般住宅、木造 2 階建て（在来工法）で設計施工は、ハウスメーカーである。落雪型

（三角屋根）に、いくつかの小屋根（ドーマ）がついた形状で、屋根の雪がスムースに落

ちず、数か所で大きな氷柱が発生し、軒先や外壁が傷んだ。また 2 階の屋根裏から漏水（す

がもれ）し、室内の壁、天井、床が汚れたとして賠償を求めたものである。現地調査によ

り、屋根裏の低い部分の断熱、気密施工が適切に行われていなかったため、屋根面の雪を

凍らせたものであることが分った。複雑な屋根形状のため落雪がスムースでなかったこと

も原因の一つだが、小屋裏の断熱、気密に関する不備をハウスメーカーが認め、改修する

ことを認め調停は成立した。この事例は、断熱、気密の基本的施工の未熟さや、複雑な屋
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根形状による落雪トラブルを未然に防ぐための設計者、施工者の知識不足が原因である。

事例②･･･石狩市の店舗兼住宅、木造 2 階建て（在来工法）」で築年数 30 年を超えている

建物である。申立人は、隣地に住む住人で、屋根の落雪により木製の塀が破損し、植木が

折れたため、相手方と交渉を進めようとしたものの、応じないため訴訟になったものであ

る。相手側の建物は、隣地境界まで 1.5m しかなく、屋根は長尺カラー鉄板の片流れであり、

雪止め金具は、軒先に一部数個付いているのみでの状況で、特に春先の暖気で一気に落雪

し、木製塀、植栽を破損させるに、十分であることが現地調査で判った。相手方は、落雪

による責任を認め、塀の改修費と植木の損害金を支払い、屋根面に全面雪止め金具取り付

けることで調停は成立した。設計、施工者は、落雪屋根の場合『雪は思いのほか飛ぶもの』

と認識し、十分な堆積空間をとることや、屋根のデザインは見た目や好みで選択せず、落

雪障害のリスクを発注者（建て主）に理解してもらう説明責任がある。

（3）断熱・結露／わかりにくい内部結露（天崎正博）

寒冷地の建物では、断熱材使用が不可欠であり、年々断熱レベルは向上し、同時に気密

性も向上している。しかし結露という現象は依然として多発している。これは、建物の高

断熱、高気密仕様に対して、設計、施工上十分対応できていないためである。

事例①･･･札幌市内の一般住宅、木造 2 階建て（在来工法）でハウスメーカーの設計施工

物件である。この住宅の北西角に位置する部屋の押し入れ内が結露して、寝具が水浸しに

なったとして建て主（申立人）が、寝具購入代金の賠償をハウスメーカー（相手方）に求

めたものである。他の部屋は、結露がないが、北西角の押し入れのみが結露した。北海道

のような寒冷地では、北西に配置された部屋は、日射量不足や北風の影響で一段と冷え込

みが強くなる。この部位では、さらに断熱性能を上げたり、内部空気を動かす通気口が必

要になる。ハウスメーカーは、設計上の配慮不足（断熱補強、通気孔）を認め、買主に寝

具代金一式 10 万円の支払いに応じ調停は成立した。

事例②･･･道東某市内の店舗兼住宅、木造 2 階建て（枠組み工法）で工務店の設計施工で

ある。建て主（原告）は、屋内に漏水し床が濡れるのは、屋上笠木下地の隙間や外壁クラ

ックが原因で雨水が侵入しているとして笠木・外壁の工事やり直しを被告（工務店、下請

け会社）に求めたものである。一方調停委員は、事前の結露計算より内部結露により床が

濡れたとの見解で、原告と意見が対立した。そこで現地調査を行い、室内外から壁を解体

して、内部結露であることが判明した。室内に浸水している原因は、外壁が断熱されてい

るものの室内の水蒸気が壁内に侵入し、水蒸気が外部へ放出されずに発生した内部結露で

あるとした。解決策として、壁枠内をウレタン吹付による断熱更新・室内側気密フィルム

の貼り直し費用など 150 万円を提示、調停は成立した。

（4）室内環境／わざわいを招いた説明（駒木根洋一）

事例①･･･住宅の建て替え時『高断熱、高気密』を強く勧められて建て替えに踏み切った

物件である。しかし以前と比較して期待していたほど暖かくならず、原告は建築士に依頼

して調査し、多くの気密性品質に伴う施工不備を発見、外壁部の施工やり替えを主張する
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800 万円の損害請求となった。しかし、被告側は、所定の気密性能値は確保していることか

ら瑕疵にならないという主張が続いた。被告が原告側から『高断熱、高気密』住宅建設を

求められていたにもかかわらず、原告からの要望で同時に熱損失の大きいトップライトの

設置やリビングに大きな吹き抜け空間を設けたことにより、大きな熱損失要素となり、思

うように室内が暖かくならなかった。原告に対しては、『暖房費が半分になる』という根拠

のあいまいな営業発言、トップライト設置による暖房効果低下等の説明不備、依頼主の本

当の意向が適格に反映されていないことを指摘し、被告に対して、トップライトの断熱改

造、上げ天井部断熱補強(18 万円)、原告に対しては、燃料消費量は、種々条件で変動する

旨を説明、それぞれ理解を売ることができ、調停は成立した。誤解を招く営業発言や設計・

施工者の技術的説明不足、知見の不足が原因である。

事例②･･･戸建て住宅で、規模、工事金額とも極めて注文性の高い物件である。冬場を迎

え、各所仕上げ材に割れひずみ開き、破損状況が現れてきて、原告は、建築士に調査依頼

し、構造、換気、暖房に関し、是正修補に要する損害賠償を要求したものである。性格の

異なる各室（23 室）の生活スタイル、使われ方について『事前要望を出していた』という

オーダー性の強い主張があり、温度環境、排気、室温分布、急速採暖についても原告側は

強い要望を出していた。一方原告側ニーズとして、北側玄関に風除室なし、リビング南側

大きなガラス窓近くに暖房器なし（目障り）、大きな吹き抜け空間の設置などを求め、結果、

相矛盾するニーズを取り入れることになった。そして、歪破損被害が 2 階吹き抜け部はじ

め室温高温乾燥状態部に集中していることより、室内空気条件の温湿度管理に不備がある

ことにより、暖房設計対処不足が原因であることが判った。

原告の相矛盾するニーズに対して、技術的説明不足、対応不能、性能限界表示等の欠如

にあったことから、被告に『補強修復、改善』と原告の『理解・納得』が相半ばした。顕

在化している欠損、不備、破損部については、全面的に被告の保全保守負担とした。

事例③･･･4階最上階に屋内温水プールを持つRC造住宅兼一階は業務空間になっている。

竣工時から外壁各所から漏水が発生し、内装材や、設備機器に損害が出ている。この不都

合部分の損害請求と合わせ、発注者より設計者及び施工者に損害金請求されたもので、そ

の負担金額、負担比の鑑定を求められたものである。調停は、損害金を構成する 106 項目

の不具合故障、機能不足によるものであり、全て実被害として認められ、改善、修復費用

として発生するものであった。外壁からの大量の侵入浸水は、外断熱工法開口周りに止水

遮水ラインが存在しないこと、輸入建具の水返し機構、フェイルセーフ機構がないことな

どが原因と判明した。また最上階プールの大量排気が、室内を負圧にし侵入浸水を加速さ

せた。

鑑定の結果、106 項目の損害金について、その多くは設計者（5 割）、設計不備指摘

義務を果たさなかった施工者も約 3 割の負担とした。
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５．全体討論

Q：（白田）擁壁の側面から冷気が伝わり地盤が凍結して水平方向に擁壁を押して変形して

しまった件で、調停案として、擁壁の裏側に断熱材施工とありますが、工事後その変形が

戻ったのか？

A：（佐藤民佳）断熱材施工で、擁壁頂部の変形は止まったと思うが、工事後の確認はして

いない。

Q：（マブチ？）擁壁の側面からの凍害は、今まで一般的には考えていなかったが、これか

らは、設計・施工でも考えていかなければならないのか？

A：（佐藤民佳）私は、２５年位前にこの種の凍害対応をやった経験がありますが、一般的

な知見としては広がっていないかもしれない。このような水平方向の凍害の研究は行われ

ている。今後は、設計・施工で考慮したほうが良いと思う。

Q：（東）ALC 版に磁器タイル張りの外壁が、凍害によりタイルが剥離したという事例です

が、最近では、このような施工は、行われていないと思いますが、この知見が、広く知ら

れていなかった頃の施工案件で、設計・施工上の瑕疵があるのか？

A：（佐藤民佳）調停する立場で言うと、安全にかかわるもの、この場合は、タイル剥離落

下などは、瑕疵になるのではないかと考えている。

意見：「司法支援会議北海道支部の設立は、今後の（道内の）建築紛争解決にとって有用で

喜ばしい」旨の発言があった。

Q（橋本）屋根からの落雪被害の事例ですが、原告が被告に対して、落雪防止工事を要求し

た場合、工事には、かなりの費用がかかると思いますが、調停案としては、何を基準とし

て改修案を選択、提示するのか？

A（山本）落雪防止策としては、雪止め金具の設置、屋根軒先にヒーター設置、屋根形状の

変更、落雪防止フェンスの設置などいくつかある。原告は、とにかく雪を落とさないでほ

しいということを主張するが、調停案を提示するときは、隣地の環境、経済的な問題も考

慮して、建築的知見で、安価で効果の上がるものを提案している。

Q＆意見（柿崎正義）私は東京に住んでいるが、隣地に新築住宅が計画されている場合、民

法上は、敷地境界からのあき寸法は、1.5m で良いことになっているが、万が一落雪などが、

ある場合は、住宅メーカーに計算させ、間違いなく落雪被害が及ばないことを確認し、念

書をとっておくことも考えられる。隣地の方々に対しても住宅メーカーは、説明責任があ

ると思う。東京地裁は、調停の時は、基本的には、調停委員は 1 名であるが、札幌地裁で

は、2 名を原則とされているようだが、2 人の意見が、相反するような場合は、大変困るの

ではないか？

A（長谷川統括判事）調停委員が 2 名で色々な相反する意見を出していただくのは、議論を
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深めることができるので、むしろ良いものと思っている。それにより裁判官が、より精度

の高い判断ができるのではないかと思っている。

Q(加藤)結露は、温度や湿度、断熱材など種々の条件で変わってくるので難しい問題でしょ

うが、この結露が原因で訴訟にいたる案件は、多いのでしょうか？実際どのような訴訟事

例があるのでしょうか？

A（天崎）内部結露で、壁内部の木造構造体が、腐ってくるようなことがあり、このような

訴訟は、多いと思います。その場合、実態としてはリフォームで解決しているものが多い

と思われます。

Q（藤原）内部結露によって壁内部が濡れることは、説明を聞いて理解できましたが、それ

が、床を濡らすほどの量の水分になるのでしょうか？また、壁厚が厚く、多重構造になっ

ていても、結露が生じるのでしょうか？

A（天崎）内部結露は、壁内部に水蒸気が侵入したことが原因になる。どのくらいの水分が

入るかは、資料は少ないが、カナダの住宅マニュアルでは、１㎡のプラスターボードに２

㎝角の穴をあけると、ひと冬に 30ℓの水が入るとあります。床を濡らすくらいはありそうだ。

穴をあけなければひと冬に 0.3ℓである。実際の住宅では、コンセント周りの隙間から水蒸

気が入ることになる。気密性を確保することで改善できる可能性がある。また、適切に通

気層を設けると、仮に壁内に水分が入り込んでも、そのかなりの部分を逃がすことができ

る。

Q（村本）私も結露が原因で壁を張り替えたことがありますが、施工者に問い合わせると、

『10 年も経ってますからねえ』と言われましたが、住宅関連の訴訟で 10 年経過していると

いうことが目安なんでしょうか？

A（長谷川統括判事）時効ということがあり、一般的には、債務不履行で 10 年とか 5 年と

かという時効がありますから、業者がそれを念頭に置いた答えだったのかもしれません。

Q（鈴木）トップライトの熱損失が大きいということですが、この断熱改修はどのような方

法で行われたのでしょうか？ また、窓ガラスその他の（直接）対策の他に、室内環境的

な問題点や注意点はありますか？

A（駒木根）トップライトからの遮熱ということで、ポリカーボネートと複層ガラスの 3 層

構造として対応した。より基本的な問題があったとしても、施工完了後に建築計画そのも

のを、抜本的に変えることは難しいので、実際にはこのような対応になると思う。

Q（今泉）先ほどの長谷川統括判事の講演にもありましたが、『施主は、無理な要求をしな

い。設計・施工者は、無理な工事を引き受けない』ということが重要と思います。建築主

の相矛盾するニーズを要求した結果、ニーズに一部合わない工事が施工されたことについ

て、建築主側に責任はないのか？

A（駒木根）事例は、『高断熱、高気密』の住宅を強く求められていたにもかかわらず、建
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築主からの要望で、熱損失の大きい大きな窓、トップライトを配し、外壁にデザイン上換

気口なし、大きな吹き抜けなどを設け、その結果 『高断熱、高気密』化が十分には実現

できなかった。このような相矛盾する建築主のニーズに対しては、設計者の十分な説明責

任がある。技術的に無理なら断ることもありうる。

A（長谷川総括判事）相矛盾するニーズに対しては、説明責任が重要だ。たとえば熱損失の

大きいトップライトを設けると、どんな悪さをするかなどそのリスクを建築主に説明して

おくことが必要で、また記録に残すことも重要だ。

Q（上谷運営委員長）原告、被告双方に納得のいくうまい調停案が提案されるということは、

調停委員の専門知識の高さや技量によるところが大きいように思う。つまり調停委員によ

って、結果が変わってくるようなことがあるかもしれない。今後、良い調停案を引き出す

には、どんな仕組み、対応が必要であるか？

A（長谷川総括判事）札幌地裁の場合は、二人の調停委員で対応しているので、それぞれの

専門的知見で、より良い調停案が提案できると思う。またこの二人の調停委員では、専門

的知見が足りないということであれば、さらにもう一人を選任しアドバイスを受けること

ができる。またこの調停委員では対応できない事項があれば、さらには、鑑定に出すこと

もできる。

A（佐藤）多くの建築関連の調停委員がおり、横の連携で、他の委員に部分的にアドバイス

を受けることも可能である。

Q（上谷運営委員長）訴訟となる不具合が、施工例の少ない新技術や新材料に起因し、設計・

施工当時は、その知見がまだ世の中広く知られていない状況で、その後技術の進歩、研究

により不具合として知られるようになるという場合がある。このタイムラグがある場合ど

のように考えたらいいのか？

A（長谷川総括判事）施工当時まだ知られていなかった技術を使用して、その後不具合が生

じて訴訟になる例がある。設計者・施工者が採用技術、工法、材料について例えば『性能

が安定していない』とか、『劣化が少し早い可能性がある』とか、採用によってのリスクを

建築主に、説明する必要があり、説明責任がある。特に、新規開発された材料（薬剤、塗

料など）の場合は、施工者よりもメーカーの責任が大きいと考えられる。もちろん新技術

については、十分な試験をして、性能が安定してから世に出すことが重要である。

Q 意見（上谷）今回司法支援会議北海道支部設立ということで、建築界と法曹界の連携を

強めさらにより良い調停へ繋がることを望む。全国へも広げ、ネットワークができること

を望む。

Q（諏訪）北海道は、泥炭地盤が多いと思うが、泥炭上の建物の傾斜、不同沈下などの裁判

は、多いか？
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A（佐藤）不具合事例は、あると思います。私が担当した案件では、杭の施工不良により家

が傾いた例がありますが、これは杭施工業者が施工不良を認めた判例はあります。

Q（鈴木）建築的専門知識を持った判事がいれば、もっと迅速により良い判断ができるので

はないかと思うが、判事は、短い期間で転勤、転部があり専門性を持つことができない。

今後、判事が技術的専門性を取り込んでもらいたいが？

A（長谷川総括判事）判事は、建築の技術には、詳しくないのが実情である。裁判官の役目

としては、原告、被告の話をよく聞き、専門家の調停委員の意見を聞き、双方の納得でき

る調停案ができる環境を整え、マネジメントすることである。また判事が、転勤・転部に

なっても建築担当部内には、今までの知見、知識が蓄積され、専門性は維持継続されてい

くことになる。なお札幌地裁では、民事第３部は、建築集中部となっている。

Q・意見（小野）今までの話を聞いて、ますます建築界と法曹界の連携が重要であることを

認識した。今回、司法支援会議北海道支部の設立であったが、これを全国へ広げ、主要都

市には、司法支援会議の支部を立ち上げてもらいたいと思っている。

６．まとめ（井野）

北海道の司法支援会議が発足してから、我々が関与した案件約 600 件ある。そのうち今回

のフォーラムで取り上げた『積雪寒冷地における建築紛争』は、約 1 割である。まだまだ

多くの紛争がある。高い専門性を有する調停委員などが、参加することにより、公平、迅

速に紛争の解決につながる。先にご指摘あったように、調停委員の専門性は、多岐にわた

り、2 人の調停員では、知見不足もありうる。しかし北海道支部には、25 名の調停委員、

専門委員がおり、その方たちとの連携を十分とることもできるし、建築学会のネットワー

クも活用することができる。今後さらに、司法支援会議は、裁判所との連携で、公平、迅

速な紛争解決を目指したいと思う。さらに一般の方も多数参加していただき、司法支援会

議への励ましのお言葉をいただき、我々も元気と勇気をいただきました。これからもどう

ぞよろしくご協力いただきたいと思います。

７．閉会の挨拶（柿崎正義）

司法支援会議の交流普及部会に一環としてこのようなフォーラムを開いていただきありが

とうございます。今までは、東京、大阪などで、紛争にかかわる講演会を開いたりしてお

りましたが、なかなか地方へは、情報が伝わらなかった。そこで今回のように建築学会大

会の折に『建築紛争フォーラム』を開き地方独特の問題の提起、解決を広く市民の皆様に

も開示してきた。今回は第 5 回目の『建築紛争フォーラム』で積雪寒冷地特有の建築紛争

について講演いただいた。充実した内容で、是非同じ積雪寒冷地の東北、北陸地方などへ

の情報展開をしていただきたい。印刷物にして残しておくことは重要だ。これから、建築

紛争を減らすため、今までの知見を、全国へ展開すべきである。 以上


