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　1995年（平成７年）に発生した阪神・淡路大震災では、多数の死傷者や建

物倒壊等の被害が発生しました。その翌年、日本弁護士連合会は、消費者問

題対策委員会に土地・住宅部会を設置し、消費者の視点から土地住宅問題に

関する研究や提言を行うべく活動を開始しました。

　同委員会は、建築行政や関連法案に対し、多くの提言や研究成果を発表す

る一方、『いま、日本の住宅が危ない！』、『消費者のための家づくりモデル約
款の解説』、『欠陥住宅被害救済の手引』（いずれも民事法研究会刊）などの出版

を通して、欠陥住宅被害の予防と救済に役立つ取組みを続けてきました。

　そのような取組みを踏まえ、2005年（平成17年）11月には、日本弁護士連

合会第48回人権擁護大会において、シンポジウム「日本の住宅の安全性は確

保されたか――阪神・淡路大震災10年後の検証」を開催し、安全な住宅に居

住することが基本的人権であることを明らかにしてきました。その直後に、

いわゆる耐震強度偽装問題が発覚し、「安全な住宅に居住する権利」を具体的

に実現していくことの重要性がますます明らかとなりました。

　前回の改訂から10年が経過しようとする中、2011年（平成23年）発生の東

日本大震災による宅地・地盤被害の顕在化、2016年（平成28年）の熊本地震

による戸建て住宅に関する建築基準法令の問題などが強く認識される状況と

なっており、重要な最高裁判例をはじめ裁判例も多数出されるに至っていま

す。

　本書は、これまで、多くの弁護士に愛用されただけでなく、建築士や研究

者、さらには消費生活相談員など建築紛争にかかわる専門家の方々から高い

評価を受け、欠陥住宅被害の予防と救済に一定の影響と役割を担うことがで

きました。しかし，欠陥住宅被害はなくならないばかりか、消費者の立場か

らますます予防と救済活動が強く求められています。関係各所から前回の改

訂後の立法・行政・裁判等の進展や宅地・地盤関係の視点も踏まえた改訂の

希望が寄せられ、本書を改訂する運びとなりました。
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　安全で良質な住宅を確保し居住することは人間らしい生活をするうえでの

大前提であり、まさに基本的人権にほかなりません。本書が、欠陥住宅によ

る悲惨な被害の撲滅に少しでも寄与・貢献できれば、望外の喜びであります。

　　2018年５月

日本弁護士連合会

会　長　菊　地　裕太郎
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　欠陥住宅被害救済のための実践的な実務書として多くの弁護士・建築士・

研究者・消費生活相談員などから高い評価を受けてきた『欠陥住宅被害救済

の手引〔全訂三版〕』の発行から10年が経過しようとしています。

　この間、日本を代表する企業による免震ゴム偽装問題、マンション杭打ち

データ偽装問題など、集合住宅の安全性に対する信頼を揺るがす事件が発生

し、さらに、大地震だったとはいえ、熊本地震では、多くの木造住宅が倒壊

し、犠牲者を出しました。

　わが国は、世界有数の地震国であり、これまで、建築基準法の度重なる改

正により建物の耐震基準が強化されてきていますが、2011年（平成23年）発

生の東日本大震災による宅地・地盤被害や、2016年（平成28年）の熊本地震

による戸建て住宅倒壊被害は、自然災害として済ませるべき事象ではなく、

設計・施工者側が消費者の立場に立って住宅建築を行っていなかった実態を

明らかにしたものでした。

　欠陥住宅といえば、設計ミスや手抜き工事を想定するかもしれません。し

かし、想定される事象に対し、期待される安全性を保てない住宅は欠陥住宅

です。住宅は居住者らの生命・身体を守るものです。住宅の新築・購入は、

多くの消費者にとって、人生に一度の最大の買い物であり、それが欠陥であっ

たときには、生命・身体が危険に晒され、また、立ち直れないほどの経済的・

精神的な打撃を受けます。住居が借家であっても、その倒壊や損傷による被

害を入居者が受け、甚大な経済的被害となることに変わりはありません。

　そのような大きな被害からきちんとした救済を図るための最新の道筋を示

したものが、本書です。欠陥住宅をつかまされてしまった人、住宅の安全性

が欠けたために被害に遭った人たちの救済のための「手引」なのです。また、

これから住宅取得を考えている方にとっても大きな予防の「手引」となるも

のです。

　建築問題は、専門的で難しいといわれますが、本書は、まさに「被害救済
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の手引」として、被害を受けた方々が、きちんとした被害救済を受けられる

ために、誰にどのような責任を追及できるのか、どのような方法で追及する

のか、どのような法律構成をし、どのような資料を集めればよいのか等々、

まさに実践のために必要不可欠の知識や情報を提供しています。

　この10年間に積み重ねられた被害救済のための必須の裁判例も多数加え、

実務の進展・問題点にも網羅的かつ的確に対応し、民法（債権関係）改正に

も触れ、まさに「必携の書」となっています。

　「安全な住宅に居住する権利」は国民の最も重要な基本的人権の１つです。

本書が安全・安心で平穏な暮らしを確保し、被害救済の一助になれば幸いです。

　　2018年５月

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会

委員長　瀬　戸　和　宏
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Ⅲ　責任追及の法律構成②――売買型

１　売主の責任

⑴　瑕疵担保責任

ア　損害賠償請求

　購入した建物に「隠れた瑕疵」があった場合、買主は売主に対し、瑕疵担

保責任に基づいて損害賠償請求をなしうる（民法570条・566条１項）。

　売主の損害賠償責任の範囲について、最高裁判例はなく、下級審裁判例は

以下のとおり主として３つに分かれており、統一的な説明は困難であるとい

われている。また、学説上も、信頼利益か履行利益かという講学上の概念の

違いで賠償の範囲が異なるとはいえないとする見解が有力である。改正民法

は売主の瑕疵担保責任を債務不履行責任に統合したので、損害賠償の範囲は

信頼利益の賠償に限られない。

①　信頼利益の賠償に限るとしたもの　　大阪地判平成３・６・28判時

1400号95頁、神戸地判平成９・９・８判時1652号114頁、東京地判平成

13・６・27判タ1095号158頁・欠陥住宅判例［第２集］32頁、東京地判

平成16・10・28判時1897号22頁、東京地判平成17・12・５判時1914号

107頁・欠陥住宅判例［第４集］438頁など。

②　信頼利益以外の賠償（修補費用、弁護士費用、慰謝料等）を認めたもの

　　神戸地判平成11・７・30判時1715号64頁・欠陥住宅判例［第１集］130頁、

大阪地判平成12・９・27判タ1053号137頁・欠陥住宅判例［第２集］４頁、

京都地判平成12・10・16判時1755号118頁・欠陥住宅判例［第２集］198頁、

東京地判平成15・４・10判時1870号57頁、東京地判平成18・１・20判

時1957号67頁、福岡高判平成18・３・９判タ1223号205頁、東京地判

平成21・２・６判タ1312号274頁、福岡地裁小倉支判平成21・７・14判

タ1322号188頁など。
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③　売買代金額の範囲に限定されるとしたもの　　千葉地裁松戸支判平成

６・８・25判時1543号149頁、東京地判平成９・５・29判タ961号201頁、

東京地判平成16・４・23判時1866号65頁、札幌地判平成17・４・22判

タ1203号189頁、東京地判平成20・６・４判タ1298号174頁など。
イ　瑕疵修補請求

　買主の瑕疵修補請求権については民法上明文の規定がなく、最高裁判決も

ない。この点、民法の瑕疵担保責任の本質を特定物売買のみに適用される法

定責任であると理解する立場から、当該瑕疵ある物の給付によっても履行は

完了するので、瑕疵修補請求権は認められないとの見解もある。

　しかし、不動産業者による新築分譲住宅やマンション等の場合には、当事

者意思の合理的解釈等の法律構成により、売主に瑕疵なき物の給付義務を認

め、瑕疵補修請求権を認めるべき場合もあるとの見解（柚木馨ほか編『注釈民

法⒁〔新版〕』397頁）も有力であり、裁判例にも、瑕疵担保責任としてではな

いが、売主の本来の債務として瑕疵修補を認めたものがある（神戸地判昭和

61・９・３判時1238号118頁）。

　品確法の適用がある瑕疵については、同法が民法634条１項（請負人の瑕疵

修補義務）を準用していることから、瑕疵修補請求権が認められる。

　改正民法においては、売買の目的物に瑕疵がある場合には契約不適合とし

て、追完請求権が認められる。
ウ　契約解除

　購入した建物に「隠れた瑕疵」があり、「契約をした目的を達することがで

きないとき」には売買契約を解除できる（民法570条・566条１項）。「契約をし

た目的を達することができないとき」とは、修繕不能である場合はもとより、

修繕が物理的に可能であっても、長時間を要して適時にこれをなすことがで

きず、あるいは多額の修繕費を要して経済上合理性の認められない場合には、

これは修繕不能と解すべきである（柚木ほか編・前掲書376頁、大判昭和４・３・

30民集８巻226頁）。

　解除を認めた主な裁判例としては以下のものがある。
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・東京高判平成６・５・25判タ874号204頁（マンション、雨漏り等）

・横浜地判平成９・７・16欠陥住宅判例［第１集］48頁（建売新築住宅、

不同沈下等）

・大阪地判平成11・６・30欠陥住宅判例［第１集］60頁（売建新築住宅、

基礎欠陥等）

・神戸地判平成11・４・23欠陥住宅判例［第１集］358頁（中古マンション、

蟻被害）

・大阪高判平成13・11・７欠陥住宅判例［第２集］４頁（売建新築住宅、

軸組長さ不足等）

・東京地判平成13・６・27欠陥住宅判例［第２集］32頁（建売新築住宅、

地盤沈下）

・東京地判平成13・１・29欠陥住宅判例［第２集］124頁（建売新築住宅、

不同沈下等）

・大阪地判平成12・10・20欠陥住宅判例［第２集］146頁（建売新築住宅、

耐火性能の欠如等）

・釧路地裁帯広支判平成15・３・31欠陥住宅判例［第３集］64頁（建売

新築住宅、床下浸水等）

・京都地判平成16・２・27欠陥住宅判例［第３集］116頁（売建新築住宅、

構造欠陥等）

・神戸地裁尼崎支判平成16・３・23欠陥住宅判例［第４集］98頁（中古

住宅、擁壁傾斜亀裂等）

・東京地判平成17・12・５判時1914号107頁・欠陥住宅判例［第４集］

438頁（新築マンション、シックハウス等）

・大阪高判平成20・１・23欠陥住宅判例［第５集］360頁（建売戸建て、

接道要件不備）

・横浜地判平成22・３・25欠陥住宅判例［第６集］62頁（中古戸建て、擁

壁の基準不適合等）
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・盛岡地判平成25・８・28欠陥住宅判例［第７集］208頁（戸建て請負、

床・壁に多数の瑕疵）

⑵　不法行為責任

　売主が建設業者で、自ら建築した建物を売却したような場合には、請負人

と同様に、自らが建物の瑕疵を作り出しているから、瑕疵の作出に過失があ

り、不法行為責任を負う。

　売主が建物を建築したのではない場合でも、売主が当該建物に瑕疵がある

ことを知りまたは容易に知り得たにもかかわらず、これを秘して売却した場

合など、瑕疵ある建物を販売したことについて故意・過失が認められる場合

には、買主は、売主に対し、契約責任とは別に不法行為責任（民法709条）を

追及できる。

　前記Ⅱ（請負型）で述べたとおり、わが国の判例・通説は、契約責任と不

法行為責任の関係について請求権競合説に立っているので、不法行為の成立

要件を満たす限り、売買契約の当事者間においても不法行為が成立する。

　売主の不法行為責任を認めた主な裁判例は以下のとおりである。

・千葉地裁一宮支判平成11・７・16欠陥住宅判例［第１集］98頁（立地

不適合）

・札幌地判平成13・１・29欠陥住宅判例［第２集］72頁（公庫仕様違反）

・大阪地判平成12・10・20欠陥住宅判例［第２集］146頁（防火性能、不

実告知）

・大阪地判平成12・６・30欠陥住宅判例［第２集］170頁（不実告知）

・京都地判平成13・８・20欠陥住宅判例［第３集］４頁（構造耐力）

・大阪高判平成14・９・19欠陥住宅判例［第３集］４頁（構造耐力）

・松山地裁西条支判平成14・９・27欠陥住宅判例［第３集］30頁（構造

耐力）

・釧路地裁帯広支判平成15・３・31欠陥住宅判例［第３集］64頁（構造
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めた神戸地判平成14・11・29裁判所ウェブサイト、400万円の慰謝料を認め

た静岡地裁沼津支判平成17・４・27欠陥住宅判例［第４集］258頁、500万円

の慰謝料を認めた名古屋高判平成19・６・20欠陥住宅判例［第５集］106頁

などをあげることができる。

　その他慰謝料を認容した裁判例は、以下の表のとおりである。

〔表１〕　慰謝料を認容した裁判例

番
号

判決年月日
認めら
れた慰
謝料額

入手経緯 
入手時期

相手方
認められ
た法律構

成・損害額

認定された
欠陥

慰謝料を認めた
理由

１ 大阪地判 
S57.5.27 
判タ477号
154頁

60万円 請負 
昭和40
年10月

建築士 債務不履
行（不完全
履行） 
185万9500
円

〔構造〕水
平外力に対
する耐性の
不足。

建設直後から瑕
疵に悩まされ、
建物を取り壊し
て居宅を再築す
るに至ったため。

２ 名古屋高判 
S57.6.9 
判時1051号
99頁

50万円 請負 
昭和47
年８月

請負人 瑕疵担保 
307万6189
円

〔雨漏り〕
防水工事不
十分による
雨水の浸入

入居後まもなく
始まった雨漏り
によって不快な
生活を余儀なく
されたため。

３ 大阪高判 
S58.10.27 
判時1112号
67頁

100万円 請負 
昭和45
年９月

請負人 瑕疵担保 
1515万
4183円

〔その他〕
不十分な接
合等、構造
計算のやり
直しを行わ
なかった 
〔防火・耐
火〕主要構
造物が耐火
構造とされ
ていないこ
と等

請負契約締結ま
での経緯、補修
の請求や補修の
実施等に心労し
たこと、訴訟の
ために時間的資
力的にも多くの
ものを費したこ
と、建設会社側
の対応を考慮し
たため。

４ 大阪地判 
S59.12.26 
判タ548号
181頁

80万円 請負 
昭和54
年12月

請負人 瑕疵担保 
1545万円

〔構造〕土
工事および
基礎底盤に
おける基礎
の構造耐力
に影響を及

建築途中から通
し柱の腐朽をめ
ぐる紛争に悩ま
され、建築後も
数多くの瑕疵の
存在が判明し、
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ぼす欠陥等 大きな打撃を受
けたため。

５ 山形地裁 
新庄支判 
S60.2.28 
判時1169号
133頁

350万円 請負 
昭和54
年12月

請負人 瑕疵担保 
2708万
9260円

〔その他〕
薬局、診察
室等間の
パーティ
ションの
レール調整
等約90点の
補修箇所

理想的な医院建
築のための発注
にもかかわらず
90点余りにも及
ぶ瑕疵を残した
こと、建設会社
の対応、本件提
訴のために時間
と費用を多く費
やしたこと、将
来にわたり当初
の目的の達成は
期待できないこ
と等を考慮した
ため。

６ 神戸地判 
S61.9.3 
判時1238号
118頁

80万円
700円

売買 
昭和53
年５月

売主 債務不履
行、瑕疵
担保、不
法行為 
316万6000
円

〔地盤〕敷
地（地盤）
の盛土につ
き締固めが
不十分であ
るために生
じた不等沈
下

念願の住宅を購
入したものの、
これに瑕疵があ
ることによって
多大の精神的苦
痛を受けたため。

７ 大阪地判 
S62.2.18 
判タ646号
165頁

①80万
円、②
80万円、
③20万
円

請負 
昭和50
年

①請負
人、②
設計会
社、③
設計会
社代表
者

①瑕疵担
保②民法
旧44③不
法行為 
①3062万
5520円、
②2355万
9499円、
③2345万
2848円

〔構造〕鉄
骨柱柱梁の
接合部分に
おいて構造
力学上支障
が生じたこ
と、剛接合
たる完全溶
込溶接がな
されておら
ず、その存
在応力を十
分に伝達し
うる構造に
なっていな

①建物の瑕疵の
判明により大き
な打撃を受け、
請負業者との補
修交渉などによ
り多大の精神的
労苦を受けたた
め。②③念願の
建物を新築した
ものの瑕疵に悩
まされ、建物が
傾斜して北隣の
建物にもたれか
かっていること
に対する近隣へ
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Ⅰ　瑕疵判断基準の参考になる裁判例
　瑕疵の認定において参考になる裁判例としては、以下のものがある。

⑴　最高裁判決

１．最判平成15・10・10判時1840号10頁・欠陥住宅判例［第３集］464頁（請

負・鉄骨造）

　建築請負工事において約定に反する太さの鉄骨が使用されたことに

ついて、注文者が瑕疵であると主張したのに対し、請負人側から構造

計算上は居住建物としての安全性に問題がない旨反論された事案。

　判決は、請負契約における当事者間で、本件建物の耐震性を高め、

耐震性の面でより安全性の高い建物にするため、主柱につき断面の寸

法300mm×300mmの鉄骨を使用することが、特に約定され、これが

契約の重要な内容になっていたにもかかわらず、この約定に違反して

同250mm×250mmの鉄骨を使用して施工された主柱の工事には瑕疵

があると判断した。

⑵　下級審裁判例

２．大阪地判昭和57・５・27判タ477号154頁（請負・鉄骨造）

　軽量鉄骨造陸屋根３階建ての建物に使用された鉄骨が、日本軽量鉄

骨協会作成の軽量鉄骨建築指導基準および日本建築学会作成の薄板鋼

構造設計施工基準に達していないことについて、両基準が、建築物の

安全性を確保する見地から遵守されるべき基準として作成されたもの

で、建築の分野において権威ある基準として是認されてきたことは、

証拠から明らかであるから、右両基準を無視して３階建ての建築物で

ある本件建物の主要構造部に板厚1.6ｍの鉄骨を採用した設計、それ

による施工は、特殊な材料、構法を用いる等、右両基準に定めるもの

と同等以上の耐力を確保していると認められる特段の事情がない限
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り、構造耐力上の危険を孕み、建築物が本来有すべき安全性に欠ける

ものと推認せざるを得ないと判断した。

３．松江地裁西郷支判昭和61・10・24判例集未登載（請負・木造）

　注文者としては少なくとも一般庶民住宅を対象とする公庫仕様書を

下回ることがないとするのが通常であるから、明示がない事項につい

ては公庫仕様書の工事施工基準に照らし瑕疵の有無を判断するのが合

理的であるとした事例。

４．神戸地判平成９・８・26欠陥住宅判例［第１集］38頁（請負・木造）

　公庫仕様は、公庫融資対象物件について定められているものである

が、一般的には、木造建物を建築する場合、公庫仕様に基づいて精度

を確保するという手法がとられているとして、公庫仕様を欠陥の判断

基準として用いた事例。

５．大阪高判平成10・12・１欠陥住宅判例［第１集］412頁（請負・鉄骨造）

　耐火構造等が問題になった事案において、建築基準法規は最低限保

有すべき性状であり、居住者の安全性にかかわる重要な構造仕様で

あって、建築基準法が必要不可欠なものとして規定していることから、

明示の合意がなくとも、請負人はこれに適合した建築物を建築すべき

義務を負っているものと解されると明確に述べた事例。

６．大阪地判平成12・６・30欠陥住宅判例［第２集］170頁（新築売買・

鉄骨造）

　耐火建築物でなければならないにもかかわらず、主要構造部である

柱、梁の耐火被覆がなく、床の小梁、根太、壁の下地、屋根の下地、

階段はいずれも木製であり、全く耐火構造となっておらず、外部の開

口部に甲種防火扉が設置されていない等、所定の耐火性能を欠いてい

ると認定された事例。

７．京都地判平成13・10・30欠陥住宅判例［第２集］342頁（請負・鉄骨造）

　注文者の年齢や身長に限りなく配慮した設計・施工をすべきであっ

たのに、窓や鏡、ユニットバスや換気扇スイッチなどの位置が高すぎ
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Ⅴ　取壊し・建替えを認めた裁判例
　取壊し・建替えを認める理由となった瑕疵としては、鉄骨造の建物におけ

る溶接不良、地耐力（地盤の支持力）の不足、構造上または防火上の安全性に

かかわる瑕疵が多数存在する建物などがある。

⑴　最高裁判決

43．最判平成14・９・24判時1801号77頁・欠陥住宅判例［第３集］292頁（請

負・木造）

　注文建築により完成した建物に重大な瑕疵がある場合に、請負人の

瑕疵担保責任に基づく建替え費用相当額の賠償請求を肯定した。

　判決は、建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合には、

建物を収去することは社会的経済的に大きな損失をもたらすものでは

なく、また、建替えに要する費用を請負人に負担させることは、請負

人に過酷であるともいえないとして、民法634条１項ただし書の趣旨

に反しないと判断した。

⑵　下級審裁判例

44．大阪高判昭和59・12・26判タ548号181頁（請負・木造）

　建物に、その基本的、構造的部分に重大な瑕疵があること、特に、

基礎底盤、構造仕口、通し柱の瑕疵について建築基準法、同法施行令

に定められている構造耐力を維持するための補修をするには、その当

該工事時点まで戻す必要があり、そのためには基礎部分、内外装等を

いったん撤去する必要があること、新築建物を前提とすれば住居とし

て美匠上も一部補修することでは賄えないし、いったん軸組に組み込

まれた木材はそれ自体欠陥のない木材でも一種の変形を来しているか

ら、当該内外装材をそのまま使用するためには、かえって多額の費用

を必要としその他経費上も、個々の部分的な補修より新規に建て替え
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たほうが経済的であるとして、請負人に建替え費用相当額の損害賠償

を命じた事例。

45．神戸地裁姫路支判平成７・１・30判時1531号92頁（請負・鉄骨造）

　完全溶込み溶接すべきところを隅肉溶接した施工等について不法行

為責任を認定し、被告の具体的危険を感じさせる兆候は何もないため

建物の解体撤去建替え費用を請求することは過大であるとの主張につ

き、本件は民法634条１項ただし書が予定する場合ではなく、むしろ

重大な瑕疵であるからこそ補修費用も増加するものであるとして取壊

し・建替え費用を損害とした事例。

46．神戸地判平成９・８・26欠陥住宅判例［第１集］38頁（新築売買・木造）

　兵庫県南部地震によって倒壊した建物について、建物１階部分の柱

と横架材の結合および筋かいと横架材の仕口の結合が、施行令を具体

化した公庫仕様に反し、性能不足であり、これに１階の東西の間仕切

り壁の不足および配置のバランスの悪さが加わって倒壊したものであ

るとし、建物代金相当額は瑕疵がないことにより被った損害（信頼利

益）の賠償と表現して、その賠償を認めた事例。

47．神戸地裁尼崎支判平成12・10・27欠陥住宅判例［第２集］190頁（新

築売買・混構造）

　瑕疵として、建築確認図書において指示されている１階天井スラブ、

壁梁、地中梁および建築基準法所定の防火性能の欠如、ホールダウン

金物の未施工、耐力壁の厚さ、基礎スラブの堅牢さ不足を認定し、鉄

筋コンクリート造部分（１階）については全部解体撤去してやり直す

必要があり、木造部分（２、３階）についても補修工事は事実上不可

能か多額の費用を要することになるとして、取壊し・建替え費用を損

害として認めた事例。

48．長崎地裁大村支判平成12・12・22欠陥住宅判例［第２集］294頁（請

負・木造）

　瑕疵として、ⓐ基礎構造について、確認図書どおりの地中梁がない、





385

あとがき

あとがき

　本書は、欠陥住宅被害の予防と救済に取り組む実務家（弁護士・建築士・研

究者・消費者相談員はもとより裁判官等）の方々に広く使用されてきました。

　阪神・淡路大震災の筆舌しがたい被害や土地・住宅部会の立上げの経過は、

はしがきや序文に書かれているとおりです。

　本書の具体的改訂作業は、森竹和政前部会長のもとスタートしました。森

竹前部会長は、1995年（平成７年）１月17日発生の阪神・淡路大震災を学生

として体験された弁護士です。その経験（不安と恐怖）と被害救済への想いに

は心うたれるものがありました。当時、私も親族が神戸市長田区におり（宿

泊したこともありましたので）安否確認のため何度も何度も電話しましたがつ

ながらず、言葉に表せない不安や恐怖を感じたものです。2011年（平成23年）

発生の東日本大震災のときは、地元宮城県（仙台市）の事務所（10階建てマン

ション）で打合せを終えた直後で、「倒壊するのではないか」との恐怖を感じ

ながら相談者には早々に事務所から退去してもらったこと、沿岸部の津波被

害の映像を見ながら底知れぬ不安感・恐怖が込み上がってきたことは、今な

お鮮明に覚えています。東日本大震災直後、被災現場に足を運ぶ中、隣の建

物はそのままなのに「先生、どうしてうちのは倒壊したのですか」、「業者は、

宮城県沖地震、阪神・淡路大震災を受けて『安全』『安心』と言っていました。

それなのになぜ……」等々の涙ながらの切実な訴えを受けながら、あらため

て住宅が人間生活の基礎をなすこと、「安全な住宅に居住する権利」が１人ひ

とりの生活の場で実現されるべきであることを心に刻みました。

　建築訴訟に関する裁判例が蓄積され、各種論考・書籍が公表される中、建

築訴訟の技術・理論の一定の進化が図られてきたことは、欠陥住宅被害の

予防と救済の面にも有意なことではあります。他方、これら論考・書籍は、

必ずしも現実に欠陥住宅被害に遭っている市民の救済の視点からのものでは

なく、被害救済と予防の観点から本書の改訂を求める声に接することも多く

なってきていました。



あとがき

386

　本書が、「安全な住宅に居住する権利」を実現すべく、欠陥住宅被害救済に

取り組もうとする心ある方々の一助になることを期待しています。

　本書は、当部会所属の委員と幹事の熱心な議論と検討によるもので、心か

ら謝意を表します。とりわけ、森友隆成委員には実質上の編集長として作業

を取りまとめていただき、森友委員の奮闘なくしては発行に至れなかったも

のです。また、民事法研究会の軸丸和宏氏には、膨大な作業に熱心かつ根気

強くお付き合いいただきながら的確なアドバイスをいただき、心から感謝申

し上げます。

　　2018年５月

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会

副委員長（土地・住宅部会長）　千　葉　晃　平
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