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Ⅰ 不動産売買

事例番号

1 「あなたの土地を転売しませんか」というはがきの勧誘に

応じて「広告依頼」をし，50万円を支払ったが，その後何

の連絡もないので，返還を求めたところ，35万円の返還が

認められたケース

58……

2 申立人は，隣家に居住している相手方から申立人所有の自

宅の購入の申込を受けて売却すべく動いたが，相手方が購

入を中止したために，申立人が相手方に損害賠償を請求

し，相手方が５万円の解決金を支払って解決したケース

61……

3 別荘地を800万円で購入したが，「急傾斜地の崩壊による災

害の防止に関する法律」に基づく県の規制を受けているこ

とが判明したとして売買代金および仲介手数料30万円の返

還を求めたところ，600万円および解決金100万円の返還を

受けることとなったケース

63……

4 和服類展示場で数点購入契約をした後，代金全額を支払っ

たが，品物引渡がなく，その売主は展示会社でないと判明

したが，展示会社が代金の30％を弁償したケース

66……

5 不動産（土地）売買の買主が隠れたる瑕疵（建築制限）が

あると主張し，売主ならびに仲介業者に対し損害賠償を請

求し，和解で解決したケース

69……

Ⅱ 不動産賃貸借

事例番号

6 年金と家賃が収入のすべてという老人が１人暮らしの女性

に老朽化した部屋の明渡を求め，立退料を120万円支払う

ことで解決したケース

74……

36

Ⅰ 解決結果の特色 事例
番号

(1) 迅速解決（略称 迅速解決 ）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

２か月余の審理期間中に10回の審理を行い，難事件を早期

に解決した例

8

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
退職後相当期間経過した社宅明渡事件を２回，45日で解決

した例

9

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
困難な金額調整案件を短期間（56日）で解決した例 10

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
会館の法律相談から紛争解決まで，ちょうど１週間で，し

かも審理時間は２時間足らずという超短期解決の例

11

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
地代改定をめぐる紛争を３回，63日間という短期間で解決

した例

12

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
２回，55日という短期解決の例 14

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
１回，14日間の短期解決の例 15

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
短期間（36日），１回の審理で解決した例 16

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
短期解決（２回，64日）の例 19

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
仲裁人候補者のラブレター作戦により相手方が期日に出席

し１回，38日で解決した例

20

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
１回，22日で解決した例 29

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
２回，60日の短期解決の例 32

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
少額紛争を１回，29日で解決した例 33

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
少額紛争を申立から２か月強，期日４回でスピード解決し

た例

34

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
申立から約３か月，審理回数２回でスピード解決した例 35

第３章 解決事例

47

成・提示が，解決の促進に大きく寄与した例

【審理期間等】
●申立日：５月18日●解決日：11月17日●審理期間：184日●審理回数：５回●
紛争の価額：250万円●成立手数料の額：25万円●負担割合：申立人15万円，相
手方10万円●弁護士の有無：双方にあり●終結結果：和解

調停人初体験の頃

今から10数年前，初めて仲裁センターの調停人を経験しました。犬

にかまれた損害賠償請求や解雇をめぐる係争，デザイン料の請求な

ど，いずれも当事者双方に代理人の付かない事件でした。そして，調

停場面で，それまで自分自身が身に付けてきたつもりの法的紛争解決

能力なるものが，当事者にとっていかに限定的な意味しか持たず，容

易に納得し難いものであることかを思い知らされました。当時は，今

のような調停技法トレーニングのようなものもありませんでしたが，

直感的にカウンセリングやコミュニケーションスキルが必要なのだろ

うと思い，カウンセリングスクールの門を叩きました。そこで２年ほ

どエンカウンター・グループなどの体験学習を行いました。理論や技

法を学ぶものと思っていた私には，さまざまな職業の人が，無知の姿

勢で，何ものにも捉われず，想いを語り合うという展開の中で，身を

もってさまざまなことを え直させられた日々でありました。

「自分自身の問題が解決できていなければ人の話は聞けない」，「こ

の一言がそう受け取られてしまうのか」などなど。スキル重視の傾向

が強いように感じられる昨今，法とは別にコミュニケーションスキル

という新しいツールを発見するだけで終わることなく，自分自身を見

つめ，他者を媒介していくことの意味を問い続けねばならないことを

痛感します。 （中村芳彦）

137

第３章 解決事例

60
セクシュアル・ハラスメントに関する紛争解決請求事件

２人あっせん 加害者申立

既婚の女性社員が，既婚の男性社員からセクシュア
ル・ハラスメントを受けたために過換気発作を起こ
すなどして休職した。会社は，妥協点を見い出すこ
とができなかったので，女性社員と男性社員の両名
を相手方として，適正かつ妥当な解決を求めて，仲
裁を求めたケース

１ X（会社）のY およびY に対する主張

ある年の７月に，女性社員Y が，男性社員Y からセクシュアル・ハ

ラスメントを受けたと申告してきて同日以降は療養のために会社を休み，

９月から休職しました。その後，同年10月に，Y からXに３点の具体的

な要望があったので，Y からヒアリングをし，Y の夫とも協議しまし

たが，妥協点を見い出せませんでした。Y とY の両名が仲裁センター

の利用を了承していますので，適正・妥当な解決を求めて仲裁を求めま

す。なお，申立手数料のほか，期日手数料と成立手数料も，相手方が負担

する分も含めて全額をXが負担します。

２ Y（女性社員）の主張

申立書には，本件と無関係で，Y には知られたくない事実まで記載さ

れていて，Xからも傷つけられました。請求する事項は，①Y と夫に対

する謝罪，②治療費，③休職中の給与と賞与，④慰謝料です。

３ Y（男性社員）の主張

申立書に書かれているようなセクシュアル・ハラスメントはしていませ

ん。いずれも会社の同僚としての行為や，同意のある行為です。

622

争 要いの概

また，被害者の二次被害を少なくするためには，仲裁人が加害者にな

るのはできる限り避けるべきでしょう。私たちは，Yが「軽はずみ

な言動を，謝罪する」といったので，具体的な事実は掘り下げません

でした。訴訟や調停では，具体的な事実を，微に入り細にわたって主

張・証明する必要がありますが，ADRでは，墓場に持っていくべき事

実があった場合，これを口外しないまま，紛争を解決することができ

るのです。もちろん，紛争があったことも解決したことも秘密にし続

けることができます。

２人あっせん制度は，本来的には弁護士と専門家とのペアを想定

した制度ですが，慰謝料額や被害の受止め方について男女差が出てく

るセクシュアル・ハラスメントの事案では，男女ペアのあっせん人を

活用することも許されるでしょう。

し●

①セクハラ事件について会社側からの申立

②男女２人の仲裁人による解決

③厳密な事実認定をしない解決

【審理期間等】
●申立日：１月22日●解決日：４月14日●審理期間：83日●審理回数：４回●
紛争の価額：140万円●成立手数料の額：11万2,000円●負担割合：すべて申立
人●弁護士の有無：な

いく

最終結果：和解
【争いのポイント】
①セクシュアル・ハラスメント行為があったかなかったか。
②不法な行為があったとして，男性社員の支払うべき金額は

する
らか。

③会社は何らかの責任を負担 か。べき

266

▶的確な事例の検索が可能です

第二東京弁護士会の実践事例と技法を紹介 ▶実績に基づいた確かな内容です

入手の難しい解決事例を多数登載 ▶事例解決の追体験ができます

事例の特徴に合わせた進め方の技法、和解契約書の記載例、実施経験を
記載したコラムなど多様な情報提供

▶申請代理人に必要な情報が
　　　one stop で入手できます

２種類のインデックス（紛争の種類ごとに分類した「紛争類型別目次」、
紛争の解決方法の特色ごとに分類した「特色別目次」）を登載

平成19年４月開始
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第１章　ADR概要

第２章　和解あっせん手続の進め方

第３章　解決事例

　〈紛争類型別目次〉
　　Ⅰ　不動産売買
　　Ⅱ　不動産賃貸借
　　Ⅲ　請負契約
　　Ⅳ　その他の契約紛争
　　Ⅴ　不法行為による損害賠償
　　Ⅵ　離婚・婚約解消に伴う諸条件確定
　　Ⅶ　相　続
　　Ⅷ　個別労働関係
　　Ⅸ　境界関係
　　Ⅹ　知的所得権関係
　　 　その他の仲裁事例

　〈特色別目次〉
　　Ⅰ　解決結果の特色
　　Ⅱ　手続主宰者の工夫
　　Ⅲ　紛争類型に応じた工夫
　　Ⅳ　手続の進め方の工夫
　　Ⅴ　審理期日・場所の工夫
　　Ⅵ　仲裁の活用

第４章　和解契約書例
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