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テーマ１ 中古住宅市場の活性化とインスペクション等に関する宅建業法の改正

第１、はじめに

平成 28 年 5 月 18 日、ニッショーホール（東京都港区虎ノ門 2-9-16 日本消防会館内）
において、中古住宅・空き家フォーラム（公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会・

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会・公益社団法人全日本不動産協会・公益社団法

人不動産保証協会・一般社団法人不動産協会・一般社団法人不動産流通経営協会・一般社

団法人全国住宅産業協会が組織。中古住宅・空き家フォーラム実行委員会が主催。国土交

通省が後援。）が開催されました。ちなみに当深沢綜合法律事務所も同委員会の協賛をさ

せていただきましたが、当日の概要をまとめると次のようになります。

〇 わが国は少子化と高齢化に伴う人口減少、さらには世帯数の減少という大きな問

題を抱え、その対策が喫緊の課題となっているが、今後の住宅政策では、中古住宅が

果たすべき役割と意義がますます高まっており、中古住宅市場の活性化に向けた諸問

題の抜本的解決が急がれる。また、今後ますます増加する空き家に対し、除却を含め

た流通の促進、利活用の対策等を推進していくことが求められており、そのことは中

古住宅市場の活性化にも大きく寄与する。

〇 ２０２０年に世帯数が減少に転じ、現在８２０万戸ある空き家は、３３年に約２

１５０万戸に急増するとの試算がある。国は建物状況調査（インスペクション）や瑕

疵担保保険加入を促し、中古住宅市場の活性化を図るため宅地建物業法改正を行う。

〇 ただし、インスペクション自体がまだ十分に普及していない。インスペクション

を実施し、既存住宅売買瑕疵保険に加入した件数でみても、既存住宅流通件数の５％

程度である。インスペクションは、一般の消費者にはほとんど知られていないのが実

情であり、そうした状況下において、宅建業者が、不動産の知識もない一般の依頼者

に、インスペクションの意義やメリット、調査結果の内容などをわかりやすく説明す

ることが求められている。

〇 個人間の売買が中心となる既存住宅の流通において、売り主も買い主も安心して

売買ができる環境を整備するためにはインスペクションや瑕疵保険制度の普及は重要

である。平成２８年度の宅建業法改正は、それをプロの宅建業者が担う媒介業務を通

じて、流通システムとして定着を図ろうとするものである。現場での宅建業者の役割

が非常に重要となる。

〇 全宅連では、平成２８年度の宅建業法の改正を見据え、２０１６年度事業計画に

「既存住宅市場の環境整備及び流通活性化などへの対応」、「不動産取引のための情

報提供活動の実施」を盛り込み、既存住宅取引におけるインスペクション・瑕疵保険

制度の普及促進、消費者などへの啓発活動などを推進していくこととしている。具体

的には、「ハトマークインスペクション・瑕疵保険普及プロジェクト」として住宅の

購入を促進する。

〇 売却を検討する消費者に対し不動産取引の正しい知識の啓発・向上を支援するた

め、住宅の購入及び売却の知識をわかりやすい内容にとりまとめた小冊子「住まいの

購入・売却ガイド」にインスペクション及び瑕疵保険制度の仕組みや活用メリットな

どを盛り込み、消費者・会員業者に広く周知すべく廉価で頒布を行い、ホームページ
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による公開もおこなう。併せて、瑕疵保険機関などと連携し、消費者に安価で利用い

ただけるサービスを提供するとともに、ＰＲ活動を行い、制度の周知と啓発を図る。

今回の研修では、以上のように確認された問題点を踏まえながら、①空き家対策特措法、

②空き家活用のための支援制度にはどのようなものがあるか、③中古戸建て住宅に係る建

物評価の改善に向けた指針とは、④賃貸借した住宅を借主がリフォーム、修繕、改築でき

るか、⑤最近の宅建業法の改正内容、⑥インスペクションの内容と今後の動向予想等につ

いて解説したいと思います。

第２ 空き家対策特措法の概要

１、全国の空き家は８２０万戸

放置された「空き家」の撤去や活用を促す「空き家対策特別措置法」が平成２７年５月

２６日、全面施行されました。

人口減少で増えている「空き家」。全国８２０万戸に及ぶといわれており、空き家対策

に頭を痛めてきた自治体は特措法の制定を歓迎しています。全面施行により、倒壊や衛生

上著しく有害となる恐れがあるといった「特定空き家」の持ち主に、自治体が改善を求め

る仕組みがスタートします。

２、倒壊のおそれなどある空き家を「特定空家」と認定

国土交通省は、「特定空家等」判断基準のためのガイドラインを国土交通省が作成し公

表しました。それによると特定空き家は「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と

なるおそれのある状態」、「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状

態」、「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」、「その

他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」の 4つのいずれ
かに当てはまる状態の空き家を「特定空家等」と定義されました。具体的には、

(1)看板などが外れて落ちそう。
(2)ゴミの放置で臭いや多数のネズミなどが発生している。
(3)多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。
(4)シロアリが大量発生して周辺に飛来し悪影響を及ぼす恐れがある。

などの例が該当します。

「空き家対策特別措置法」では、特定空家の所有者に対して、撤去・修繕の勧告、命令

を出すことができます。判断に当たっては、立ち入り調査の権限も明記されました。改善

が見られなかったり、所有者が特定できなかったりした空き家は、市町村が行政代執行で

撤去できます。撤去費用も所有者に請求できる他、費用の一部を国が支援します。

勧告を受けた物件は、固定資産税の優遇を受けられず、命令違反には５０万円以下の過

料を科すことができます。また、特定空家と認定された場合、固定資産税等に関する住宅

用地特例を適用せず、更地と同等の税率にし、空き家の減少を図ることになっています。

※ 住宅などの敷地として利用されている土地は、固定資産税が課税標準額の 1/6～ 1/3、
都市計画税が 1/3 ～ 2/3 に軽減される措置。地価が高い地域では、建物を除却して更地に
すると特例が使えなくなるため、管理状態の悪い空き家が放置されることにつながると指

摘されていました。
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３、空き家の認定

ガイドラインでは、居住していないことが常態化しているのが空き家ということになり

ますが、その認定には、より具体的な例を提示しています。居住していないことの基準と

しては、建築物の状況や管理の程度、人の出入りの有無、電気・ガス・水道の使用状況、

所有者の登記や住民票の内容、所有者の主張などから客観的に空き家かどうか判断するこ

と、そして常態化の基準としては、年間を通して使用されていないことなどから判断する

ことを挙げています。所有者が誰かを特定する方法としては、不動産登記や住民票、戸籍

謄本などの利用に加え、これまで認められていなかった固定資産課税台帳も必要な限度に

おいて利用できるものとしています。

４、空き家の活用

空き家の活用のためには、所有者の意向を聞き取りながら、適切な管理方法や専門業者

情報などを紹介することも必要とする一方、例えば空き家データベースの情報を宅地建物

取引業者などを通じて公開し、購入や賃貸を検討する人に広く提供すること、市区町村が

空き家を修繕して地域の交流スペースなどに利用することなども例示しています。

５、市町村の負担は大きい

空き家対策を任される市町村の負担は大きいといわれています。空き家等対策計画の作

成や組織づくり、関連団体との連携、空き家の実態調査、所有者の特定と聞き取り調査、

空き家の判定とデータベース化などなどです。これらが短期間で一挙に進展するかどうか

は課題となりますが、一方、すでに空き家対策に独自に乗り出していた自治体には、法整

備により今後の対策が打ちやすくなったはずです。

第３ 賃貸借した住宅を借主がリフォーム、修繕、改築することはできるか

１、民法では、修繕義務は貸主にありますが(民法６０６条１項)、その修繕義務を免除し

たり、借主に転嫁する特約の効力が問題となります。また、借主が貸主の所有物件を勝手

なリフォームをする権利は一般にはなく、特約で許容する場合、どのような配慮が必要か

も問題になります。

しかしながら、賃借人がリフォーム、修繕を実施するメリットは、賃貸人にも賃借人に

も存在します。そこで、平成２６年３月、国土交通省は、「個人住宅の賃貸流通の促進に

関する検討会」報告書を公表し、その中で、借主がリフォームしたり、修繕するためのガ

イドラインを公表しました。

２、賃貸借ガイドラインによる所有者(貸主)、利用者(借主)のメリットを次のようにまと

めています。

【所有者(貸主)のメリット】

①自らの費用持出しなしで、業者発注や施工確認の手間をかけることなく、現状そのま

まの状態で貸すことが可能となる。

②借主が自費でＤＩＹ等を行うことから、長期間居住を希望することが予想され、安定

した賃料収入（又は借主が買い取る場合の売却益）を得ることが期待できる。

③退去後、設備や内装等の価値が上がった状態の住宅として戻るため、次に賃貸化して

入居募集する際に有利に働き、家賃を高く設定できる可能性がある。

＊ＤＩＹは do it yourselfの略語で、一般的には、専門業者に頼らず自らの手で補修
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や組み立て、日曜大工等を行うこととされているが、本ガイドラインでは、借主が業者に

発注して好みの設備更新や模様替えを実施することも含めている。

【利用者(借主)のメリット】

①自分の好みの設備を入れ替え、模様替えをすることができるため、持ち家と同じよ

うな感覚で居住することが可能となる。

②修繕やＤＩＹの費用を加味する分、賃料を近隣相場よりも安くすることができる。

③ 自らが修繕する場合、施工方法や材料の選択、リフォーム業者等との交渉でコスト

を引き下げることが可能となる。

④ＤＩＹ実施箇所は原状回復義務が免除されるので、追加的な費用が発生せず、退去時

のトラブルを避けられる。

以上のように、これまでの賃貸住宅事業には見られなかったメリットが多く考えられ、

貸主と借主の間に双方にメリットのある安定的賃貸関係を築くことが可能となりますが、

ＤＩＹ型の契約を活用する際は、後の紛争発生を防ぐため、事前の説明や確認、双方の合

意事項が必要となることから、円滑な契約手続きを行うために、専門性を有する不動産事

業者や地方公共団体が適切な助言や支援をして、取引のサポートをすることが求められま

す。

３、前記ガイドラインでは、空き家となっている個人住宅の活用のために修繕、リフォー

ムの実施については柔軟な対応が求められるとし、主として、地方部の空き家等を活用す

る際、貸主が原則として修繕義務を負わない代わりに低廉な賃料とし、借主が自費で修繕

や模様替え等をする形態で、当該箇所について退去時の原状回復義務を免除する形態を注

目しています(ガイドラインでは C タイプとしています)。同ガイドラインでは、この形
態について更に現状有姿型(C-1)と一部要修繕型(C-2)に分けていますが、本研修では、現
状有姿型(C-1)を解説します。
【Ｃ－１ ＤＩＹ現状有姿型】

設備や内装が相当老朽化しており、通常の賃貸事業では更新が必要と判断されるが、故

障や不具合はなく、そのままの状態で通常の生活を営むことは可能な物件が対象となる。

契約前に、入居中に起こりうる修繕箇所や修繕費用の目安について必要な判断の目安と

なる項目を賃貸借ガイドラインとして整理したので、貸主や不動産事業者等がこのような

書面を活用して借主に予め説明し、共通の認識を持つことが必要となる。

入居中に修繕箇所が発生した場合、貸主は修繕義務を負わないこととするが、その場合

の対応は、借主の修繕義務の有無によって以下の二通りに分かれる。

①借主が当該箇所の修繕義務を負うこととする場合、借主の費用負担の上限や分担割合

について予め説明し、修繕箇所の確認や通知方法について双方が合意する（ただし、躯体

や雨漏り等の住宅の根幹部分は貸主の修繕義務）。

②借主も当該箇所の修繕義務を負わないこととする場合、借主は、修繕箇所をそのまま

にしておくか（不便な状態のまま居住を続ける）、又は、自費で修繕するかについて、

自らが選択できることになるが、修繕箇所の確認や通知方法について双方が合意する（た

だし、躯体や雨漏り等の住宅の根幹部分は貸主の修繕義務）。

○賃料設定

この方式による場合、後のトラブルの発生を防ぐために、契約前に、老朽化し修繕が予
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想される箇所や修繕費用の目安について借主が理解した上で、設定賃料と契約期間、予想

修繕費用とのバランスが保たれることに留意する必要がある。

○ＤＩＹの取扱い

借主が自費で壁紙や床を張り替える、水回り関係のリフォームを行う等のＤＩＹを原則

として認め、実施箇所の確認や通知方法等について双方が予め合意する。ただし、ＤＩＹ

費用の請求は認めないこととする。 ＤＩＹを実施した箇所の原状回復義務は免除するた

め、退去時の借主の負担は発生しない。

なお、ＤＩＹ実施箇所以外の原状回復については、通常損耗や経年劣化を除き、原則と

して借主の義務となるが、紛争が生じた場合は原状回復ガイドライン等に基づいて判断さ

れることになる。

○造作の取扱い

借主が入居中に行った造作の買取請求は認めない。造作物は退去時に借主が撤去し、撤

去後の周辺設備や養生について確認する必要がある。ただし、借主が自費で新たにエアコ

ンを取り付けた等、残置することが貸主の利益にもなる場合は、双方の合意で残置も認め

る（残置する場合は、無償を原則とする）。なお、税務上のこととして、借主が大規模な

リフォームをして、リフォームの減価償却が終わらないうちに中途解約し、リフォーム部

分を残置すると家主に対する贈与の問題が発生するとの指摘があることは留意が必要で

す。

４、上記に共通の枠組み

同ガイドラインは、自宅を賃貸する場合の共通の枠組みについて次のように提言してい

ます。すなわち、「自宅を賃貸する場合、転勤や相続等で貸主自身が使用する可能性もあ

ることから、定期借家契約の締結により、確定的に賃貸借期間を終了させることも有用な

場合があることが想定される。定期借家契約とするためには、契約時の書面説明や、期間

が１年以上となる場合の半年前通知など、借地借家法に基づき、普通借家にはない制約が

あることに留意する必要があり、不動産事業者の適切な支援が求められる。なお、個人住

宅の場合は、所有者側に家財や仏壇があるため、それらの対処ができれば他人に貸しても

よいというニーズもあると考えられるが、その場合の対処方法として、貸し倉庫等を活用

した家財の運搬・保管サービスの利用のほか、一住戸のうち、家財等の保管場所を除いた

部分だけを賃貸借の対象物とすることも選択肢の一つとなる。その際、賃貸部分の確定や、

入居期間中に貸主が立ち入る必要がある場合の連絡方法等について、予め合意しておくこ

とが必要である。また、農山村地域においては、自宅と併せて付属する農地や菜園で耕作

をしたり、ＵＩターン等の定住者の中には農地付き住宅を求めるニーズもあるものと考え

られるが、農地等の利用については農地法等の制約があるため、地元の自治体や農業関係

団体等が適切な助言や指導を行うことが必要となる。」

第４ 空き家活用のための支援制度にはどのようなものがあるか

１、平成２６年３月、国土交通省は、「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」報告

書を公表し、その中で個人住宅の管理の意義を強調し、管理業務を選択する確認事項等を

提言するとともに管理ガイドライン（以下「管理ガイドライン」といいます。）も策定し

ていますので、今後の個人住宅の管理に参考になると思います。
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２、個人住宅の管理の意義

管理ガイドラインは、個人住宅の管理の意義について次のように整理しています。

① 個人住宅の管理についても、市場規模は小さいものの、主として空き家や転勤によ

る留守宅を対象に見回りや点検業務を行う「空き家管理サービス」が各地域で展開され始

めており、報酬を得て管理サービスを提供する事業者は、不動産業や管理業者の他、工務

店、造園業者、警備業者、ＮＰＯ法人など多岐にわたっている。

② 空き家の戸数は今後も増加することが見込まれ、それに伴い、管理不全な住宅が周

辺環境に及ぼす悪影響についても、地域で大きな課題となっているが、住宅を適切に維持

管理する重要性は、利用可能な住宅を確保し、良質な住宅ストックを形成する上でも、今

後、益々高まっていくものと考えられる。

③ 個人住宅を適切に管理することで、所有者（貸主）は、住宅の資産価値を維持、向

上させ、新たに賃料収益を産む資産として活用することが可能になるとともに、自宅を活

用した住み替えや売却を行いやすくなることが期待できる。

④ 管理を行う事業者については、空き家の管理業務を契機に、賃貸借契約の仲介取引

や貸し倉庫等の家財保管サービス、その後の修繕や売買、介護福祉など生活支援サービス

などの取引機会の拡大につなげ、市場の活性化が期待される。

⑤ 現在、個人住宅については、このような賃貸流通の市場や管理関連ビジネスが十分

に形成されているとは言えず、特に、地方においては、専門の事業者を選択する機会も限

られていることから、空き家の活用に取り組む地方公共団体と関係事業者が連携協力する

ことにより、所有者に適切な住宅の管理を促し、事業化の支援を図ることが求められる。

３、管理業務を選択する際の確認事項

管理ガイドラインは、管理業務を選択する際の確認事項について次のように整理、提言

しています。

① 個人住宅の管理サービスの内容は、主として、室外業務、室内業務、代行業務に分

けることができ、室外業務を基本メニューとして提供する例が多く見られ、各事業者の専

門性を活用した多様なサービスが提供されている。 契約金額は、業務内容によるが、基

本的なメニューのみの場合、月数千円程度から利用が可能となっている。

② 個人住宅の管理サービスの内容には、

ア、室外業務：塗装外壁や庭木の確認など、住戸内に入ることなく、外からの目視で実

施

イ、室内業務：所有者から鍵を預かり、室内の通気や雨漏り点検、清掃など住宅を常時

使用可能な状態に維持

ウ、代行業務：契約の仲介や入居中の賃貸管理を行うことを目的として、物件の管理や

入居者の募集、入退去手続き、家賃の受領、必要な修繕等を実施

があり、個人住宅の所有者が空き家等の管理を委託する際には、目的に応じた管理サ

ービスを選択する必要があり、個人住宅の場合、留守宅等住宅の維持保全のみを目的

とする場合は、目視や外壁確認等の室外業務（及び雨漏り点検、通風等の室内業務）

を委託することになるが、将来の賃貸借取引、その後の入居管理までを含めて管理を

委託する場合は、これらに加えて代行業務を委託することとなる。

③ 個人住宅の管理業務の内容は、業務範囲や連絡体制、報告方法、専門資格、追加サ
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ービスの有無等多岐にわたるため、予め事業者と業務内容について確認することが、

適切な管理を行う上で必要となる。

④ この点について、賃貸住宅の管理業務のうち、家賃等の受領事務、契約の更新・終

了事務のいずれかを行う管理業者は国土交通大臣の登録を受けることができ、登録を

受けた管理業者については、書面による契約前の重要事項説明が義務づけられている

ことから、管理業務の内容を含めた契約内容を十分に確認することが可能であり、登

録の有無が業者選定に当たっての一つの判断材料になると考えられる。

４、個人住宅の管理業務の内容

確 認 事 項

室外業務：建物・外壁点検、郵便物確認、清掃、除草、庭木剪定、

巡回等

１ 業務範囲 室内業務：通風、雨漏り点検、設備点検、清掃、不用品処分等

※将来、契約代行業務を追加で委託する可能性がある場合は、その

利用可否

２ 実施体制 業務担当者、再委託をする場合の該当業務と再委託先

３ 報告方法 報告の頻度、手段（郵送、メール、写真等）、連絡先

４ 専門資格 宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者、賃貸住宅経営管理士等の有

無

５ 追加業務 修繕、腐食対応、不凍処置、火災保険、郵便物保管、高所作業、納

税関係等の有無

６ 提携業務 売買、修繕、リフォーム、解体、家財保管、貸し倉庫等を行う提携

事業者や税理士等の紹介

７ 料 金 金額、契約期間、支払時期、契約解除する場合の手続き

８ 免 責 上記業務に関する免責事項

（注）

・上記項目は、事業化を前提としていない場合の個人住宅の管理業務を念頭においたもの

であり、賃貸事業化し、借主と賃貸借契約を締結した後の管理業務は、代行業務の一環と

して（貸主との管理委託業務又はサブリース契約に基づき）、管理業者が管理することに

なる。

・代行業務は、賃貸借の仲介を行う場合、別途宅地建物取引業法等に基づく規制が設けら

れている。

＊前記管理ガイドラインでは、「賃貸住宅の管理業務」についても整理、提言しています

ので、関心のある方は同ガイドラインを参照ください。

第５、中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針とは

平成２６年３月に国土交通省から「中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」

がだされました。現在、我が国の中古戸建て住宅については、取引時に、個別の住宅の状

態にかかわらず一律に築後 20～ 25年で建物の市場価値をゼロとされる慣行があり、中古
住宅流通市場活性化の阻害要因となっています。このため、国土交通省においては、学識



- 9 -

経験者や実務者からなる「中古住宅に係る建物評価手法の改善のあり方検討委員会」を設

置し、中古戸建て住宅の評価手法の改善に向けた検討を進めてきたようですが、具体的に

はどのようなものか解説します。

中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針のポイントとして次のような項目が

議論されたようです。

１． 中古住宅の建物評価改善の基本的方向性

中古戸建て住宅の流通市場においては、住宅の流通の実態や建築技術の現状に反し、全

ての住宅が一律に経年減価し、築後２０～２５年程度で市場価値がゼロとなるとされる評

価慣行が存在するため、本指針は、主として中古戸建て住宅の流通時における建物の評価

について、人が居住するという住宅本来の機能に着目した価値（「市場価値」と異なる概

念のため本指針においては「使用価値」という。）に係る評価のあり方を提言しています。

さらに、評価にあたって参考となるデータを収集・整理することで、評価の実務におい

て市場価値に加えて住宅の使用価値も併せて把握できる環境を整備し、取引市場への新た

な評価の浸透を図るとしています。市場に定着している原価法は、評価の時点における対

象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試

算価格を求める手法ですが、現在の中古戸建て住宅に係る評価では、当該住宅の状態にか

かわらず、従来の取引市場で形成された「市場価格」の相場が参照され、築２０～２５年

で一律に価値をゼロとする減価修正が行われることが一般的であるため、本指針において

は、原価法について、

①人が居住するという住宅本来の機能に着目した価値（使用価値）を評価の対象とし、②

個別の住宅の状態に応じて使用価値を把握し減価修正を行うことを基本的な方向としてい

ます。

リフォーム

建物の価格

建物の価格の増加

土地の価格

建築時 30年経過

最近、自宅を担保にした年金制度の一種として、リバースモーゲッジ（Reverse mortgage）
が注目されています。自宅を所有しているが現金収入が少ないという高齢者世帯が、住居

を手放すことなく収入を確保するための手段として注目されているのですが、日本では中

古住宅市場が活発でなく「ウワモノ(＝家屋)は無価値」という文化が根強いのが障害にな

っていると言われています。上記指針で示された運用は、リバースモッゲッジの普及にも

役立つと言われています。

２．原価法の運用改善・精緻化の枠組み

住宅を構成する部位は、それぞれその機能を維持することができる期間（耐用年数）や
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それらが低下する要因が異なるため、住宅を一体として減価修正するのではなく、耐用年

数が異なる各部位ごとに減価を把握した上で住宅全体の価値を導き出すことが合理的で

す。このため、住宅を構成する各部位について、材の性質、劣化要因等の観点から、住宅

を大きく基礎・躯体部分と内外装・設備部分に分類し、さらに補修等の頻度等の観点から、

内外装・設備を分類することが適当です。検討委員会では、各部位ごとにそれぞれ再調達

原価を算出し、部位の特性に応じて減価修正を施した上で合算し、建物全体の価値を導き

出す方法が合理的とし、本指針が対象とするのが、取引時点における評価であることに鑑

みると、住宅の各部位が本来要求される機能を維持しており、取引の際に社会通念に照ら

して通常価値があるとみなされる期間（取引後も当該部位が引き続き使用されると認めら

れる期間）を耐用年数ととらえることが適当としています。

３．その他

以上の他、減価修正の考え方

(１）基礎・躯体、外装・設備の減価修正について、劣化対策の程度が異なる住宅の類型

ごとに、一般的に基礎・躯体が住宅全体を支え安全性等を確保するという機能を維持する

と考えられる期間を基礎・躯体の耐用年数として設定し、経年による減価のモデルを置く

ことが考えられています。

(２) また、特に基礎・躯体については、その機能が維持されている期間内であれば、内

外装・設備の補修等を行った場合に住宅全体の価値が回復・向上する原則を採用してお

り、基礎・躯体の劣化状況を確認することが大きな意味を持つため、評価を行う際の前提

として、適切なインスペクションの実施を想定する必要がある。

この際、行ったインスペクションの内容や、検査にあたって前提とした情報を依頼主に

対して示し、検査人の責任範囲を明らかにする（Scope of Work）とともに、依頼主等に
対し上記内容の説明を行うことが必要である。

などしています。

第６ 平成２６年・２８年の宅建業法の改正で何が変わり、変わったか。

【平成２６年改正・平成２７年４月１日施行の宅建業法の改正】

１、宅地建物取引士に関する三つの規定の新設

(１)宅地建物取引士の業務処理の原則(第１５条)

第 15 条 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又

は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の

流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地

建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。

【業法の解釈・運用の考え方】

第１５条関係公正誠実義務について

宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として、専門的知識をもって適切な
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助言や重要事項の説明等を行い、消費者が安心して取引を行うことができる環境

を整備することが必要がある。このため、宅地建物取引士は、常に公正な立場を

保持して、業務に誠実に従事することで、紛争等を防止するとともに、宅地建物

取引士が中心となって、リフォーム会社、瑕疵保険会社、金融機関等の宅地建物

取引業に関連する業務に従事する者との連携を図り、宅地及び建物の円滑な取引

の遂行を図る必要があるものとする。

（注）大阪地裁昭和 63 年 3 月 25 日（判例時報１２９７号８９頁）は、いわゆる原野商
法が不法行為であるとして、不動産会社、同社の宅地建物と取引主任者Ａに対する損害賠

償請求を認め、「被告Ａは、取引主任者として本件各土地の状況を認識し、購入者の利益

を擁護すべき立場にあつたにもかかわらず、被告会社の従業員による違法な勧誘に加担し

て原告に一土地の購入を勧誘したばかりか、本件各土地の説明書を作成し、原告に交付す

るなど、本件各土地の売買契約に深く関っていたから、原告に対して不法行為責任を負う。」

と判示しています。

(２)宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止(第１５条の２)

（信用失墜行為の禁止）

第 15 条の２ 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するよう

な行為をしてはならない。

【業法の解釈・運用の考え方】

第１５条の２関係信用失墜行為の禁止について

宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として専門的知識をもって重要事項

の説明等を行う責務を負っており、その業務が取引の相手方だけでなく社会から

も信頼されていることから、宅地建物取引士の信用を傷つけるような行為をして

はならないものとする。宅地建物取引士の信用を傷つけるような行為とは、宅地

建物取引士の職責に反し、または職責の遂行に著しく悪影響を及ぼすような行為

で、宅地建物取引士としての職業倫理に反するような行為であり、職務として行

われるものに限らず、職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれ

る。

(３)宅地建物取引士の知識及び能力の維持向上(第１５条の３)

（知識及び能力の維持向上）

第 15 条の３ 宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識

及び能力の維持向上に努めなければならない。



- 12 -

【業法の解釈・運用の考え方】

第１５条の３関係知識及び能力の維持 ・ 向上について

宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として、常に最新の法令等を的確に把

握し、これに合わせて必要な実務能力を磨くとともに、知識を更新するよう努め

るものとする。

２、その他の改正点

(１)宅地建物取引業者による従業者の教育(第３１条の２)

（従業者の教育）

第 31 条の２ 宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施

させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。

【業法の解釈・運用の考え方】

第３１条の２関係

宅地建物取引業者は、その従業者に対し、登録講習をはじめ各種研修等に参加

させ、又は研修等の開催により、必要な教育を行うよう努めるものとする。

(２)免許等に係る欠格事由等の追加(宅建業法)

この追加は、近時の反社会的勢力排除の流れに沿うものです。

①宅地建物取引業の免許の欠格事由及び取消事由に「三の三 暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でな

くなつた日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）」が追加されました(第

５条第１項及び第６６条第１項)。

②宅地建物取引士の登録の欠格事由及び消除事由に上記①と同様に、「暴力団員等」が追

加されました(第１８条１項および第６８条の２第１項)。

(３)宅地建物取引士証の提示に関する事項(業法の解釈・運用の考え方)

宅建業法第２２条の４及び第３５条第４項に規定する宅地建物取引士証の提示を行う際

には「住所欄」が見えないようにシールを貼ったうえで提示しても差し支えないとされま

した。

第２２条の４関係

宅地建物取引士証の提示について

宅地建物取引士証の提示に当たり、個人情報保護の観点から、宅地建物取引士証



- 13 -

の住所欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えないものとする。ただし、

シールは容易に剥がすことが可能なものとし、宅地建物取引士証を汚損しない

よう注意すること。

第３５条第４項関係

宅地建物取引士証の提示について

提示の方法としては、 宅地建物取引士証を胸に着用する等により、 相手方又は

関係者に明確に示されるようにする。なお、提示に当たり、個人情報保護の観点

から、宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えな

いものとする。ただし、シールは容易に剥がすことが可能なものとし、宅地建物

取引士証を汚損しないよう注意すること。

【平成２８年度の宅建業法改正に伴う重要事項説明の記載例と留意点】

１．改正宅建業法の施行日

改正の内容 施行日

① 宅建業者に対する重要事項説明の簡素化

② 弁済に関する認証申出人の範囲から宅建業者を除外（宅建業者間 平成２９年

取引の適用除外） ４月１日

③ 媒介契約の依頼者に対する売買等の申込に係る報告義務の創設

④ 従業者名簿の記載事項の変更

⑤ 宅建業者の団体による研修の実施

⑥ 媒介契約書面の記載事項に建物状況調査を実施する者のあっせん

に関する事項を追加

⑦ 重要事項説明の対象に、①建物状況調査の結果の概要、②建物の 平成３０年

建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況を追加 ４月１日

⑧ 宅建業者が売買等の契約当事者に交付する書面の記載事項に、建

物の構造耐力主要な部分等の状況について当事者の双方が確認し

た事項を追加

２．平成２９年４月１日施行の改正内容

① 宅建業者に対する重要事項説明の簡素化（宅建業法第３５条新第６項及び新第７項）

宅建業者が宅地又は建物の買主又は借主となる場合には、重要事項説明については、説

明を不要とし書面交付で足りるものとされます。宅建業者に対する重要事項説明義務を免

除することで、宅地建物取引業者の業務の適正化、ならびに効率化を図ろうとするもので

す。これに伴い、重要事項説明について、説明を省略し書面交付のみとする場合は、重要

事項説明書の「その他」欄に下記記載例のように記載してください。

なお、全宅連版重要事項説明書では、頭書の「説明をする宅地建物取引士」という文言
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や、買主（譲受人※）・借主の記名押印欄に「頭書宅地建物取引士から宅地建物取引士証

の提示があり、重要事項説明書を受領し、以上の重要事項について説明を受けました。」

との記載がありますが、宅建業者は今回の宅建業法改正をご理解いただいていることを前

提に、煩瑣を避けるため、特段の修正は不要としています。上記の(譲受人※)とは、交換

取引において目的物件を譲り受ける者のことです。宅建業者である譲受人に対し、重要事

項の説明を省略する場合は下記記載例に準じて記載してください。

ちなみに、今改正にかかわらず、買主等の宅建業者に対し、従来どおりに説明を行う場

合には、下記記載例に示す内容を記載する必要はありません。

記載例

Ⅲ その他の事項

２ その他

買主（又は借主）様は宅地建物取引業者であるため、買主（又は借主）様には本書

を宅地建物取引業法第３５条第６項に基づく書面として交付し、説明は行いません。

② 弁済に関する認証申出人の範囲等から宅建業者を除外（宅建業法第２７条、第６４条

の８）

具体的には、宅建業法２７条の宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関する取引をした

者（営業保証金から弁済を受ける権利を有する者）、及び宅建業法第６４条の８の会員と

宅地建物取引業に関し取引をした者（弁済認証を申し出られる者）の範囲から宅地建物取

引業者を除外することになりました。これにより、取引における消費者保護の強化が図ら

れます。しかし、この条文には経過措置が設けられており、法律の施行日前に宅地建物取

引業に関する取引がされた場合においては、従前の例に従い対応するものとしています。

つまり、施行日は、平成２９年４月１日なので、平成２９年３月３１日までに宅地建物取

引業に関する取引がされた場合は、宅地建物取引業者を除外することができないこととし

ています。また、今回の改正は、宅建業法第６４条の８の改正であり、宅建業法第６４条

の５の改正にはなっていないので、保証協会は、苦情解決業務において宅地建物取引業者

を除外することができないことに注意が必要です。

弁済に関する認証申出人の範囲から宅建業者を除外したことに伴い、全宅連版重要事項

説明書の「供託所等に関する説明」欄の記載については、以下を参考に記載します。なお、

賃貸取引については売主を貸主に、買主を借主に読み替えてください。

記載例 売主・買主ともに宅建業者（宅建業者間取引）の場合

弁済対象外の取引となりますので、下記のように供託所等に関する説明記入欄は、斜線

を引いて削除します。
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（売主宅建業者記入欄）

供託所等に関する説明（□(1)宅地建物取引業保証協会の社員 □(2)供託所に営業保証金を供託）

(1)宅地建物取引業保証協会の名称及び所在地 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会

東京都千代田区岩本町２丁目６番３号

所属地方本部の名称及び所在地 ※「公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会地方本部一覧」

参照

弁済業務保証金の供託所及び所在地 東京法務局東京都千代田区九段南１丁目１番１５号

(2) 営業保証金の供託所及び所在地

（媒介・買主宅建業者記入欄）

供 宅地建物取引業保証協会の名称及び所在地

託 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会

所 東京都千代田区岩本町２丁目６番３号

等 所属地方本部の名称及び所在地

に ※「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会

関 地方本部一覧」参照

す 弁済業務保証金の供託所及び所在地

る 東京法務局

説 東京都千代田区九段南１丁目１番１５号

明

記載例 売主が一般(法人・個人)、買主が宅建業者の場合

宅建業者(媒介・買主)は宅建業者以外の一般法人または個人である売主に対し、供託所

等に関する説明が義務付けられています。

（媒介・買主宅建業者記入欄）

供 宅地建物取引業保証協会の名称及び所在地 買主（宅建業者）

託 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会

所 東京都千代田区岩本町２丁目６番３号 同左

等 所属地方本部の名称及び所在地 （または）

に ※「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 営業保証金を供託した供託所及び所在地

関 地方本部一覧」参照 ○○法務局

す 弁済業務保証金の供託所及び所在地 □□県□□市□□▲丁目▲番▲号

る 東京法務局

説 東京都千代田区九段南１丁目１番１５号

明
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なお、宅建業者が媒介を行わないケースでは、買主である宅建業者は売主に対して重要

事項説明書を交付し説明する義務はありません。この場合、供託所等に関する説明につい

て、買主宅建業者は売主に対し、重要事項説明書とは別に書面等により説明する必要があ

ることはこれまでどおり変わりありません。

③ 媒介契約の依頼者に対する売買等の申込に係る報告義務の創設（宅建業法第３４条の

２第８項）

宅地建物取引の透明性の向上を図る観点から、宅地建物取引業者の取引物件に係る売買

又は交換に関する報告を確実なものとし、媒介依頼者が適時かつ適切に物件の取引状況を

把握できるようにすることを目的としています。具体的には、宅建業者は、媒介を依頼さ

れた物件について買受申込書など、売買等の希望が明確に示された書面により申込みがあ

ったときは、遅滞なくその旨を媒介依頼者に報告しなければならなくなりました。（この

報告義務は専属専任媒介契約・専任媒介契約だけではなく、一般媒介契約についても対象

となります。）

また、本報告義務の創設に伴い、国土交通省告示による標準媒介契約約款を下記のとお

り改正しています。

そのほか本報告義務とは直接関係ありませんが、反社会的勢力の排除の条文が標準媒介

契約約款に追加されることとなりました。

〇媒介契約書への追加条項

１ 成約に向けての義務

一（略）

二（略）

三 乙は、目的物件の売買又は交換の申込みがあったときは、甲に対し、遅滞なく、そ

の旨を報告します。

四（略）

２(略)

３ 建物状況調査を実施する者のあっせんの有無 (有・無)←(平成 30 年 4 月 1 日から追
加される事項)

４～８(略)

【約款の追加条項】

(建物状況調査を実施する考のあっせん)

第 6 条 乙は、この媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんを行うことと

した場合にあっては、甲に対して、建物状況調査を実施する者をあっせんしなければなり

ません。←(平成 30年 4月 1日から追加される事項)

(反社会的勢力の腓除)

第１８条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約します。

一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成

員 (以下これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)でないこと。
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二 自らの役員 (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいま

す。)が反社会的勢力でないこと。

三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、専任媒介契約を締結するものでないこと。

四 専任媒介契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。

イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を致損する行為

2 専任媒介契約の有効期間内に、甲又は乙が次のいずれかに該当した場合には、その相手
方は、何らの催告を要せずして、専任媒介契約を解除することができます。

一 前項第 1号又は第 2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
二 前項第 3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
二 前項第 4号の確約に反する行為をした場合

3 乙が前項の規定により専任媒介契約を解除したときは、甲に対して、約定報酬額に相当
する金額 (既に約定報酬の一部を受領している場合は、その額を除いた額とします。なお、

この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)を違約金

として請求することができます。

④従業者名簿の記載事項の変更（宅建業法第４８条第３項）

宅建業者が事務所ごとに備えることとされている従業者名簿について、これまでは従業

者の住所が記載事項とされていましたが、従業者の個人情報保護の観点から、従業者名簿

の記載事項より従業者の住所が削除されました。

⑤宅建業者の団体による研修の実施（宅建業法第７５条の２）

近年、不動産取引に関連する制度やサービスは専門化・高度化してきており、不動産取

引に関係する法令、融資、インスペクション、瑕疵担保責任保険について、宅建業者が広

範な情報を消費者に提供する重要性が高まっています。

このような状況を踏まえ、事業者団体は、体系的な研修を実施するよう努めなければな

らないとされました。宅建業者の皆様には、事業者団体による研修の機会を十分に活用し

ていただき、様々な知識・能力を効果的・効率的に習得することが求められます。全宅連

では既にキャリアパーソン制度を確立しているところですが、今後更に充実したものにな

るでしょう。

【平成３０年４月１日施行に関する平成２８年度の宅建業法の改正について】

【参考資料】

国土交通省・「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」（平成２８年６月３日公布）概

要

背景

〇我が国の既存住宅流通シェアは、欧米諸国（約７０～９０％）と比較して低い水

準（１４．７％）

〇既存住宅の流通促進は、既存住宅市場の拡大による経済効果、ライフステージに
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応じた住替え等による豊かな住生活の実現等の意義がある。

１、既存建物取引時の情報提供の充実

既存建物取引時に、購入者は、住宅の質に対する不安を抱えている。一方で、既存建

物は個人間で売買されることが多く、一般消費者である売主に広く情報提供や瑕疵担保の

責任を負わせることは困難。

↓

不動産取引のプロである宅建業者が、専門家による建物状況調査（インスペクション）

の活用を促すことで、売主・買主が安心して取引できる市場環境を整備

【取引フロー】 【新たな措置内容】 【期待される効果】

売却/購入申込み ①媒介契約締結時 ・インスペクショ

↓ 宅建業者がインスペクション → ンを知らなかった

↓ 業者のあっせんの可否を示 消費者のサービス

↓ し、媒介依頼者の意向に応じ 利用の促進

①媒介契約締結 てあっせん

依頼者の意向に応じイ ・建物の質を踏ま

ンスペクション実施 ②重要事項説明時 えた購入判断や交

②重要事項説明 宅建業者がインスペクション → 渉が可能に

結果を買主に対して説明 ・因すペション結

↓ 果を活用した既存

↓ ③売買契約締結時 住宅売買瑕疵保険

↓ 基礎、外壁等の現況を売主・ の加入が促進

③売買契約締結 買主が相互に確認し、その内

↓ 容を宅建業者から売主・買主 → ・建物の瑕疵をめ

物件の引渡し に書面で交付 ぐった物件引渡し

後のトラブルを防

止

※建物状況調査（インスペクション） 〇成果指標

→建物の基礎、外壁等に生じているひび割れ、雨漏り等 ・既存住宅流通の市場規模

の劣化事象・不具合等の状況を目視、計測等により調査 ４兆円（H25）→ 8 兆円
するもの。 （H37）
※既存住宅売買瑕疵担保保険 ・インスペクションを受け

→既存住宅に瑕疵があった場合に修補費用等を保証する た既存住宅売買瑕疵保険の

保険 加入割合 5 ％→ 20 ％
（H37）
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テーマ２ 改正民法（債権法）施行後に予想されるインスペクションの拡大について

【検討事例】

売主Ａ は先般、所有地（更地）を分譲のための土地を探していた宅建業者Ｂに売却し

ました。その後、宅建業者Ｂが分譲区画のための工事を始めたところ、大量の廃棄物が

発見され、撤去しなければ分譲地として販売できないとの連絡が入りました。売主Ａ

もこの土地を 5年前に投資用で購入したのですが、全く廃棄物の存在は知りませんでし
た。おそらく、以前、所有していた者の誰かが廃棄したものだったようです。売主Ａは

買主である宅建業者Ｂから、廃棄物の撤去費用を請求され、更に、直ちに売却できなか

った損失あるいは転売利益について損害賠償請求を要求されていますが、それに応じな

ければならないでしょうか。

【現民法の瑕疵担保責任】

特に瑕疵担保責任について特約を設けていなかったとすれば、売主Ａは廃棄物の存在を

知らなかったとしても、分譲地としてふさわしくない土地を売却したことになり、無過失

責任（法定責任）としての瑕疵担保責任を負うことになります。この場合、売主Ａは責め

に帰すべき事由がなくても買主Ｂに対し、信頼利益を賠償しなければならないとされてい

ます。信頼利益が何を意味するか、過去の判例を見ても必ずしも明確ではありませんが、

少なくとも廃棄物の撤去費用の請求には応じる必要があるでしょう。但し、直ちに売却で

きなかった損失あるいは転売利益は履行利益になるので、それは賠償する必要はないこと

になります。権利行使の期間については、まず、引き渡しの時から１０年の時効に係ると

いうのが最高裁判例（最判平 13 年 11 月 27 日）です。なお、買主が瑕疵を知ったときか
ら 1年以内に権利行使が必要です。ちなみに、売主が隠れたる瑕疵について悪意・重過失
があった場合には履行利益がも問題とされますが、「契約の解除又は損害賠償は、買主が

事実を張った時から１年以内に行使しなければならない。」という期間制限は、売主の主

観を考慮していないので適用されます（部会資料 75 Ａ 23 頁３ 記述箇所は、24 頁４行
目）。

【改正後の民法】

改正後の民法では瑕疵担保責任という用語は廃止され、「契約の内容に適合しない場合

の売主の責任」（以下「契約不適合責任」といいます）になります。その法的性質は契約

責任と説明されています。契約不適合にともなう損害賠償義務が発生するためには、売主

Ａに「契約の内容に照らして責めに帰すべき事由」があることが必要ですが、部会資料 75
Ａ、17 頁 には、「損害賠償の免責の可否について、売主の債務のような結果債務につい

ては、債務不履行の一般原則によっても、帰責事由の欠如により損害賠償責任につき免責



*1 山野目教授も「免責事由の判断は、不法行為上の過失の判断とは異質のものであり、

予見可能性のみを問題としているような思考は許されない。したがって、損傷が生じたこ

とについて売主の所作による加功がなかったとか、損傷について売主に認識可能性がなか

ったという事情があったとしても、当然に免責事由の存在が認められるものではない。売

主が知らない損傷について債務不履行の損害賠償責任はありうる、と考えるべきであり、

どのように個別の解決を考えるべきであるかが、このような一般的な指針のもとに見定め

られるべきである。」と解説している（法曹時報 68巻第 1号 4頁）。
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されるのは実際上不可抗力の場合などに限られるとの見方もある。」とされており*1、また、

法制審議会の議論の当初においては「責めに帰すべき事由」の要件を消去使用とした経緯

や、存置後も「契約の内容に照らして責めに帰すべき事由」がないことの立証責任は売主

側にあることは条文上明記されるので、売主の損害賠償責任（履行利益）が認められる可

能性は高いと思われます。その場合には、廃棄物の撤去費用のほか、予見すべきであった

との法的評価がなされた場合には、直ちに売却できなかったことの損害や転売利益につい

ても賠償義務が認められる可能性が高くなります。

上記のように契約不適合が認められる場合の売主の責任は格段に重いものとなり、売買

契約に当たってはインスペクション（専門家による調査）が前提とされるようになると思

われます。また、今後アメリカとの FTA（2 国間協定）により、アメリカ型のノンリコー
スローンといわれるような種々の形態のローンが国内においても導入される場合、瑕疵担

保保険におけるインスペクションと同様、金融界からの要請でインスペクションが常態化

する方向にいくものと思われます。この点は、今後の研究課題とすべきです。

ちなみに、前述のように平成 28 年の宅建業法の改正により、消費者が安心して既存中
古建物の取引を行える市場環境の整備を目的として、宅地建物取引業者に対して、次の事

項を義務付けることとしていますが、民法改正後は、売主は自らが重たい契約責任を負わ

ないためにも、むしろ売主側が積極的にインスペクションをせざるを得なくなると思われ

ます。

① 媒介契約の締結時に建物状況調査（インスペクション）を実施する者のあ

っせんの有無に関する事項を記載した媒介契約書の依頼者への交付

② 買主等に対して、建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明

③ 売買等の契約の成立時に、建物の状況について当事者の双方が確認した事

項を記載した書面（宅建業法37書面）の交付

改 正 法 現 行

（債務不履行による損害賠償） （債務不履行による損害賠償）

第 415条 民法第 415条
債務者がその債務の本旨に従った履行を 債務者がその債務の本旨に従った履行を

しないとき又は債務の履行が不能であると しないときは、債権者は、これによって生
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きは、債権者は、これによって生じた損害 じた損害の賠償を請求することができる。

の賠償を請求することができる。 ただし、 債務者の責めに帰すべき事由によって履行

その債務の不履行が契約その他の債務の発 をすることができなくなったときも、同様

生原因及び取引上の社会通念に照らして債 とする。

務者の責めに帰することができない事由に

よるものであるときは、この限りでない。

２ 前項の規定により損害賠償の請求をする （新設）

ことができる場合において、債権者は、次

に掲げるときは、債務の履行に代わる損害

賠償の請求をすることができる。

一 債務の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思

を明確に表示したとき。

三 債務が契約によって生じたものである場

合において、その契約が解除され、又は債

務の不履行による契約の解除権が発生した

とき。

改 正 法 現 行

（損害賠償の範囲） （損害賠償の範囲）

第 416条 民法第 416条
（略） 債務の不履行に対する損害賠償の請求

は、これによって通常生ずべき損害の賠償

をさせることをその目的とする。

２ 特別の事情によって生じた損害であっ 2 特別の事情によって生じた損害であって
ても、当事者がその事情を予見すべきであ も、当事者がその事情を予見し、又は予見

ったときは、債権者は、その賠償を請求す することができたときは、債権者は、その

ることができる。 賠償を請求することができる。

仮に、売主において「契約の内容に照らして責めに帰すべき事由」がないことの立証に

成功した場合には、売主に損害賠償義務は認められませんが、買主は相当の期間を定めて

履行の追完（修補・廃棄物の撤去）の催告をし、売主が、その期間内に履行の追完をしな

いときは、買主は、意思表示により、その不適合の割合に応じて代金の減額を請求するこ

とができます。この代金減額請求権は、契約違反による履行利益としての損害賠償請求や

解除とは両立するものでないことは注意を要します。但し、相当の期間を定めて追完を請

求したにもかかわらず、売主が応じない場合には、買主は、代金減額請求あるいは解除を

選択できる場合はあるでしょう。。

【契約不適合の場合の損害賠償責任と代金減額請求】

損害賠償請求 「売主に責めに帰すべき事由」は必要であるが、責めに帰
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(履行利益) すべき事由のなかったことの立証責任は売主にある。

代金減額請求 「売主に責めに帰すべき事由」がない場合に買主に認め

(形成権) られる形成権。契約内容に適合しない結果生じる損害賠償

請求（履行利益）、解除とは両立しない。

権利行使の期間は、まず、① 権利行使できるとき（引き渡し）から 10 年の時効にか
かります。②但し、買主がその不適合の事実(数量不足を除く)を知った時から 1年以内に
当該事実を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由とする履行の追完の請求、

代金減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができません。この規律も消

滅時効の一般原則を排除するものでないので、制限期間内の通知によって保存された買主

の権利の存続期間は、不適合を知ったときから５年の時効にかかります。ただし、売主が

引渡しの時に目的物が契約の内容に適合しないものであることを知っていたとき又は重大

な過失によって知らなかったときは、１年以内に通知しなければならないという通知義務

は免除されます。この場合には、他の契約違反の時効と同様、買主が権利を行使できるこ

とを知った時から 5 年又は権利行使できるとき（引き渡し）から 10 年の時効にかかるこ
とになります。

テーマ３ 改正法施行前に締結された賃貸借が施行後に更新された場合に更新後の契約に

適用される法律について

ポイント１ 賃貸借契約と保証契約のものとして整理すべきこと。

ポイント２ 賃貸借契約について

この問題はなかなか難しい論点を含んでいて、更新契約は新しい契約なのか、延長した

契約なのかという現在もある問題とも関係しています。いずれにしても、契約当事者が更

新契約の際に新たな合意をすることは許されていること、賃貸借契約の場合は法定更新制

度もあること、改正民法のなかには、「修繕権」というような旧民法には規定がなくとも、

現在でも判例も認めている権利を明記していることを前提に整理する必要があります。

ところで、今回の改正法の付則は、平成 4 年 8月 1日に施行された借地借家法の付則 6
条のように、「この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお

従前の例による。」との規定はありませんが、他方で、付則第 34条は、「施行日前に贈与、
売買、消費貸借（旧法第 589条に規定する消費貸借の予約を含む。）、使用貸借、賃貸借、
雇用、請負、委任、寄託又は組合の各契約が締結された場合におけるこれらの契約及びこ

れらの契約に付随する買戻しその他の特約については、なお従前の例による。２ 前項の

規定にかかわらず、新法第 604条第 2項の規定は、施行日前に賃貸借契約が締結された場
合において施行日以後にその契約の更新に係る合意がされるときにも適用する。３ 第 1
項の規定にかかわらず、新法第 605条の 4の規定は、施行日前に不動産の賃貸借契約が締
結された場合において施行日以後にその不動産の占有を第三者が妨害し、又はその不動産

を第三者が占有しているときにも適用する。」とし、あえて新法第 604 条第 2 項と第 605
条の 4だけが更新の合意に適用されるとしているように読めます。ちなみに２項の意味で
すが、更新時から20年を超えることができないとの規定が，賃貸借の更新合意時には適用
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されず，新法の適用となることを示したもので，更新合意において他の条件はそのままに

期間は50年とすることができることを示したものです（部会資料 85第 4、4頁）。
この位置付けについては，更新の解釈が新しい契約なのか、延長した契約なのかに関わ

らず、賃貸期間については50年とすることが可能であるとすることを意図したもののよう

です。

なお、更新にも，①明瞭に合意するもの，②619条によって推定されるもの，③法定更

新とありますが，その法的な位置づけは必ずしもはっきりせず，従前の契約の延長という

べきか，別個のものというべきかもはっきりしないため、旧法を適用すべきか、新法を適

用すべきかは解釈に委ねるほかないと考えられています。

第 1回の研究会で村松参事官は、更新には、法定更新を除き、新法の適用が原則ではな
いかとの見解を示したと理解しました。

ちなみに、合意更新の際、旧法時に締結した合意内容そのままで更新をすると、新法の

内容とは異なる合意となる可能があり、その場合、原則として合意内容が優先しますが、

消費者契約法が適用される契約の場合、旧法時の合意内容が一方的に借主に不利な内容で

ある場合、消費者契約法第１０条で無効を主張される可能性があります。

ポイント３ 保証契約について

（連帯）保証契約は、契約内容によるものの、平成 9年 11月 13日の最高裁判例の趣旨
からすれば、更新時にも旧法が適用されるが、念のため契約書に次のような確認事項を入

れておくことが望ましいでしょう。

【当初の契約締結時の連帯保証に関する確認事項】

連帯保証人丙は、今後、《本賃貸借契約の》合意更新・法定更新にかかわらず、賃借人

乙が本件建物を明け渡すまでの一切の金銭債務について賃借人乙とともに履行の責めを負

うものとします。そのため、本連帯保証契約は、改正民法施行前の連帯保証契約であり、

改正民法付則第 21 条第 1 項により従前の例によることになるので、今後の改正民法施行
後の合意更新・法定更新に際しても、《本連帯保証契約に》極度額等の改正民法の規定は

適用されず、旧民法が適用されることを賃貸人甲・賃借人乙・保証人丙は相互に確認しま

す。

【合意更新時の確認事項】

連帯保証人丙は、本日付け建物賃貸借更新契約に連帯保証人として署名・押印したが、

この署名・押印の趣旨は、平成〇年〇月〇日付建物賃貸借契約で締結した連帯保証契約の

内容（丙は合意更新・法定更新にかかわらず、乙が本件建物を明け渡すまでの一切の金銭

債務について乙とともに履行の責めに任ずるとの内容）を再度確認するためのもので、新

たに連帯保証契約を締結するものではありません。従って、本確認には、極度額等の改正

民法の規定は適用されず、連帯保証人丙の保証契約には、今後も、旧民法が適用されるこ

とを賃貸人甲・賃借人乙・保証人丙は相互に確認します。

≪参考となる部会資料≫
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【部会資料 85第 4、4頁】
改正後の民法の契約に関する規定（部会資料 84－ 1第 12、第 13、第 22、第 26、第 27、

第 29から第 39まで）については、基本的には、施行日以後に契約が締結された場合につ
いて適用し、施行日前に契約が締結された場合についてはなお従前の例によることとする

考え方があり得る。契約の当事者は契約を締結した時点において通用している法令の規定

が適用されると考えるのが通常であるため、施行日前に契約が締結された場合について改

正後の民法の規定を適用すると、当事者の予測可能性を害する結果となること等によるも

のである。

もっとも、賃貸借に関する規定（部会資料 84 － 1 第 33）のうち、賃貸借の更新に関す
る規定（第 33 の 3(2) ）については、施行日前に賃貸借契約が締結された場合であって
も、施行日以後にその賃貸借契約の更新の合意がされるときは、改正後の民法の規定を適

用することとする考え方があり得る。賃貸借契約の更新は契約の当事者の合意により行わ

れるものであるため、更新後の賃貸期間の上限を 20年から 50年に改める旨の改正後の民
法の規定を施行日前に契約が締結された場合について適用しても、契約の当事者の予測可

能性を害することにはならないこと等を根拠とする。ただし、施行日前に締結された契約

につき、施行日前に更新の合意がされた場合についてまで改正後の民法の規定を適用する

必要はない（施行日前に 20 年を超える賃貸期間の更新の合意がされた場合にその更新の
合意のとおりの効力を認める必要はない）

このことから、施行日以後に賃貸借契約の更新の合意がされる場合に限るのが合理的で

あると考えられること等によるものである。

また、不動産の賃借人による妨害排除等請求権に関する規定（第 33の 6）については、
施行日前に不動産の賃貸借契約が締結された場合であっても、施行日以後にその不動産の

占有を第三者が妨害し、又はその不動産を第三者が占有しているときは、改正後の民法の

規定を適用することとする考え方があり得る。契約の当事者ではない第三者に対する妨害

排除等請求権を認める旨の改正後の民法の規定を施行日前に契約が締結された場合につい

て適用しても、契約の当事者の予測可能性を害することにはならないこと等によるもので

ある。

【参考条文】

（保証債務に関する経過措置）

第 21 条 施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例によ

る。

2 保証人になろうとする者は、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第一項（新

法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。）の公正証書の作成を嘱託す

ることができる。

3 公証人は、前項の規定による公正証書の作成の嘱託があった場合には、施行日前にお

いても、新法第四百六十五条の六第二項及び第四百六十五条の七（これらの規定を新法第

四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。）の規定の例により、その作成を

することができる。
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（贈与等に関する経過措置）

第 34 条 施行日前に贈与、売買、消費貸借（旧法第五百八十九条に規定する消費貸借の

予約を含む。）、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託又は組合の各契約が締結さ

れた場合におけるこれらの契約及びこれらの契約に付随する買戻しその他の特約について

は、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、新法第六百四条第二項の規定は、施行日前に賃貸借契約が締
結された場合において施行日以後にその契約の更新に係る合意がされるときにも適用す

る。

3 第 1 項の規定にかかわらず、新法第六百五条の四の規定は、施行日前に不動産の賃貸借
契約が締結された場合において施行日以後にその不動産の占有を第三者が妨害し、又はそ

の不動産を第三者が占有しているときにも適用する。

以 上
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