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不動産契約書の特約例と重要事項説明書の記載例 総論
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平成２３年１０月(第一版)
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はしがき

不動産取引の実務においては、「このような場合、特約はどのように書いたら良い

のか。」「重要事項説明書にはどのように記載したら良いのか」と日常的に悩むところ

です。そして、それらをテンプレートにしてあればどんなに契約書や重要事項説明書

の作成に便利かと思うものです。そこで当組合では考え得る特約事項や容認事項、説

明事項をできるだけ検討し以下にまとめてみました。監修は深沢綜合法律事務所の所

属弁護士柴田龍太郎先生にお願いしました。実務一助となれば幸いです。もちろん、

個々の取引において修正の必要がある場合がありますことを予めご理解下さい。なお、

以下に紹介する特約条項・容認事項は、全宅連版の契約書・重要事項説明書の書式を

前提としたものです。契約書と重要事項説明書の記載は一致すべきですが、重要事項

説明書に契約書の条項を記する場合には、「契約書(案)第○条」と契約書の後に(案)

を入れて下さい。重要事項説明の段階では契約書は未だ「案」の状態だからです。特

約例は契約文言として、重要事項説明の記載例は口語調にしてあります。

内が売買契約特約の記載、 内が重要事項説明書の記載例です。
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第１．売買契約が仲介業者の「不利益事実の不告知」(消費者契約法第４条)によって

取り消され始めている。

最近、売主のマンション販売業者から販売委託を受けた宅建業者がマンションの一

室を販売するに当たり、買主がマンションギャラリーを訪問した際には、本件建物の

眺望・採光・通風といった重要事項の良さを告げている一方、本件マンション完成後

すぐにその北側に隣接する所有地に三階建ての建物が建つ計画があることを知ってい

たのに、これを説明しなかったのは不利益事実を故意に告げなかったものであるとし

て、消費者契約法４条２項に基づく売買契約の取消に基づく売買代金の返還を建物明

け渡しによる引換給付とともに請求し認容した事例(東京地裁平成ｌ８年８月３０日

判決ウエストロージャパン)があります。この案件の重要事項説明書には「周辺環境

につきましては，建築物の建築，建替え，増改築等により将来変わる場合があること。

また，本件建物の隣接地は第三者の所有地となっており，将来の土地利用または建築

計画に関して売主の権限のおよぶ範囲ではなく，一般的には都市計画法・建築基準法

その他の法令等による制限の範囲に該当する建築物であれば建造が許可されるため，

将来本物件の日照・眺望・通風・景観等の住環境に変化が生じ，現在と異なる近隣お

よび周辺環境になる場合があること」と記載されており、ほぼ完璧の内容ですが、そ

れでは不十分であり、知り得ている不利益事実はより具体的に記載し、買主からはそ

れを容認事項として書面で確認をとっておくことが肝要になってきているのです。以

下に「現場案内」、「重要事項説明」、「調査」のポイントを整理した後、具体的な容認

事項、特約の記載の仕方について検討していきたいと思います。但し、上記の事例の

ように個々の取引において、買主にとって具体的な不利益な事実を知っていた場合に

は、より具体的に記載する必要があることを留意されるよう御願いします。

第２．現場案内における物件説明の留意点

現場案内でのオーバートークや説明の誤りは命取りとなることがあります。現実

の取引では最初の現場案内から説明が始まり、むしろ現場における説明の方が顧

客の購入動機に決定的に影響を与えるのが実情ですから、予想される質問には事

前に調査をし、十分に準備してオーバートークにならないよう注意が必要です。

重要事項説明は取引の最後の段階における取引主任者の法的説明ですが、現実の取

引では最初の現場案内から説明が始まり、むしろ現場における説明の方が顧客の購入

動機に決定的に影響を与えるのが実情です。前面道路が公道か私道か、私道である場

合乗用車の乗り入れは可能か、空き地である隣地に建築計画はないのか等です。これ
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らの問題について顧客から矢つぎばやに質問がなされ、咄嗟に説明を求められること

も多々あると思います。しかし、現場におけるこれらの説明は取引主任者ではない営

業担当が行うことも多く、セールストークを交えたものになりがちです。また、法的

にも必ずしも正確なものとは言えない場合も多いようです。そのような状況に警鐘を

鳴らすべく重要事項説明は法的に正確であったにもかかわらず、現場におけるセール

ストークが問題とされ損害賠償責任が認められた次のような事例（東京高等裁判所平

成１１年９月８日判決・確定・判例時報１７１０号１１０頁）がありますので注意が

必要です。

事案は次のようなものでした。

被告となった売主Ｙは、不動産業を営む株式会社であり、売買契約締結当時、販売

マンションの南側に所在する土地は当時の大蔵省が所有し、建物は建てられていなか

ったため、マンションの日照は良好でした。そして原告となった買主Ｘとの現場案内

を担当した従業員Ａは、私見と断りながらも「南の土地には当分の間建物が建てられ

ることはなく、建てられることがあったとしても変なものは建たない。」との見通し

を口頭で買主Ｘに告げ、買主Ｘはその説明を前提に契約を締結しました。しかし、契

約後間もなく別のマンション業者が、大蔵省から南側隣地を買い受け、地下１階地上

１１階建のマンションを建築することを計画し、その旨を買主らに申し入れたことか

ら紛争に発展しました。

売主業者Ｙは、本件売買契約書および本件重要事項説明書において、「本物件周辺

の現在空地となっている用地については、将来、所有者の都合その他により建築基準

法その他法令の許認可を得て、中高層建物等が建築される場合があり、これに伴う日

影等の環境変化が生じうること」が明記されていたうえ、買主Ｘ自身本件マンション

を見分しているのであるから、近い将来において、南側隣地に本件マンションと同程

度の中高層建物が建築されることを予測できたと主張しましたが、判決は、「売主業

者Ｙは、不動産売買に関する専門的知識を有している者として、大蔵省において、早

晩これを換金処分し、その購入者がその土地上に中高層マンションなどを建築する可

能性があることや南側隣地におけるマンションなどの建築等によって本件建物の日照

・通風などが阻害されることがあることを当然予想できたというべきであるから、こ

れを営業社員に周知徹底させるなどする義務があったにもかかわらず、これをしなか

ったため、従業者Ａは、買主Ｘに対し個人的見解と断りながらも、南側隣地の所有者

が大蔵省なので、しばらくは何も建たないし、建物が建てられるにしても変なものは

建たないはずである旨説明し、買主Ｘをして、南側隣地に建物が建築されることはな

く、本件建物の日照が確保される旨の期待を持たせて本件建物の購入を勧誘し、買主

Ｘをして購入させたものであるから、売主Ｙには告知義務違反の債務不履行があっ

た。」と判示し、買主Ｘの過失割合 50％を前提として 250万円の損害賠償を認容しま
した。このように従業者のセールストークは、厳しい結末を招くことになることを留

意すべきです。
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第３．重要事項説明について繰り返し確認するための十箇条

重要事項説明は、消費者が購入あるいは借りたい物件について、自分に代わっ

てプロである宅建業者に調査し、説明をして欲しい事項であります。インターネ

ット等で物件情報があふれている現在社会においては、顧客が宅建業者に期待す

る最も重要なものになっています。したがって取引の要となっていますから、そ

の善し悪しがすべてを決めると言っても過言ではありません。以下に重要事項説

明をするにあたっては繰り返し確認しなければならない事項を十箇条をまとめて

ありますから、重要事項説明をする際には常に事前に確認をお願いします。

１．重要事項説明は取引主任者が行う必要があります（宅建業法第３５条第１項）。

取引主任者の資格を持たない代表者や従業者が行うと最低７日の業務停止に

処せられることになります。

２．複数の宅建業者が取引に関与する場合には売主業者も含め関与する全ての宅建

業者が連帯責任を負うことになります。

宅建業者ごとに複数の重要事項説明をする必要はありませんが、いずれの

宅建業者が行うにしろ重要事項説明に誤りがあれば、原則、連帯責任を負わ

されることには十分留意が必要です。

３．買主、借主が宅建業者の場合でも重要事項説明義務は免除されません（宅建

業第７８条第２項参照）。

但し、重要事項説明に誤りがあった場合の買主等からの損害賠償請求につ

いて過失相殺（請求額の減額）が認められる場合があります。

４．売主・貸主にも重要事項説明を確認してもらうことが妥当です。

売主、貸主に重要事項説明義務は課せられていませんが、仲介業者は自らの

利益を守るために重要事項説明の内容は事前に売主・貸主にも確認しておいて

もらうことが望ましいと言えます。売主・貸主は最も良く物件の状況を知り得

る立場にあり、重要事項説明の誤りを防止することになるからであるからです。

全宅連版の売買契約の重要事項説明書では売主にも内容を確認する書式になっ

ています。

５．重要事項説明をする取引主任者は取引主任者証を提示する必要がある。

要求されなくても責任の所在を明らかにするため、取引主任者証を提示しな

ければなりません（宅建業法第３５条第４項）。これをきちんとした作法によ

り行えば顧客の信頼にもつながります。
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６．重要事項説明は、宅建業法の要求する事項について説明する必要があります。

したがって、最新の全宅連書式等をダウンロードとして説明する必要があり

ます。重要事項説明事項は毎年確実に増加しており、慣れているからといって

古い書式を使用していると、最低７日の業務停止に処せられることになります。

７．告知すべき否かを迷った場合には告知すべきです。

「宅建業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」につい

ては重要事項となることが宅建業法４７条の改正（平成１８年１２月２０日施

行）で明記されました。告知すべき否かを迷った場合には告知するのが妥当で

す。

８．説明する相手方に理解をしてもらう。

説明するということは、説明する相手方に説明内容を理解してもらうことが

必要です。「分からない」ということでは、説明したとはいえません。専門用

語・法令用語を使用して記入する場合も、素人にも分かるように言い換えたり

して意味を説明して下さい。例えば、「建ペい率」と「容積率」の違い、「既存

不適格」、「セットバック」の意味など、説明者には常識でも素人には理解でき

ないことがありますので、「お分かりいただけましたか」と念を押すように心

掛けて下さい。

とくに、マイナスとなる内容については、十分説明するように注意すること

が必要です。

９．推測や見込みで説明しない。

十分説明するといっても、つい口が滑って、いわゆる「オーバートーク」に

ならないように注意して下さい。予定に過ぎないことは、「予定ですから変更

されることがあります」というように断り書きを入れて下さい。

また、「・・・と思います」、「・・・だろうと思います」、「・・・でしょう」

というように、推測や見込みで説明しないで下さい。根拠もないのに「大丈夫

でしょう」というのも危険です。後で保証責任を問われかねません。

10．重要事項説明書を交付して説明する。
宅地建物取引業法は、重要事項説明書を「交付しなさい」と規定しているの

ではなく、「交付して説明しなさい」と規定しているのですから、「書いてある

通りです」などというのでは、説明義務を果たしたことにはなりません。もち

ろん顧客が遠方にいることを理由に郵送ですますことも許されません。宅建業

法は、取引主任者証を顧客に現実に提示して説明することを求めているからで

す（宅建業法第３５条第４項）。

また、重要事項説明の項目のうち、契約書（いわゆる３７条書面）の記載事
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項と重複する事項については、重要事項説明の際には、適宜、契約書の（案）

を添付し内容を必ず説明して下さい。書式中「別添 売買契約書（案）の通り」

「別添賃貸借契約書（案）の通り」として下さい。重要事項説明の段階では、

未だ契約は締結されていませんし、重要事項説明書と契約書の内容の食い違い

からしばしば紛争が起きている実態にかんがみ、両者の相違を無くすことを意

図したとともに、重要事項説明を契約締結とは別個の機会として取引の相手方

に、重要事項と同様に契約書の内容についても理解・検討する時間的余裕を持

ってもらうことがより望ましいからです。

なお、契約日当日に重要事項説明を行い、その説明書中に（案）を入れずに

「別添契約書参照」と記載した結果、行政指導を受けた事例があります。

その他、形式上の注意点としては、

① 資料添付の仕方

添付資料があるときは、必ず説明書に資料を糊付け（やむを得なければホッ

チキスどめ）し、綴じ目に割り印をしておいて下さい。渡してあるのに「も

らっていない」と否定されて説明不足の責任を問われた事例がありますから、

注意して下さい。

② 訂正印

重要事項説明書を訂正する場合には、取引主任者の訂正印があればさしつか

えがないと解されていますが、宅地建物取引業者と取引主任者の双方で訂正

印を押印することが、原則です。

③ 重要事項事前説明書

平成１５年７月、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」が改正され、「宅

地建物取引業者は、重要事項の説明に先立ち、重要事項の説明を受けようと

する者に対して、あらかじめ重要事項説明の構成や各項目について理解を深

めるよう、重要事項の全体像について書面を交付して説明することが望まし

い。」とされました。

【参考資料】

１．国土交通省が公表した重要事項説明義務違反の基準例

違反行為の概要 業務停止期間

（１）次のいずれかに該当する場合（（２）の場合を除く。）

① 法第３５条第１項又は第２項の書面に、同条第 1 ７日

項各号又は第２項各号に掲げる事項の一部を記載

せず、又は虚偽の記載をした場合

② 法第３５条第１項又は第２項の書面は交付したもの
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の、説明はしなかった場合

③ 取引主任者以外の者が、法第３５条第 1 項又は第２
項の規定による重要事項説明をした場合

（２）（１）①から③までのいずれかに該当する場合におい

て、当該違反行為により関係者の損害が発生した場 １５日

合（（３）の場合を除く。）

（３）（２）の場合において、当該関係者の損害の程度が大 ３０日

であると認められる場合。

（４）法第３５条第１項又は第２項の規定に違反して、同

条第１項又は第２項の書面を交付しなかった場合 １５日

（（５）の場合を除く。）

（５）（４）の場合において、当該違反行為により関係者の

損害が発生した場合（（６）の場合を除く。） ３０日

（６）（５）の場合において、当該関係者の損害の程度が大 ６０日

であると認められる場合。

２．情状等による主な加重軽減措置

① 複数の違反行為に対し監督処分をしようとする場合の加重

・各違反行為に対する業務停止期間のうち、最も、長期であるものの２分の３

倍とする。

② 違反行為を重ねて行った場合の加重

・過去５年間に監督処分を受けていた場合、業務停止期間を２分の３倍とする。

③ 関係者の損害の程度等による加重・軽減

・損害の程度が特に大きい場合、違反行為の態様が悪質な場合は、業務停止期

間を２分の３倍に加重することができる．

・損害の程度が軽微な場合は、業務停止期間を４分の３倍に軽減することがで

きる。

④ 関係者に対し十分な損害補填を行った場合の軽減

・関係者に損害が発生した場合であっても、直ちに、十分な損害補てんをした

場合は、業務停止処分ではなく、指示処分とすることを可能とし、業者の誠

実な対応（紛争処理、補てん措置等）を促す。

【参考条文】

平成１８年１２月２０日に施行された改正宅建業法第４７条（業務に関する禁止事

項）の内容は次のとおりです。

「第４７条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等
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に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘を

するに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物

取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれか

に該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる

行為

イ 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項

ロ 第三十五条の二各号に掲げる事項

ハ 第三十七条第一項各号又は第二項各号（第一号を除く。）

に掲げる事項

ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、

現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対

価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若し

くは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であって、宅地建物取

引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」というよ

うに、詳細な規定を設けることになりました。

なお、改正前の４７条違反は、１年以下の懲役、５０万円以下の罰金（併科可）で

したが、改正後は、罰則強化があり、「第７９条の２第四十七条の規定に違反して同

条第一号に掲げる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処

し、又はこれを併科する。」「第八十四条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、

使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違

反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める

罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第七十九条又は第七十九条の二 一億円以下の罰金刑

二 第八十条又は第八十一条から第八十三条まで（同条第一項第三号を除く。）

各本条の罰金刑」となり、法人は１億円以下の罰金となっています。

第４．登記の調査に関する十箇条

登記は物件の権利関係を知るために必要最低限度の調査です。調査のポイント

は次のとおりです。

１．建物賃貸借契約の重要事項説明でも建物登記の調査は義務づけられています。

登記の項目を省略した独自の重要事項説明書式を使用すると最低７日の業務

停止となることは前述のとおりです。また、登記の調査をしなかったため差押

さえ登記に気づかず仲介した結果、７万円の仲介手数料で３８７万円の損害賠
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償責任を認めた事例であります（東京地判平４．４．１６判時１４２８．１０

７）。

２．登記の調査は①重要事項説明の直前と、②重要事項説明が契約の日より前に行

われた場合には契約直前に、③売買契約の場合は残金決済時に行われる必要が

あります（東京地判平８．７．１２判タ９２６．１９７）。

３．更地売買でも建物の登記が残存していないか調査する必要があります。

新しい建物の登記ができないとか、借地権が残存しているとのトラブルがあ

るからです。

４．登記名義人と売主が異なる場合にはその理由を十分確認する必要があります。

特に遺産分割が未了で被相続人名義の場合には、相続人全員に会って本人確

認と意思を確認するとともに現実に遺産分割が決済時までに出来るのか慎重に

確認する必要があります。

５．登記簿に現れない権利もあります。

借地権・借家権など債権の一部については、社会政策等の観点から、直接そ

の権利の登記を備えない場合でも、一定の要件があれば対抗できるとされてい

ます。このため、登記簿には何ら登記された第三者の権利がない場合であって

も、第三者の（対抗できる）権利が存在し、自己の権利行使が阻害される事態

も生じます。

① 借家権

借家権は、賃借権の登記がない場合であっても、引渡しがなされていれば、

対抗できます（借地借家法第 31条第 1項）。
② 借地権

借地権については、土地の上に借地権者が登記された建物を所有するときは

第三者に対抗できることから、宅地建物取引業者は、当該宅地上に建物が存

する場合には、建物と当該宅地の権利関係を確認し、借地権の存否及び借地

権の内容について説明しなければなりません。

最近の学説・判例は、「登記したる」、「建物を有する」の要件を次第に緩和

し、借地人の保護を強化する方向にあります。特に、建物建替え等のため、

一時的に登記された建物が存在しない状況にある場合についても、その事由

・期間がやむを得ないものであるときは、明渡し要求を権利の濫用等を理由と

して斥け、借地人を保護する判例が数多くあります（東京地判昭６３．１．

２５、判タ６７６．１２６）。このため、現状更地についても、建物登記簿

を確認する必要があります。

また、借地権の登記がなく、宅地上に建物が存在しない場合においても、借
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地権者が、借地借家法第 10 条第 2 項に基づき、土地の上に一定の掲示をし
たときは第三者に対抗できることから、宅地建物取引業者は当該宅地上に借

地権の存在を知り得た場合においては、借地権の内容につき説明することと

されています。

借地権等の登記を備えない場合でも対抗できる権利は、何らかの外観を伴っ

ているため、対象不動産の現況調査等により比較的容易に未登記の第三者の

権利を把握できることも多く、宅地建物取引業者には不動産取引の専門家と

しての注意義務の範囲内で、対象不動産の現況をよく調査説明する必要があ

ります。

このため、借地権等の登記を備えない場合でも対抗できる権利は、登記簿の

記載事項に関する説明においては、登記された権利に準じて調査説明するこ

とが必要です。

６．抵当権に関する調査事項・説明方法は特に留意が必要です。

抵当権については、抵当権者の住所氏名、債権額等を説明する必要がありま

す。また、共同抵当については、抵当権者の住所氏名、債権額に加えて、共同

抵当であること、共同抵当の対象を説明する必要があります。

抵当権設定登記がなされている不動産は、買主が取得して移転登記を行っても、

抵当権はそのまま存続することになります。このために、当該抵当権が担保す

る被担保債権が弁済されない場合には、抵当権者により抵当不動産が競売に付

され、買主が当該不動産の所有権を失います。

一般の不動産取引においては、抵当権は、売主の負担と責任で、取引対象不動

産の引渡期日までには抹消されるのが原則となっています。また、一般の多く

の不動産取引では、売却代金により借入金が返済されています。

そこで、抵当権の説明においては、代金支払と抵当権抹消手続の具体的な手順

の口頭説明を併せ行う必要があります。そのほか、不動産取引の専門家である

宅地建物取引業者としては、抵当権抹消の予定の有無を、取引条件として事前

に確認することが必要です。特に、売主の抵当権の抹消を予定している場合で、

被担保債務の残高が売却代金を上回る場合には、売却代金では不足する抵当権

抹消に要する資金の調達方法について、慎重に確認する必要があります。また、

共同担保に供されている物件の一部抹消の場合についても、慎重に確認してお

くことが望ましいでしょう。

７．担保目的の仮登記もあります。

町の金融業者は担保目的で賃借権の仮登記等をつけている場合もありますか

ら、抹消するためには幾ら必要かを確認しておく必要があります。

８．差押登記、仮差押登記が付いている物件は、差押登記・仮差押登記以降の権利
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移転手続きはいっさい競落人に対抗できなくなるので手を出すべきではあり

ません。

甲区欄を見ると「所有権にかかる権利に関する事項」というのがあります。

最近増えているのが差押登記や仮差押登記がなされている物件です。

差押原因には次のように３つあります。

① 任意競売に基づく差押え

任意競売が開始されたときに付けられる差押登記です。任意競売というのは、

銀行からお金を借りて返済ができなくなったとき、銀行が抵当権を実行する

手続きです。この場合、裁判所の書記官が職権で「この土地・建物はこれか

ら抵当権の競売手続きが進んでいきます」ということを誰でも分かるようす

るのが任意競売の差押登記です。

② 強制競売に基づく差押え

強制競売が開始されたときに付けられる差押登記です。判決や公正証書に基

づいてお金を返してくれない人の不動産を差し押さえて競売をすることを強

制競売といいます。

③ 公売手続に基づく差押え

公売は税金を払わない人に対して、財務省がその人の財産を裁判所と関係な

く自分の権限で差押さえ競売する手続きです。国が公売手続きを開始した場

合に、東京都など地方公共団体が参加して差し押さえてくることを参加差押

さえと言いいます。

仮差押えは強制競売と密接に関係があります。貸したお金を返してくれない

人の財産を差押えて強制競売をするためには、まず判決を取らなければなりま

せんが、判決をとるまでの間に不動産の持ち主が不動産の名義を第三者に移転

してしまうかもしれません。万一、移転されてしまうと、せっかく勝訴判決を

取っても差押さえることができなくなります。

そこで、訴えを提起する前に、「こういう証拠がありますので、この事件は

勝てます。保証金も積みますから裁判所の力で仮に差押えておいて下さい。」

という申し立てをするのです。これを保全処分に基づく仮差押えと言います。

実際に裁判に勝つと本差押えに移行しますが、その場合、仮差押登記以降の権

利移転手続きはいっさい競落人に対抗できなくなるのです。

以上のように差押え、仮差押えが登記されている物件は、残代金決済時、所

有権移転時期までに抹消できる可能性がないかぎり、取得者にとって極めて危

険な登記ですから、原則として取引の対象とすべきではありませんし、賃貸物

件であるとしても賃借人は競落人には賃借権を対抗できないので、賃貸物件と

して仲介すべきではありません。

９．差押物件、そうでなくても代位弁済で抵当権が移転している、あるいは債権譲
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渡に伴い「保証会社」あるいは「債権回収機構」に抵当権が移転している賃貸

物件には手を出 すのは危険です。

抵当権の登記から更に進んで、「差押登記」にまで至っている場合は、抵当

権が実行されて競売手続が開始されている状態になっていますから、貸借の媒

介をすべきではないでしょう。また、代位弁済で抵当権が移転している、ある

いは債権譲渡に伴い「保証協会」あるいは「債権回収機構」に抵当権が移転し

ている場合も競売手続が近々に始まることを意味し、いつ差押が入ってもおか

しくない状態になっていることですから貸借の媒介はさしひかえるべきでしょ

う。なお、短期賃貸借の保護の廃止の結果、平成１６年４月１日以後の建物賃

貸借契約の賃借人は抵当権を実行した任意競売の競落人に賃借権を対抗できな

くなりました（２３０頁参照）。

10．インターネットでも登記の調査はできますが、登記情報をプリンターで印刷
したものは登記官の証明がないので謄本としては使用できません。

平成１２年９月２５日より、インターネットから登記情報が閲覧できるよう

になりました。本サービスの対象となる登記の種類は、不動産登記、商業登記、

地図情報、その他政令で定める登記です。

具体的に提供される登記情報の種類には、コンピュータ化された登記簿に記

録されている事項の全部についての情報（全部情報）と、当該登記簿に記録さ

れている事項の一部についての情報（一部情報）の二つがあります。

【利用時間】 午前８時３０分～午後７時まで

【休業日】 （１）土曜日および日曜日

（２）国民の祝日

（３）１２月２９日～１月３日

【申し込み方法】

（１）個人で利用する場合・・・インターネットで申し込みができま

す。

（２）法人で利用する場合・・・「登記情報提供サービス」のホーム

ページより「登記情報提供サービス

法人利用申込書」を印刷の上、必要

な事項を記入し、登記簿謄本、代表

者の印鑑証明書、所定の口座振替依

頼書を添えて財団法人民事法務協会

あて郵送で申し込みをすることにな

ります。
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【利用料金】

利用料金

（１件あたり） ４８０円

不動産の所有権の登記名義人のみを内容とする情報（所有権事項）につい

ては１７０円

登録費用 個人利用者３００円、法人利用者７４０円

国または地方公共団体５６０円

【利用料金の支払方法】

（１）個人利用者の場合・・・財団法人民事法務協会が承認したクレジットカー

ドでの支払い

（２）法人利用者の場合・・・申し込み時の指定金融機関の預金口座から引き落

とせます。その他、詳しいことは、直接登記情報

提供サービスにアクセスしてください。

第５．法令上の制限等の調査・説明に関する十五箇条

見落とし、あるいは誤りが生じがちな法令上の調査・説明項目をまとめてみまし

た。

１．市街化調整区域の説明については、「原則として、一般住宅など建物を建築す

ることができず、開発行為も原則として許可されません。」という不動文字の

意味を具体的に説明することが必要です。

市街化調整区域については、トラブルが絶えません。「原則として、一般住

宅など建物を建築することができず、開発行為も原則として許可されません」

と、不動文字で強調してもトラブルが多いのです。その原因の一つは、買主に

対して、どういう意味か説明していないからです。そのため、現実に建物をつ

くろうとしたり、建て替えようとしたら、建物が建てられないということが初

めて発覚することになるので、市街化調整区域の売買には十分気をつけてよく

説明して頂きたいと思います。

また、例外的に開発行為の許可が下りているということであるなら、開発許

可取得済みということと、許可番号を書くことになります。但し、市街化調整

区域では、不動産業者の誤解に基づくトラブルもあります。一つは、市街化調

整区域ではあるが既に建物が現実に建っているし、登記もある、所有権移転登

記も何回かなされているということから、通常の建物として仲介しても大丈夫

と思い込んでしまうケースです。ところが、実際に建て替えようとしたり、水
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道を引こうとしたら違法建築だと分かって大騒ぎになります。どうしてこうい

うことになるかというと、市街化調整区域の建物でも違法に建てることはでき

るし、建ててしまえば、登記もできるのです（むしろ、不動産登記法上は登記

が義務づけられています）。大事な点は、登記があるから適法とは言えないと

いうことなのです。

もう一つは開発許可が申請者のみを対象とした一身専属である場合が多いこ

とについての誤解です。例えば、農家の次男が自宅として建物を建てればその

ときは適法です。しかし、それを許可申請をした人が自宅目的であれば適法に

使えるという一身専属的許可であって、その後、農家の次男がアパートなどの

他の目的で使用することもできません。いわんや譲受人自宅用建物やアパート

として使うこともできないのです。こういう基本的で初歩的なところにも誤解

があるので十分気を付けて頂きたいと思います。

２．市街化調整区域内の建物賃貸借の仲介も十分な調査が必要です。

借主Ａは、仲介業者Ｘの仲介（仲介手数料１５万円）により市街化調整区域

内の元ドライブイン建物を熱帯魚店舗として賃借し、営業を開始しようとした

ところ、町から当該建物はドライブインとして開発許可をしたものだから、熱

帯魚店の営業は許されないとの警告を受け、ＡはＸに対し、Ｘがもっとよく調

査し説明していればこのような契約はしなかったとしてＸに対し、仲介手数料、

投下した設備費、営業不能損害等の損害賠償を請求してきました。結局、保証

協会は判決に基づいて９７５万円を認証しています。

市街化調整区域における法令制限、特に開発許可の効力について正確な理解

をしていない業者が多いのが現実です。ドライブインで許可を得た建物は、他

の目的には流用できないことを明確に認識すべきです。

３．既存不適格物件とは、正式な法律用語ではありませんが、①現行の法令に適合

しないこと、②過去の法令に適合していたこと、または過去に現行の法令は存

在しなかったことを意味すると言われています。従って、一般に、現在のまま

使用することについてはそのままでよいのですが、建て替えるときには建築基

準法に適合させる必要のあるようにしなければならない物件を言います。

４．売買物件が２つの用途地域に近接して存在する場合、建坪率・容積率の説明に

誤りが生じがちですから注意が必要です。

用途地域にまたがる場合の建ペい率・容積率の扱いについては、昭和５１年

の建築基準法改正によって、過半主義から面積加重平均に改正されております。

例えば、敷地が建ぺい率の異なる複数の地域にわたる場合それぞれの地域の建

ぺい率に、その地域に属する敷地部分の敷地全体に対する面積の割合を乗じた

数値を合計(加重平均)したものが、敷地全体に適用される建ぺい率の最高限度



- 16 -

になります。

敷地の 3/5(60m2/100m2)が建ぺい率 80%の地域に敷地の 2/5(40m2/100m2)が建
ぺい率 60%の地域に属しています。
この場合の建ぺい率は

(60m2x80%十 40m2x60%)÷(60m2+40m2)=(480+240)÷ 100=72%となります。

５．傾斜地付近の土地の売買には「がけ条例」の適用がないか十分調査が必要です。

買主は、住宅建設の目的で、宅地を媒介業者の媒介で購入しましたが、その

後、買主が建築確認の申請をしたところ、その土地はがけ地に近接しているた

め、県の建築基準法施行条例（がけ条例）により、買主が考えていた住宅は現

状のままでは建築できないこと、建築するためには擁壁の設置が必要なことが

判明し、がけ条例についての重要事項説明が不十分であったとして、指示処分

を受けた事例があります。

建築基準法第４０条は、「地方公共団体は、その地方の気候、風土の特殊性

により、条例で、建築物の敷地に関して安全上必要な制限を付加することがで

きる」と規定しています。これを受けて、多くの県で、がけ条例を定めていま

す。

がけ条例の内容は、がけ地においては擁壁を設置するか、そうでなければ、

がけからがけの高さの 2 倍以上の距離をおかなければ建築してはならない、と
いうものです。

この建築基準法第 40 条に基づく条例は、宅地建物取引業法施行令第 3 条各
号には列挙されていませんが、買主にとっては、各号列挙の制限と異なるとこ

ろはありません。判例でも、がけ条例により建物を建築できないことは、「民

法第５７０条にいう瑕疵にあたる」としています（千葉地判昭６２．７．１７、

判時１２６８Ｊ１２６）。この点からもがけ条例については、説明が必要です。

６．開発指導要綱等についても調査・説明が必要です。

買主業者Ｅは、共同住宅を建設するため、第一種住居専用地域内の開発分譲

地６筆を、媒介業者の媒介で購入し、その後、買主業者が市の建築確認窓口を

訪れ、アパート建設にあたって事前相談をしたところ、本件分譲地は、市の開

発指導要綱に基づいて開発者と市で事前協議され、戸建住宅用地として開発さ

れたものであって、共同住宅の建設は認められないことが、判明しましたため、

媒介業者に損害賠償を求めた事例があります。

本件は、開発指導要綱に基づく規制の説明義務に関するものです。判例は、

開発指導要綱に基づく行政指導による規制も、買主にとっては重大な制約とな

りますから、説明義務があるとされています（東京地判昭５９．１２．２６、

判時１１５２．１４８）。
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７．地元の申合せによる建築制限についてもの調査・説明が必要です。

買主は、市の中心商店街に面した宅地（170m2、３億円）を、媒介業者の媒
介で購入しましたところ、隣人からこの宅地を含む付近一帯は、未だ都市計画

決定はされていないが、市街地開発事業施行の予定があり、近隣の宅地所有者

の申合せにより、当該区域内に建築される建築物は道路から 1．5m 後退しな
ければならないことが判明したことから、媒介業者が報酬額の一部を買主に返

還することとなった事例があります。

このような申合せによる制限は、法律上の強制はありませんが、現実には拘

束されます。加えて、地元の宅地建物取引業者にとっては公知の事実といって

いいでしょうから、説明する必要があると考えられます。

８．土地区画整理地内の土地売買で最近、深刻なトラブルが多発していますから十

分注意をして下さい。

トラブルの一つは、買主は、重要事項説明で「土地区画整理地の予定地域（現

在計画確定前）内」との説明を受けたましが、現在都市計画案の縦覧期間中で

あり、近く都市計画が決定される予定であること、本件土地は遊水池の予定地

とされていること等について説明がなかったためにトラブルとなった事例で

す。

「土地区画整理地の予定地域（現在計画確定前）内」と説明するだけでは、

明らかに説明が足りません。少なくとも、現在都市計画案の縦覧期間中であり、

近く都市計画が決 定される予定であること、本件土地は遊水池の予定地とさ

れていること、従って土地区画整理事業が施行されれば、換地に移行せざるを

得ないこと等を説明しなければ、説明義務を尽くしたとはいえません。

もう一つのトラブルは、保留地の売却で事業費の捻出を計画していた区画整

理組合の組合員から施行地区内の宅地を購入した買主が多額の賦課金の徴収を

受けてトラブルになったものです。

施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部

を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全

部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転す

るので（区画整理法２６条１項）、買主は賦課金（組合施行の土地区画整理事

業で，保留地の処分が予定価格で売れなかったりして，事業費が不足したとき

に組合員に賦課する追加の負担金）（同法４０条）を徴収されることになりま

す。したがって、組合事務局に対し、賦課金の徴収の可能性についても調査が

必要です。

９．買主から購入動機を聞いた宅建業者には宅建業法施行令３条に直接規定されて

いない法令上の制限についても調査・説明義務を負う場合があります。
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（説明義務について）

宅建業法３５条１項２号は、「都市計画法、建築基準法その他の法令に基づ

く制限で契約内容の別（当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの

別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの

別をいう。以下この条において同じ。）に応じて政令で定めるものに関する事

項の概要」を説明すべき重要事項としていますが、これは、最小限度に説明す

べき事項を同条で定型化したものにすぎず、同法施行令３条に直接規定されて

いない法令上の制限についても業務上の注意義務として調査・説明すべき事項

はあるとされています（改訂版 詳解宅地建物取引業法１７８頁、３４０頁）。

たとえば、都市計画区域指定の可能性の説明義務が争われた事例で、厳密に

は同条１項２号にいう重要事項に含まれないとしても、「被告らは、いずれも

不動産仲介業に従事する者であり、本件売買契約を成立させるに当たっては実

質的に仲介人としての立場にたち、また、原告会社の本件土地の買い受けの意

図についても十分に知悉していたものと認められるから、売買契約の仲介を行

う業者として、当然、本件土地付近の地域に対する都市計画区域指定の可能性

及び本件土地自体が市街化区域もしくは市街化調整区域のいずれに含まれるか

等について事前に十分調査し、その結果を買主である原告会社に伝えるべき義

務があったものというべきである。」と判示しています（東京地判昭５４．１

０．３０判時９４６．７８）。

（売主の瑕疵担保責任について）

また、目的物についての法的制限が当該物の瑕疵に当たることについては判

例も認めており（最判昭５６．９．８判時１０１９．７３、千葉地判昭６２．７．

１７判時１２６８．１２６）、当事者の売買の意図から、契約の目的を達するこ

とができない場合は契約の解除と損害賠償、契約の目的を達することができる場

合にも損害があれば損害賠償請求が認められることになるでしょう。

（裁判になった場合の争点）

同法施行令３条に直接規定されていない法令上の制限の説明義務としては、例

えば施行令３条に規定されていない建築基準法 22条あるいは 23 条に関していう
と①宅建業者として容易にその規制を受けるような建物が建築される可能性を推

測し得たか、あるいは②宅建業者が申出人の当該土地の買い受けの意図について

十分知悉していたか否か等が争点になるでしょう。

瑕疵担保責任については建築基準法の規制に服することによって契約の目的が

達せられないか否か、達せられるとしても損害があるか否かが争点となるでしょ

う。

10．接道の状況は現地だけではなく、公図によっても十分な確認が必要です。

接道も大事なポイントです。接道が十分適法になされていないと、建て替え
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ができないことになります。現地の調査では売買対象地は十分に前面道路に接

道しているように見えたので安心して仲介をしたところ、その後、売買対象地

と道路の間に細い他人の土地が存在していることが判明し結局接道していない

ことが判明することがよくあります。この場合、公図をよく見れば細い土地が

あることがわかるのですが、公図まで注視していないため気がつかなかったの

です。接道の確認のためには公図もよく調べる必要があります。

11．位置道路の申請図面と実際の道路の形状が異なることがよくありますから、申
請図面の縮尺を現場においてメジャーで確認する必要があります。また、いわ

ゆる「二戸一建物」で一棟だけでは建て替えが出来ないケースもありますから

注意が必要です。

トラブル例１

Ａ Ｂ

Ｃ 位 置 Ｄ

指 定

道路

公 道

（位置指定道路が途中で止まっている事例）

トラブル例２

Ａ Ｂ

位 置

Ｃ 指 定 Ｄ

道路

公 道

（位置指定道路が敷地の下に入り込んでいて建て替えができなかった事例）



- 20 -

トラブル例３ Ａ Ｂ

Ｆ Ｃ

位 置

指 定

Ｅ 道路 Ｄ

公 道

（位置指定道路の奥行きが深く安全条例等でＡ・Ｂの土地には一棟しか建たない

場合に一棟で建築確認申請を取り一棟を建てた後、一棟の間を分離してＡ・Ｂの

敷地に一棟づつの形状にする「二戸一建物」の場合、A あるいはＢ内の建物だけ
では建て替えができない。）

12．「直ちに利用可能な施設」とは、説明時において、現に利用されている施設
および利用可能な状態にある施設をいいます。

「直ちに利用可能な施設」とは、説明時において、現に利用されている施設

および利用可能な状態にある施設をいいます。例えば、前面道路まで施設管が

配管されていて、道路所有者などの承諾がなくてもいつでも敷地内に引き込め

る状態にあることをいいます。注意すべきは、本件のように引き込みはあるが

購入目的にかなわない状態にあって、仲介業者が買主の購入目的を十分認識し

ていた場合です。

例えば、ある仲介業者は、仲介した売買土地には水道管が立ち上がっていた

ので「水道は直ちに利用可能な施設」として説明しました。しかし、その後、

前所有者である売主は２階建建物で 50 ミリ管を使っていたが、買主はこの土
地に３階建てを建てるために、70 ミリ管にしないと３階まで水をあげること
ができないことが判明しました。しかし、70 ミリ管を施設するには本官から
の約５０メートルの距離の水道管を全て取り替える必要があり、私道所有者全

ての掘削同意と多額の費用を要することが判明しましたのです。そこで、買主

は、３階建物を建設するために土地を購入するということを仲介業者に話して

いたのだから、調査義務違反であるとしてクレームをつけてきました。

判例は、買主が周囲に緑が多く空気のきれいな土地に移ることを望んでおり、

その旨を仲介業者に伝え、仲介業者もその旨を了承して土地建物の仲介を行っ

た事案において「不動産の仲介を委託された宅建業者は、委託の本旨に従い、

善良な管理者の注意義務をもって、誠実に仲介事務を処理すべきであり、重要

な事項には故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはなら

ないところ、仲介物件が緑に包まれた清閑な場所であることが仲介契約の条件

の一つである場合には、この点は右にいう重要な事項であり、仲介業者として
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は、仲介物件の周辺に開発計画があるか否かを調査し、その結果を委託者に説

明すべき契約上の義務がある」と言っています（東京高裁昭和５３年１２月１

１日判決、判時９２１頁９４頁）。

したがって、本件のように買主が購入動機を示し、それを仲介業者が知って

いた場合には、従前の管で大丈夫か確認をしておくことが必要であるでしょう。

専門家に問い合わせなければ分からない場合には、少なくともその旨をと言っ

ておくべきだった事案と思います。

13．井戸水は水質検査が必要です。
売主業者が販売する未完成の分譲住宅を、買主 A、B、C が、それぞれ購入
する契約を締結しましたが、重要事項説明の際、「飲用水の供給施設は井戸水

を利用する」と書面で説明しましたが、水に臭いがあったため買主 A、B、C
で、保健所に調査を依頼したところ、飲用水として適さないとの調査結果が出

たためトラブルとなった事例があります。

県で、売主業者から事情を開いたところ、「井戸水は自分で飲んでみて飲め

ると判断したものであり、契約後水質が変化したものであるから、虚偽の説明

ではない。今後は、浄化装置をつける等して、是正したい」といいましたが、

飲用に適しているか否かは、当然保健所の判断によるべきことです。宅地建物

取引業者が自ら飲んで判断できることではありません。また、売主業者の水質

が変化したという主張は、引渡し時に飲用に適するものを引き渡していないの

ですから、通用しません。宅地建物取引業者は、自分が販売している物件の重

要性を認識する必要があります。自分が飲んだだけで飲める水だといったり、

根拠もないのに水質が変化したと主張すると、お客の信用を失墜します。

14．私設管は公共の管理ではないので、利用者である敷地所有者全員で維持管理
をしなければなりません。私道に設置されている下水管は私設のものが多いの

ですが、市町村によっては、私道に公共下水道を設置しているところもありま

す。私道に公共下水道を設置する場合には、私道の要件や設置の要件等が決め

られているので、注意が必要です。

売主業者が売れ残った分譲区画を売却する際、買主から値引きとともに 13
ミリの水道管の設置の要望が出され、水道管については、予定していなかった

ので、売主業者は、躊躇しましたが、この宅地内に水道栓があったのを思い出

して、この要望を受け入れたところ、前面道路の水道管は隣地所有者らの私設

管であり、共同使用の承諾を得られずトラブルになった事例があります。

生活施設についても調査を十分せずに安請け合いをすると思わぬ出費をする

ことになります。

15．プロパンガス配管設備の所有権の帰属に関しての調査・説明は怠りなくして
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下さい。

プロパンガス配管設備の所有権の帰属に関するトラブルが発生していること

から国土交通省は特に平成元年 11 月 22日付で「宅地建物取引業者は、建売住
宅の売買の相手方等に対してその売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取

引主任者をして、宅地建物取引業法 35 条第 1 項各号に掲げる重要な事項につ
いて、書面を交付して説明をさせなければならないが、その際、宅地内のガス

の配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にある場合にはその旨を

説明すること。」として重要事項説明書に明記して説明するよう要請していま

すので留意して下さい。また、公正取引委員会も平成 11年 6月 29日付で国交
省に対して「配管の所有権が LP ガス業者にある場合には、建築業者等が住宅
を販売するに際し、消費者に明確に説明し了解を得た上で、それらを明記した

書面を交付するよう建築業者等への周知を要請」をしています。

第６．瑕疵に関する調査・説明について

売主の瑕疵担保責任は無過失責任ですが、瑕疵ある物件を仲介した媒介業者の責

任は調査・説明義務を怠ったか否かの過失責任です。買主からも仲介を依頼されて

いる場合には、売主の提供する情報のみに頼ることなく、自ら通常の注意を尽くせ

ば仲介物件の外観（建物内部を含む。）から認識することができる範囲で、物件の

瑕疵の有無を調査すべきというのが判例でもあります。

１．売主の瑕疵担保責任

売主の瑕疵担保責任は無過失責任（法定責任）であり、売主は仮に障害物の

存在を知らなくとも損害賠償責任を負わなければなりません（民法第 570条）。

２．媒介業者の調査責任

売主の瑕疵担保責任が問題となるようなケースでは、同時に仲介業者が説明

義務違反に問われることが少なくありません。媒介業者の責任は、仲介契約に

基づく債務不履行責任（民法第 415 条）か、仲介業者に一般に科せられる注意
義務違反を理由とする不法行為責任（民法第 709 条）が問題となります。そこ
で隠れたる瑕疵の存在に気がつかなかったことが注意義務違反と言えるかポイ

ントになりますが、一般的には仲介業者が媒介をするに当たっては、当事者双

方が契約の目的を達し得るように配慮し、事前に当該物件に関して契約の目的

を達し得ないような瑕疵がないかどうかについて調査し、依頼者に不測の損害

を生じせしめることのないよう誠実に業務を行う義務があると言われています

（宅建業法第３１条）。

しかしながら、仲介業者は不動産取引きの専門家であっても、地質、地盤、

アスベストの有無、耐震性といったそれぞれの分野の専門家ではないので、こ
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れらは他の専門分野における特別の知識、経験、鑑定能力まで要求されるもの

ではありません。すなわち、この場合の注意義務の程度ですが、「宅建業者は、

取引当事者の同一性、代理権の有無、取引対象物件についての権利関係及び各

種法令による制限の有無、種類といった法律上の問題についての重要事項を専

門的立場から調査するについては高度の注意義務が要求され、取引主任者をし

て買主に対して説明・告知させ、説明書を交付する義務を負っているが、目的

物件の物的状況に隠れたる瑕疵があるか否かの調査についてまでは、高度な注

意義務を負うものではない。」というのが判例です（千葉地松戸支部判平６．

８．２５判時１５４３．１４９、大阪地判昭４３．６．３判タ２２６．１７２。

なお天井裏の蝙蝠(コウモリ)の生息につき調査義務を否定したものとして神

戸地判平１１．７．３０判時１７１５．６４参照）。

そこで隠れた瑕疵の具体的な調査義務の内容ですが、例えば土壌汚染につい

ては仲介業者としては特段の費用を要しない地歴調査（例えばかつてマンショ

ンが建っていたか、工場があったか等）までは要求されると言われていますが、

さらに専門業者のボーリング調査等の専門的調査は売買契約の当事者の問題と

されています。なぜなら万一、仲介業者がこれらの専門家による専門調査を行

わなければならないとすると、掘削等の調査費用は仲介業者が負担することに

なりますが、れは仲介業者の報酬最高限度が法定されている（宅建業法第 46
条）ことから過大な要求を強いることになり妥当ではないからです。

なお、仲介業者が売主に雨漏りがあるか否かを尋ねたところ、無いとの回答

であったので、それ以上調査はせず、買主に対しその通り説明したところ実際

には雨漏りがあった事案で、売主には瑕疵担保責任を認めたが仲介業者の責任

を否定した判例(札幌地判平 8．5．27 判例集未登載・財団法人不動産適正取引
推進機構「不動産取引の紛争と裁判例〈増補版〉、東京地判平１３．１１．１

４ホームページ下級裁主要判決情報)がある一方、最近の事例として被告仲介

会社の仲介により被告売主から土地建物を買い受けた原告が、売買契約時に、

当該土地建物において過去に火災等が発生したことがある旨の説明がなかった

として、被告らに瑕疵担保ないし不法行為に基づく損害賠償責任を求めた事案

で、火災による焼損が隠れた瑕疵に当たるとし、瑕疵担保責任を負わない旨の

特約が適用されないとした事例がありました。この判決では「売主と買主の双

方から仲介を依頼された仲介業者は、売主の提供する情報のみに頼ることなく、

自ら通常の注意を尽くせば仲介物件の外観から認識することができる範囲で、

物件の瑕疵の有無を調査して、その情報を買主に提供すべき契約上の義務があ

り、当該建物の焼損の確認義務違反が認められる。」と判示しています（東京

地判平１６．４．２３ 判時１８６６．６５、判例マスタ）。仲介業者には厳

しい内容ですが、要は手抜きをせず、売主、買主を同道して内覧を十分し、確

認を励行するということです。
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その際には、付帯設備一覧表を利用し、一つ一つ正常に稼働するか、異常な

ところはないかを確認し、異常等があれば書き入れておくことが大事です。レ

ンタカーを借りるとき傷を書き入れた自動車図面と現物のレンタカーを見比べ

て確認するのと同様の作法が有用と思います。

３．売主の瑕疵担保責任と媒介業者の調査責任の関係

実務では、売主の瑕疵担保責任としての損害賠償義務と、仲介業者の説明義

務違反としての損害賠償義務とは、いわゆる不真正連帯償務として、買主から

一緒に請求され訴えられるのが常です。また、売主に瑕疵担保責任がなくても

業者の説明義務を認めた事例として東京高判平１５．９．２５判時１１５３．

１６７があります。

第７．土壌汚染に関する調査・説明義務

通常の地歴調査（売主・近所の人から土地の過去の歴史をヒヤリングすること）

は必ず実施しましょう。平成 15年 2月 15 日からは土壌汚染対策法も施行されて
おり、今後は埋蔵物だけでなく土壌の汚染状況も取引きの関心事になりますから、

地歴調査は必ず実施すべきです。その上でどこまで地歴調査をしたか、逆に専門

家調査が未了であれば、未了と言うことを明示することが重要です。その情報は

買主とって取引きをするか否かの重要な情報になるからです。

土壌汚染に関する法律が平成 15年 2月 15日から施行されています。指定地域内
の土地だと、形質の変更などについては届け出義務があります。そのことの説明は

当然必要になりますが、問題は、土壌汚染対策法の指定地域外の土地なら、何もし

なくていいのかという点です。結論を言えば、まったく調査しなくてもいいという

ことにはなりません。具体的には、元々この土地には何が建っていたか、あるいは

いつごろ開発され、どういうかたちでこういう土地になったのかというようなこと

を、調べる必要があります。これを「地歴調査」と言います。逆に言えば土壌汚染

があるかどうかの調査を仲介業者がやる必要はありませんが、「専門業者によるボ

ーリング調査、あるいは土壌汚染調査はしていない」ということは書いておく必要

はあります。さらに、例えば買い主が調査した結果、土壌汚染が発見された場合に

は買い主が売買契約を解除することができるようにしておくなど、契約内容できち

んと定めておくことが必要です。そうしないと、今後は深刻な問題になる可能性が

あります。そこで、具体的な地質、地中埋蔵物の地歴調査ですが、①土地の外観等

の調査、②行政の窓口における資料の調査、③近所の人から従前どのように土地が

利用されていたかの記憶をたどる調査等により、従前、建物が建築されていたか（住

宅、工場、マンションか、クリーニング店等）、あるいは何が存在していたか、沼

地か湿地か等を調査、説明することになるでしょう。
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【記載例 1】
本件土地の地歴調査については、登記簿並びに売主、近隣住民、区役所の○○

課からのヒヤリングにより実施しました。それによりますと本件土地は昭和 36
年まで農地でありましたが、その後残土処理業者による残土埋め立てにより宅地

化され、昭和 38 年に木造２階建新築住宅が建築されて分譲されたものであると
のことでありました。なお、本件土地については、埋蔵物に関するボーリング調

査、並びに土壌汚染調査に関する専門家調査は未了です。

【記載例 2】
本件土地の地歴調査については、昭和 20 年以降の航空写真、登記簿並びに周辺
古老からのヒヤリングにより実施した。それによると本件土地は昭和 30 年頃ま
で既に廃業した○○紡績の工場跡地であったが、その後宅地化され、昭和 35 年
頃に大手不動産会社により木造２階建新築物件が建築されて分譲されたものであ

るとのことであった。本件土地において過去に有害物質を使用していたか否かは

上記調査の過程では判明しなかった。なお、本件土地については、埋蔵物に関す

るボーリング調査、並びに土壌汚染等に関する専門家調査は未了である。買主が

専門家調査を実施する場合には当事者協議の上、下記の条項により調査、汚染除

去をなすものとする。

記

第○条 売主は、その費用と負担で平成○年○月○日までに本件土地の土壌汚染、

埋蔵物の調査を行うものとし、同調査の結果本件土地の土壌汚染、埋蔵

物の除去費用を要する場合には、その除去費用は売主の負担とする。

但し、除去費用に２、０００万円以上を要する場合には売主は、平成

○年○月○日までに本件土地売買契約を解除することができる。ただし、

土壌汚染は、環境省が定めた基準値内までに改善された場合は除去され

たものとする。

２．前項の２、０００万円以上の除去費用の判定は下記の三社で行うものとし、

２、０００万円以上の判定は、三社の見積もりが一致した場合とする。

記

Ａ社、Ｂ社、Ｃ社

その結果、地質や埋蔵物に不安があれば、売主あるいは買主の費用で地質等の専

門調査をしてもらうということになります。それらについての具体的な重要事項説

明書の記載の仕方については全宅連版「わかりやすい売買契約書の解説」分冊２を

参照。
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ポイント１７ アスベスト・耐震に関する重要事項説明

アスベスト・耐震に関する調査・重要事項説明もアスベスト・耐震そのものの

調査ではなく、専門家による調査があったか否かにあります。

◇ アスベストと重要事項説明

④石綿使用調査結果の □無

記録 口有 調査年月日 年 月 日

調査の実施機関

調査の範囲

石綿の使用の有無及び石綿の使用箇所

売主及び所有者に石綿使用調査結果の記録の有無を照会し、必要に応じて管

理組合、管理業者及び施工会社にも問い合わせたところ、石綿使用調査結果の

記録が存在しない、または、存在が判明しない場合、すなわち、□無、または、

□不明をチェックした場合は、照会をもって調査義務を果たしたことになりま

す。

調査の過程において、売主の告知書等により石綿使用等についての情報を取

得した場合は、重要事項説明書に記載して、説明する必要があります（宅建業

法４７条）。その場合には「備考」欄を使用されるとよいでしょう。告知書の

場合も「備考」欄を使用されるとよいでしょう。

宅建業法３５条の説明義務 宅建業法４７条の説明義務

・石綿使用調査結果の有無 売主の告知書等により石綿使用

・調査結果があれば、調査日、 等についての情報を取得した場

調査の実施者、調査の範囲、 合はその内容

石綿の使用の有無及び使用箇

所
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◇ 重要事項説明書の記載例（マンション売買の場合の一例）

石綿使用調査の内容

石綿使用調査結果 石綿使用調査の内容

の記録の有無

þ 無 【照会先】※売主に当該調査の記録の有無を照会し、必要に応

□ 不明 じて管理組合、管理業者及び施工会社にも問い合わせておりま

□ 有 す。

þ 売主 （※別添「物件状況確認書（告知書）」参照）

þ 管理組合 þ 管理業者（ハトマーク管理株式会社 ）

þ 施工会社（全宅建設株式会社 ）

【石綿使用調査結果の内容は以下の通りです】

・石綿使用調査結果の記録（調査年月日 年 月 日）

・調査の実施機関

・調査の範囲

・石綿使用の有無 □ 有 □ 無

（石綿の使用が有る場合）

・石綿が使用されている箇所

備 考 本件建物の石綿使用調査結果の記録の有無の照会について

は、上記のとおり、売主、管理組合、管理業者、施工会社

に対し行ったが調査結果はないとのことでした。なお、売

主の告知書によると、アスベストの吹付けはないものの外

壁内側には防火ボードを使用しており、それにはアスベス

トが含有されている可能性が高いということでした。アス

ベストが使用されていた場合には通常の解体費用より割高

になるおそれがありますが、建物解体に関する責任費用は

買主の負担になります。
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◇ 耐震診断の内容

耐震診断の 耐震診断の内容

有無

þ 無 【照会先】＊売主に当該耐震診断の記録の有無を

□有 照会し、必要に応じて管理組合及び管理業者にも

問い合わせております。

þ 売主 （＊別添「物件状況確認書（告知書）参照）

þ管理組合þ管理業者（ハトマーク管理株式会社）

【建物の耐震診断の結果について以下の書類を

別添します】

□地方税法・租税特別措置法に定める「耐震基準

適合証明書」の写し

□住宅品確法に定める「住宅性能評価書」の写し

（含む平成１３年国土交通省告示第１３４６号

別表２－１の１－１耐震等級に係る評価を受

けたもの）

□指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価

機関、地方 公共団体が作成した「耐震診断結

果評価書」の写し

備 考

※ 当該建物の建築確認通知書（確認済証）または検査済証に記載された建築確認

通知書の交付年月日が昭和５６年５月３１日以前である場合に説明義務があり

ます。

建築確認通知書（確認済証）も検査済証もない場合は、建物登記簿の表題部の

建築年月日または家屋課税台帳（補充）台帳の建築年月日をもとに判断します。

（ア）居住の用に供する建物（区分所有建物を除く）の場合は、昭和５６年１２

月３１日以前である場合に説明義務があります。

（イ）事業の用に供する建物若しくは区分所有建物の場合は、昭和５８年５月３

１日以前である場合に説明義務があります。

売主及び所有者に耐震診断記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合及び管

理業者にも問い合わせたうえ、耐震診断記録が存在しないことが確認された場

合、すなわち、□無をチェックした場合、上記の照会をもって調査義務を果た

したことになります。
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説明義務を生じる場合にあたらない場合であっても、調査の過程において、売

主の告知書等により耐震性に問題がある等の情報を取得した場合には、重要事

項説明書に記載して、説明する必要があります（宅建業法４７条）。その場合

には、「備考」欄を使用されるとよいでしょう。告知書の場合も「備考」欄を

使用されるとよいでしょう。

宅建業法３５条の説明義務 宅建業法４７条の説明義務

・耐震診断記録の有無 売主の告知書等により耐震性に

・耐震診断結果があれば記録 問題がある等の情報を取得した

いずれかを添付することとし 場合はその内容

て差し支えないとされていま

す。

第８．瑕疵担保保険と重要事項説明

新築マンション偽装問題が切っ掛けとなり、瑕疵担保保険に関する事項が重要事

項説明に追加されました。

新築マンションの耐震性に関する構造計算の偽装問題が発覚し、偽装されたマン

ションを購入した買主が、マンションを販売した不動産業者や建築士等に対して、

瑕疵担保責任を追求して、建物の補強工事や建替え工事を行わざるを得ないことに

なったのは記憶に新しいことと思います。

しかし、現実的には、買主が不動産業者に瑕疵担保責任を追求しても、不動産業

者の倒産等により、建物の建替えや補修工事を行うだけの代金を回収することがで

きず、事実上、泣き寝入りするような事態が生じていたことが社会問題となってお

りました。つまり請求するという法的な権利は認められても、その権利の行使とも

言うべき損害金の現実的な回収が困難であり、瑕疵担保責任の追及という買主の権

利が、「画に描いた餅」になってしまうという問題が生じていました。

こうした事態を打開すべく、財団法人住宅保証機構や民間企業等の保険等に加入

することで、業者による瑕疵担保責任の履行の確保を促すべく、宅地建物取引業法

を改正し、重要事項説明について規定する同法３５条の１項１３号に「当該宅地又

は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国

土交通省令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるそ

の措置の概要」を説明事項として追加しました。

もっとも、これらの保証保険等は、あくまでも任意の制度であり、宅建業者とし

て保険加入が義務付けられるものではないことから、瑕疵担保責任の履行確保のた

めに十分な実効性があるものとはいえませんでした。

そこで、瑕疵担保責任の履行確保に確実性を持たせるべく、法律で履行確保のた
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めの措置を講じることを強制することにより、不動産の買主となる一般消費者を保

護するとともに、不動産業者への社会的信用を確保することの必要性が論じられて

おりました。

こうした要請を受けて、このたび、建設業者及び宅建業者を対象として、特定住

宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（以下、「本法」と省略します）が公

布されました。

本法のうち保険法人の指定および紛争処理に関する規定は平成２０年４月１日か

ら、資力確保の義務付けに関する規定は平成２１年１０月１日からそれぞれ施行さ

れます。同日以降は、履行確保のためにとった供託、保険等の内容が新たに重要事

項説明の内容として追加されることになるでしょう。

新築住宅の売主等は、平成２１年１０月１日以降は、各基準日（毎年３月３１日

と９月３０日）において、その基準日前１０年間に引き渡した新築住宅の戸数に応

じて資力確保措置を講じておく必要があります。

経過措置として、平成２１年１０月１日の施行日から１０年を経過するまでの間

は、施行日から各基準日までの間に引き渡した新築住宅の戸数に応じて資力確保措

置を講じておけばよいとされています。

なお、保険加入には基礎や駆体などの工事中に保険法人の検査を受ける必要があ

るため、建築確認申請後、工事着工前に申し込む必要があります。

引き渡しが平成２１年１０月１日以降になる予定の住宅は、あらかじめ保険を申

し込んでおくことが必要です。また、工期の延期や売れ残りにより引き渡し時期が

ずれ込む可能性も考慮しておくことをおすすめします。

本法で履行確保義務の引き当てとなる「瑕疵」は、「特定住宅瑕疵担保責任」で

す。

特定住宅瑕疵担保責任とは、品確法で定められた新築住宅に関しての瑕疵担保責

任を意味します（法２条４項）。

本法で履行確保義務の対象となる建物は「住宅」であり、この「住宅」とは、品

確法の定める「住宅」と同様の意味です（法２条１項）。

品確法でいう「住宅」とは、人の住居の用に供する家屋又は家屋の部分（人の居

住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む）（品確法２条１

項）です。

また、本法の対象となる建物は、「住宅」の中でも品確法に定める「新築住宅」

になります。

つまり、「住宅」のうちで、①建設工事完了の日から起算して１年以内のもので、

かつ、②人の居住の用に供したことのないもの（品確法２条２項）になります。

このように、本法で履行確保義務を負う建物とは、上記のような場合に限定され

ます。
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そして、品確法では、新築住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止す

る部分につき、引渡しから１０年間の瑕疵担保責任を負うことになります。

従って、本法の履行確保義務の引き当てとなるのは、あらゆる瑕疵ではなく、新

築住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵であり、しか

も引渡しから１０年間ということになります。

上記の責任部分に含まれない部分の瑕疵もしくは、引渡しから１０年を超えて判

明した上記瑕疵については、「特定住宅瑕疵担保責任」の範囲ではないので、履行

確保義務として宅建業者が供託した供託金や締結した保険からは、金員の支払いが

認められません。

つまり、新築住宅の買主が、履行確保義務として宅建業者が供託した供託金や本

法指定の保険契約の基づく保険金（原則として保険金は、買主に責任負担した宅建

業者に請求権があります）を取得できる場合は、あらゆる瑕疵に基づく請求ではな

く、特定住宅瑕疵担保責任に基づき、売主業者に請求権を有する場合になります。

履行確保義務の内容は、簡単に言えば、①保証金の供託、②住宅瑕疵担保責任保

証契約の締結、になります。

① 供託

基準日までの過去１０年間引き渡した新築住宅の供給戸数に応じて算定された

金額の金銭等を基準日において供託（１０年間預けておく）することで、自ら

が供給した住宅に瑕疵あることが判明した場合に、その補修費用等の支払いを

売主たる宅建業者が履行できるようにします。

② 住宅瑕疵担保責任保証契約の締結

住宅瑕疵担保責任保証契約の締結しておくことによって、自らが基準日までの

過去１０年間引き渡した新築住宅に瑕疵あることが判明した場合に、それによ

り発生した損害につき、指定保険法人から保険金が支払われます。

指定保険法人は現在のところ以下の５社です。

財団法人 住宅保証機構（2008年 5月 12日指定）
〒 107-0052 東京都港区赤坂 2-17-22 赤坂ツインタワー本館 3階

電話 03-3584-5748
FAX 03-3589-3603
メールアドレス info@how.or.jp

株式会社 住宅あんしん保証（2008年 5月 12日指定）
〒 103-0028東京都中央区八重洲 1-6-6 八重洲センタービル 7階

電話 03-3516-6333
FAX03-3516-6332
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ハウスプラス住宅保証 株式会社（2008年 7月 14日指定）
〒 105-6126 東京都港区浜松町 2-4-1 世界貿易センタービルディング 26階

電話 03-5777-1434
FAX03-5777-2926

株式会社 日本住宅保証検査機構（2008年 7月 14日指定）
〒 135-0001 東京都江東区毛利 1丁目 19番 10号 江間忠錦糸町ビル

電話 03-3635-4143(代表番号)
FAX：03-3635-4179

株式会社 ハウスジーメン（2008年 10月 15日指定）
〒 105-0003東京都港区西新橋 3-7-1 ランディック第 2新橋ビル 8Ｆ

電話 03-5408-8486

たてもの株式会社

〒 105－ 0001
東京都港区虎ノ門 1丁目 22番 12号 SVAX TS 階

電話 03 - 3500 - 4777

履行確保義務を負うのは、新築住宅の請負人たる建設業者（建設業法の許可を受

けた建設業者）と、売主たる宅建業者です。

ただし、本法は、あくまで消費者保護を目的としているので、宅建業者から工事

を請け負った建設業者や、宅建業者が買主の場合の売主たる宅建業者については、

本法の義務を負うものではなく、本法の義務はあくまで取引の相手方が宅建業者を

除く買主である場合です。

宅建業者としては、ただ単に、供託もしくは保険契約を締結すればよい、という

わけではありません。

① 届出義務

履行確保の義務の状況（供託や保険契約締結の状況）について、監督権を

有する国土交通大臣又は都道府県知事に対し、年２回の基準日（この基準日

は、年に２回で、３月３１日と９月３０日となっています）ごとに届出をし

なければなりません（法１２条１項）。

つまり、基準日ごとに、その基準日に至る過去１０年間に引き渡した新築

住宅の戸数や供託の方法により履行確保義務を講じた戸数、保険契約により

履行確保義務を講じた戸数等を届け出ることになります（但し、法律施行日

の平成２１年１０月１日以前の新築住宅戸数はカウントされません）。

② 供託金不足額充当義務

瑕疵担保責任に基づく供託金が還付された結果、供託金額に不足が生じた
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ときは、２週間以内にその不足額を供託しなければならず、この場合にはや

はり上記と同様の届出が必要になります（法１６条、７条２項）。

③ 説明義務

供託金を供託した宅建業者は、購入者に対して、売買契約締結時までに、

供託してる供託所の所在地等を記載した書面を交付して、説明しなければな

りません（法１５条）。

他方、保険契約の場合には、重要事項説明又は契約内容に関する書面を交

付することになります（宅建業法３５条１項１３号、３７条１項１１号）。

供託金にしても保証契約にしても、その内容を購入者が知らなければ、履

行確保義務を負担した意味がなくなることから、購入者に説明しなければな

らないのです。

④ 監督

本法の義務に違反した場合には、監督権者たる国土交通大臣又は都道府県

知事が監督処分として必要な指示をし、さらにその指示に違反すれば、一定

期間の業務停止命令があります（宅建業法６５条）。

⑤ 制裁

届出義務に違反したり、虚偽の届出をした場合には、５０万円以下の罰金

となります（法４１条、４３条）。

また、履行確保義務を講じ、その届出をしなければ、当該基準日の翌日以

降５０日を経過した日以後において、新たな売買契約をしてはならず（法１

３条）、これに違反して新たな売買契約をした場合には、１年以下の懲役又

は１００万円以下の罰金に処されることになっています（法３９条、４３条）。

もっとも、不足額を供託充当して、それにつき国土交通大臣または都道府

県知事の確認を受ければ、新たな売買禁止は解除されることになります（法

１３条但書）。

問合先 国土交通省 住宅局 住宅生産課住宅瑕疵担保対策室 TEL:03-5253-8111（代）

第９．ローンの説明は慎重に！

買主に対し、いたずらに高額のローンを組むと一生大変なことになるとアドバイ

スして、かえって信用を得た結果、その後も客を紹介された事例があります。

アメリカのサブプライムローンを見れば明らかなように、無理なローンは顧客であ

る買主の一生を滅茶苦茶にしてしまいます。日本版サブプライムローンといわれるの

がステップ・ローン、ゆとりローンと言われるものです。そしてアメリカと日本のロ

ーンの違いは、アメリカは買主が購入した不動産を手放せばローンから解放されるの

に対し（ノンリコースローン）であるのに対し、日本の場合は、破産手続きで免責を
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得られない限り一生ローンが付いてまわると言うことです。ところが、客はローンに

ついて必ずしも正確な知識を持っているわけではなく、自分の立場にたってローンの

説明をしてくれる専門家のアドバイスを欲しがっています。買主に「君の今の収入や

今後の収入の増加を考えても、このローンではこの物件を購入するのは無理だ。」と

はっきりアドバイスしたためかえって信用を得、他の手頃な物件を購入してくれた上

に、その後、友人たちも紹介してくれたという例があります。「汝の顧客の立場に立

て」という典型だと思います。

第 10．ローン条項の説明の際には、ローン条項には二つの型があることを意識する
こと

ローン条項には、所定のローンの実行を受け得なかった場合に買主は一定の期日

までは解除権を行使できるという「解除権留保型」と所定のローンの実行を受け

得なかった場合に当然に契約が解除されたものと見なされる「解除条件型」があ

ります。

ローン条項には、所定のローンの実行を受け得なかった場合に買主は一定の期日

までは解除権を行使できるという「解除権留保型」と所定のローンの実行を受け得

なかった場合に当然に契約が解除されたものと見なされる「解除条件型」がありま

す。解除条件型であればローン期限が経過すれば契約の効力が消滅してしまうのに

対し、「解除権留保型」では買主は所定の期限を徒過するとローン解除が出来なく

なりますので十分注意をしておく必要があります。

第 11．区分所有マンション売買・仲介の場合の十箇条

区分所有マンションの売買・仲介には戸建てにない特有の問題があります。以下

に注意すべき点を十箇条にします。

１．中古マンションの買主は、売主の滞納管理費を当然承継する義務があります（建

物区分所有法７条１項、８条）。

したがって、仲介業者は、滞納管理費の有無を調査、説明すべき義務がある

ので（宅建業法３５条１項５の２、規則１６条の２の７号）、滞納管理費の調

査、説明を怠った仲介業者は重要事項説明義務違反として滞納管理費相当額に

ついて損害賠償責任を負うことになります。

ちなみに、管理組合は、売主が滞納していた管理費を売主に対しても買主に

対しても請求できるのですが、管理組合は、管理組合の規約で定めた管理費等

を支払わないマンションの区分所有者に対しては区分所有権（敷地利用権を含
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みます）および建物に備え付けた動産の上に、一般債権に優先して弁済を受け

ることのできる「先取特権」という特殊な権利を有し、これに基づいて区分所

有権等の競売申立てをすることができますし、訴訟等により債務者に支払いを

命ずる判決を得て、その区分所有権その他の財産に対して強制執行することも

できます。

なお、売主が支払うべき管理費を買主が支払った場合には、その支払額を買

主は売主に請求できることは言うまでもありません。

２．マンション修繕の過去の実施状況やマンション全体における修繕積立金等の滞

納状況の調査も必要です。

買主は他の区分所有者の滞納額を法的に承継することはありませんが、修繕

積立金に不足があれば結局他の区分所有者が補填しなければ修繕工事の実施は

できませんから、最近はマンション修繕の過去の実施状況やマンション全体に

おける修繕積立金等の滞納状況の調査・説明も必要といわれています。

３．管理費の時効は５年です。

管理費の時効については５年説と１０年説の対立があり、高裁レベルでも判

断は分かれていましたが、最高裁は「マンション管理組合が組合員である区分

所有者に対して有する管理費及び特別修繕費に係る債権が、管理規約の規定に

基づいて、区分所有者に対して発生するものであり、その具体的な額は総会の

決議によって確定し、月ごとに支払われるものであるときは、当該債権は民法

一六九条所定の債権に当たる。」として５年説を支持しました(最判平成１６年

４月２３日判時１８６１号３８頁、判タ１１５２号１４７頁）。

４．敷地に関する権利の種類については所有権、借地等がありますので敷地権の内

容を十分確認して下さい。借地については賃料、譲渡の場合の承諾料の有無に

ついても調査が必要です。

５．駐車場・駐輪場が現実に使用できるのか管理組合に確認が必要です。

売主が駐車場を使用していても、買主が当然使用できるとは限りません。所

有者が変わるたびに抽選で決めるという場合もあるからです。また、駐車場が

マンション敷地内になく、道路を隔てた他の地主の土地を使用している場合も

あり、単に駐車場有りと説明した結果、買主が身障者で生活に支障を来すとし、

錯誤が認められた事例もあります。

駐輪場もスペースはあっても放置自転車等があって現実にすぐに使用できな

いとなるとトラブルに発展しかねません。管理組合に確認し、少なくても買主

には理解を得ることが必要です。

６．規約は最新のものを調査するとともに、最近、理事会等で問題となっているこ
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とはないかを確認することが必要です。

当初の売主デベロッパーが作成した管理規約は金銭的な負担を売主デベロッ

パーのみに減免する条項があるなど、その後の購入者にとっては不公平感があ

るため変更されていることが多々あります。また、その後も管理規約は種々の

理由で改変されることがありますから常に最新の管理規約の調査が必要です。

マンション管理規約に定められている金銭的な負担を特定の者のみに減免する

条項の内容の確認、説明は必要です。

７．売主がペットを飼っていても買主が当然飼えるとはかぎりません。

規約ではペット飼育不可でも売主がペットを飼っている場合があります。理

由は、当初の規約ではペット飼育可であったが、その後の規約改正で不可とな

ったが既得権で一代限りペット飼育が認められているなどが考えられます。売

主の説明のみに頼ることなく、管理組合への確認も必要です・

８．フローリング工事不可でないかを確認する必要があります。

フローリング工事については階下の住民とのトラブルが絶えません。

９．規約で居住専用となっているのに購入者、借主が一部に事務所を設置すると明

け渡しのトラブルが発生します。

区分所有建物の借主が住居専用部分を事務所として使用していることが区分

所有者の共同生活の維持を困難にするとして、賃貸借契約の解除及び借主に対

する明け渡し請求が認められた事例があります（東京地裁八王子支部平成５年

７月９日判決）。

10．①敷地に関する権利の種類及び内容、②共用部分に関する規約の定め、③専
有部分の利用制限に関する規約内容、④専用庭やバルコニーなどの専用使用権、

⑤マンション管理規約に定められている金銭的な負担を特定の者のみに減免す

る条項の内容、⑥マンション全体における修繕積立金等の滞納状況、⑦管理委

託先、⑧マンション修繕の過去の実施状況について、宅建業法、建設省令では

これらのことについて調査、説明事項とするとともに、国土交通省ではマンシ

ョンの売買における重要事項説明のありかたとして「宅建業法の解釈・運用の

考え方」の中で詳細な留意点を示していますので十分に理解して実務にあたる

ことが必要です。

第 12．建物賃貸借における建物敷地の調査

貸主の建物の敷地が、貸主の所有地であるか、借地であるかは、借主の賃借建

物の安定的な使用に影響するところが大きいので、業者は、建物の権利関係につ

いても調査するとともに、敷地の権利関係についても調査すべきです。
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仲介業者が依頼者の委託を受けて売買や賃貸借の媒介をするには、その委託の趣

旨にのっとり、善良な管理者の注意をもって当事者双方の間のあっせんを媒介し、

依頼者が拙劣で不適当な契約をしないよう適切な助言をするなど、契約が支障なく

履行されて、当事者双方がその契約の目的を達しうるように配慮すべき義務があり

ます。

したがって、建物の賃貸借の媒介を行う仲介業者は、建物の権利関係についての

調査は当然のことながら、その敷地の所有関係等についても調査説明すべきです。

また、仮に、地代滞納等によって借地関係にトラブルがあれば、地主から建物集

去明渡請求がなされる可能性があり、そうなれば、借主の建物の使用が阻害される

ことになりますから、適法な借地権として存続している否かについて借地契約書、

地代領収書等を調査しておくべきでしょう。

なお、国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」においても第３

５条１項関係４において次のように記載されています。

「４ 借地権付建物の賃貸借の代理又は媒介について

宅地建物取引業者が、借地権付建物の賃貸借の代理又は媒介を行う場合に

おいては、当該借地契約の建物賃借人にとっての重要性にかんがみ、当該

建物が借地権付建物である旨及び借地権の内容につき説明することとする。」

重要事項にあたっては、説明義務ある項目を全て網羅した重要事項説明書のフォ

ーマットを使用するともれなく調査・説明することができます。社団法人全国宅地

建物取引業協会制定の重要事項説明書のフォーマットを参考にされることを推奨し

ます。

第 13．オーナーチェンジの場合の留意点

任意売却によるオーナーチェンジがあった場合、建物の引渡を受けている賃借

人は第三者に対抗力を持ち、元々の貸主に主張できたものは建物新所有者に主張

することができます。従って、敷金返還義務は当然買主に承継されます。

（任意売却の場合の法律関係）

賃貸中のビルやアパートのオーナーチェンジが増え、その場合の法律関係につい

ての相談が急増しています。バブル時に借金により建築購入した不動産には返済が

滞っているものも多く、「銀行がオーナーに対して任意売却をしろ」との強要も目

立ちます。任意売却とは競売等の強制的手続きによらない任意での売買契約です。

さて任意売却の場合はテナントの立場はどうなるのでしょうか。テナントが賃貸

物件の引渡を受け対抗要件をそなえれば(借地借家法３１条)、任意売買による新所
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有者はテナントとの賃貸借契約を引き継ぐことになり、旧オーナーは、賃貸借関係

から離脱することになります（承継を賃借人へ通知することも不要とされています

～大判昭３．１０．１２、最判昭３３．９．１８民集１２．１３．２０４０）。し

かし、承継を敢えて欲しないテナントを法律上当然に拘束するとまで考える必要も

ありません。したがって、テナント側で当然承継を否認することは認められていま

す。すなわち、テナント側で直ちに異議を述べれば、テナントは新オーナーとの間

の賃貸借の拘束から免れることができると解されています。もっとも、その場合の

効果は、少なくとも新オーナーとの関係では、本条や諸特別法によって認められた

対抗力ある不動産利用権を放棄すること（つまり不法占拠者となること）を意味す

ることになると言われています（『新版注釈民法（１５）』１９頁）。

逆に新オーナが賃貸人たる地位をテナントに主張するためには対抗要件としての

所有権移転等を必要とするとするのが判例（最判昭２５．１１．３０民集４．１１．

６０７、最判昭４９．３．１９民集２８．２．３２５）・通説です。そして新オー

ナーは登記さえ経由していればよく、賃貸借の承継をテナントに通知する必要はな

いと言われています（前掲最判昭３３．９．１８民集１２．１３．２０４０）。不

動産所有権 とそれに伴う賃貸人の地位の移転につき、判例・通説のように所有権

移転登記を対抗要件と解するとしても、テナントは、未登記の新オーナーを新賃貸

人と認めて、下記の１．の最高裁判例が判示するように例えば彼に賃料を払うこと

も可能といわれています。

ところで移転登記未了の状態で、従前のオーナーがかねてから延滞していた家賃

の支払を催告した上賃貸借契約を解除してテナントに明渡等を請求したのに対しテ

ナントが登記未了でも新オーナーを新賃貸人として認めるとして争ったという事案

がありました。最高裁判例は、所有権移転登記は第三者に新賃貸人たる地位を主張

する効力要件であるとする大判（昭１６．８．２０民集２０．１０９２）の理論を

捨て所有権移転の事実があれば所有権譲渡人は賃貸人たる地位を失い、解除は無効

であるとする理論を示しました（ただ、賃借人は一種の両刃論法で新旧両所有者の

地位を否認することは封ずべきです）。

(保証金)

敷金ではなく保証金だったらどうなるのかということが問題になります。

保証金については、具体的事例において、その保証金がどのような性質の金員であ

るかが、まず問題になります。判決例についてみると、およそ次のように大別でき

ます。

① 敷金としての性質を有するとしたもの（東京地判昭和５４年５月３０日判タ３

９４号９１頁、同平成２年 11月５日金融商事８７１号２１頁など）
② 金銭消費貸借又は一種の無名契約（民法上の典型的な契約でないもの）と解し、

賃貸借契約との関連性を認めるもの（大阪高判昭和５８年２月２５日金融商事

６７５号２６頁、東京地判昭和６３年１０月２６日判タ７０３号１６６頁、同
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平成２年５月１７日判時１３７４号６３頁など）

③ 金銭消費貸借と解し、賃貸借契約との関連性を否定するもの（最判昭和５１年

３月４日民集３０巻２号２５頁、東京高判昭和５８年１２月１９日判タ５２３

号１６２頁など）

上記の判決例は、必ずしも所有権の移転の場合に保証金返還義務が承継されるか

否かを問題にした事例ではないのですが、保証金の性質を敷金と解すれば、前述し

た敷金の場合と同様に考えればよい（新所有者への承継を認める）ことになります

が、賃貸借契約との関連性がない単なる金銭消費貸借と考えれば、保証金返還義務

は新所有者（譲受人）に承継されないということになります。

上記 ③の最高裁判例（昭和５１年３月４日）は、後者の見解であり、次のように

判示して承継を否定する立場を採っています。

この最高裁判例に対する学説は賛否両説があり、近時は、この最高裁判例に反し、

保証金返還義務の新所有者への承継を肯定した下級審判例も相次いでいます（前掲

東京地判平成２年５月１７日、東京地判平成２年１０月３日金融商事８７１号１８

頁、前掲東京地判平成２年１１月５日、東京地判平成５年５月１３日金融商事９２

４号１７頁）。もっとも、保証金の一部についてのみ敷金の性質を有するとして承

継を認めましたが、他の部分は最判の見解を引用して承継を否定した事例(東京高

判平成６年１２月２６日判タ８８３号２８１頁）、同じく最高裁判例を引用して承

継を否定した事例（東京地判平成７年８月２４日判タ９０４号１５６頁）もみられ

ます。

要するに一般的には保証金という名称で預けられている金銭の法律的な性格によ

って決まることになります。

通常は、賃料の大体６カ月から１２カ月分ぐらいが敷金と言われていますから、

この範疇に入っているものは保証金といっても敷金とほぼ同じだろうと思います。

賃料不払いをこの保証金で補填（ほてん）できるという条項があるものについては、

６カ月から１２カ月ぐらいであれば基本的に敷金と考えてよいと思います。しかし、

５０カ月分とか３５カ月分ぐらい預けているようなもの、これはどちらかというと

敷金ではなくて、いわゆる金銭消費貸借と見られるケースが圧倒的に多いと思いま

す。

前述のように保証金という名の敷金である場合は、これは敷金と同じ扱いを受け

ますので常に引き継がれることになりますが、金銭消費貸借だったらどうなるかと

いうと、これはオーナーのただの借金ですから引き継がれません。賃貸借とは全然

別という解釈です。賃貸借が移ろうと移るまいとオーナーに対して返してもらうだ

けで新所有者は承継しないということです。

それでは、１２カ月を超えているものは敷金と認められないのかということです

が、判例では２０カ月のものまでは敷金だと認められているものがあります。逆に

否定したものでは、５０カ月は敷金ではないと明確に否定したものがありますので、
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一応目安として参考にしてください。東京の場合は高額敷金として２４カ月という

ものがありましたけれども、今ほとんど姿を消して６カ月から大体１２カ月になっ

ていると思いますので、保証金といってもそれは実質上は敷金というふうに考えて

処理をしていただいて良いだろうと思います。

(実務上の留意)

実務的には、賃貸ビルを譲り受けようとする者は、保証金については建物の買主

(新所有者)の承継義務について疑問があるとしても、売主（賃貸人）が受領してい

る敷金、保証金の金額を十分に調査し、返還債務を負担することを前提にして、買

受価額を定めないとトラブルの原因となります。保証金については、上記最高裁判

例の立場からすれば売主(旧賃貸人）がそのまま返還債務を負いますが、賃貸借関

係から離脱しビル所有権をも有しない売主に保証金返還債務のみを残存させること

は現実的ではありませんから（ビル借主も望まないでしょう）、三者の合意により

建物の買主が返還債務を負い、売主はこれを免れることとし（免責的債務引受契約

等が考えられるでしょう）、これを前提としてビルの買受価額も定めることが妥当

です。

【参考記載例】全宅連策定 わかりやすい重要事項説明書の書き方

第三者による占有 :有り ・ □無

占有者の住所・氏名 東京都豊島区東池袋３丁目１番１号

豊 島 三 郎

権 利 関 係 □借地人（□賃貸借・□使用貸借）

:借家人（:賃貸借・□使用貸借）＊別添賃貸借契約書参

照

□（ ）

備 考 本物件は、別添賃貸借契約書写しの内容の賃借権の負担付

きで売買するものであり、買主は、売主の賃貸人としての

地位を所有権移転と同時に承継していただきます。また、

賃貸人としての地位の承継に伴い、賃借人から差し入れて

いる敷金も売主から買主へ承継していただきます。なお、

賃料は本物件引渡しの翌月分より買主に帰属するものとし

ます。

第 14．賃貸借契約の目的と物件使用の可能性についての調査と説明

建物賃貸貸借契約においても風営法、建築基準法等の規制によって物件の使用が

認められないこともあるので十分な調査が必要です。

１．借主Ｘは、風俗店を開業する目的で、業者Ｙの仲介によりビルの一室を賃料５



- 41 -

２万５０００円、礼金１０５万円、保証金５００万円で賃貸借契約を締結し

ましたが、その際、借主Ｘは業者Ｙに対し、当該物件での風俗営業が許可され

るのか、何度となく確認したところ問題ないとの回答でした。しかし、申出人

が警察署に許可申請をしたところ、許可されなかったため、賃貸借契約を解除

し、保証金や内装工事の一部等１０００万円の損害賠償請求をするとともに認

証を申し出をしてきた事例があります。

上記トラブル事例は、風俗店営業の許可に関するものですが、その他にも建

築基準法の用途地域の用途制限で物件の使用が認められないことがあり、仲介

業者の調査説明違反を問われることがあります。

２．風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる「風俗営業法」)

は公安委員会の所管ですから、風俗営業に関することは公安委員会に問い合わ

せることが必要ですが、許可がとれるか否かは申請者の一身専属問題であるの

で本人に確認をとらせることが大事です。例えば、前主はバーで許可を得てい

たが、今回はキャバレーであれば、許可がおりないこともあるし、申請者に過

去一定期間内に前科があれば許可はおりません。

また、営業所の構造又は設備に関しては国家公安委員会規則で定める技術上

の基準に適合しなければなりませんが、その規則の変更によって許可基準が変

わることもあります。したがって、地元の物件だからと言って油断せず、予断

で回答することは危険です。

なお、違法な風俗業者に賃貸借契約を仲介したとして警察の摘発を受けてい

る業者が増えています。また、賃貸人が現実に逮捕されたという報道もありま

すので、呉々も違法行為に荷担しないように注意をする必要があります。平成

１７年の風営法の改正により、ファッションヘルスのような店舗型性風俗特殊

営業を営む者は、公安委員会に届け出をし受理された書面を営業所に備え付け

るとともに、貸しビル業者や仲介業者等の関係者から請求があったときは、こ

れを提示しなければならないとされました(同法２７条５項)。

３．建築基準法４８条では第一種低層住居専用地域について用途について制限して

おり、その具体的内容の詳細は別表第２、建築基準法施行令１３０条以下に定

められています。


