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競売評価の留意点( 改訂)2004.3.31

第１章 競売評価の進め方

１－１ 不動産の競売

①強制執行の競売

②担保権の実行としての競売

③法律の規定による売却

１－２ 評価対象物件

１－２－１ 多数画地のとき

１－２－２ 画地認定

１－２－３ 登記簿を見る

１－２－４ 差押え

１－２－５ 仮登記等

１－２－６ 件外建物か附属建物か

１－３ 現地調査前に準備すべきこと

１－３－１ 接道関係

１－３－２ 建物図面の用意

１－４ 現地調査

１－４－１ 間取り図

１－４－２ マンションの場合

１－５ 評価書の作成

１－６ 評価額

１－７ 評価の条件

１－７－１ 競売市場減価

１－７－２ 現況評価主義

１－８ 目的物件

１－９ 目的物件の位置・環境等

１－９－１ 対象土地の概況および利用状況等

１－９－２ 建物の概況・利用状況等

１－１０ 評価額算出の過程

１－１０－１ 基礎となる価格

（土地）

（建物）

１－１０－２ 敷地利用権価格

１－１０－３ 競売市場修正

１－１０－４ 一般市場性修正

(ｲ)不完全な所有権

（１）底地のみ （２）建物のみ、借地権付き建物 （３）共有持分

(ﾛ)その他

（１）需要限定物件（２）自殺事故物件（３）墓地跡地（４）老朽建物等

（５）無道路地等 （６）残地物 （７）法令上の監督処分

（８）埋蔵文化財 （９）農地山林等 ( )係争中の土地10
（ ）仮登記等 （ ）土壌汚染11 12

１－１０－５ 建付減価

１－１０－６ 個別格差（特別な土地）

（１）農地林地 （２）道路敷 （３）仮換地

１－１０－７ 個別格差（建物利用権以外の土地利用権が付着した場合）

（１）地上権（区分地上権を含む （２）地役権 （３）民法上の賃借権）

（４）留置権 （５）囲繞地通行権 （６）私道負担等
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１－１０－８ 個別格差（建物敷地利用権が付着した場合）

（１）借地権 （２）特殊な借地権 （３）定期借地権 （４）短期賃借権

（５）使用借権（６）場所的利益 （７）民法３８９条建物

１－１０－９ 建物の評価

（イ）特殊な建物の評価

（ロ）占有現価

（ハ）定期借家権

（ニ）その他の占有現価

（ホ）敷金および前払い賃料

（へ）必要費、有益費

１－１０－１０ 区分所有建物

１－１１ 参考とした価格資料等

（イ）一体画地の物件別価格内訳

（ロ） （インターネット検索）BIT
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第１章 競売評価の進め方
１－１不動産の競売
不動産の競売と言うときには、大きく分けて三つのケースがある。

①強制執行の競売 ②担保権の実行としての競売 ③民法、商法等法律の規定による換価

のための競売である。

①強制執行
強制執行は、債務者が任意に債務の履行をしないときに、債権者の申立により裁判所が

その債務の履行を実現させることである。債務者の財産を換価して、その代金を持って債

、 。権者の持つ債権の実現を図るものであり 金銭の支払いを目的とする債権には多用される

この強制執行による競売手続きには当然のことながら費用がかかる。競売の調査と換価

手続きにかかる費用は債権者があらかじめ納付する。予納された費用は最終的には競売の

売却代金から充当されるが、売却がうまくいかないときには債権者にとってその費用が回

収できないこともあり得る。 強制執行による競売を申し立てるには、債務名義が必要で

ある。債務名義としては、確定判決、仮執行宣言付き支払い命令、執行認諾文付き公正証

書、和解調書、調停調書等であり、公の機関が認めた書類がなければならない。

②担保権実行
これに対し、担保権の実行としての競売は、担保権に内在する換価権の実行であり、抵

当権設定登記のされた登記簿謄本があればよい。抵当権が担保する債権の存在を示す必要

はない。そのため債権の不存在を主張する債務者は別に執行抗告によって争い、場合によ

っては、本訴によって決着をしなければならない。

③法律の規定による売却
上記２つは何らかの債権の存在が前提であるが、③民法等法律の規定による換価のため

の競売はやや性格を異にする。

（イ）共有物の分割において売却金額をもって精算する場合（民法 条 条）256 258
分割することの困難な不動産は、特定の共有者に渡す代わりに、その共有者が他のもの

に代償金を支払う代償分割を検討するが、それも難しいとなると、売却して代金を分割す

るしか方法がなくなる。この際に任意売却の協議が整わなければ、公正な売却として競売

の方法をとられることになる。

（ロ）相続における限定承認時の売却（民法 条）932
被相続人の資産の範囲内という限定がある相続では、資産を売却して換価代金を持って

債権者に分配することが多い。

（ハ）商人間の売買の際の自己売却（商法 条）524
買い主が商品を受け取らないときには供託または競売することになる。

（ニ）運送品の競売（商法 条）585
荷受け人が不明の場合には運送品は供託、競売をすることができる。話は変わるが、生

鮮市場では、売れ残り品はもちろん、市場内の遺失物も、その日に売却して換価代金を保

管している。

上記の競売方法については、適切な方法がなかなかないため、民事執行法を準用して行

われる。

競売執行実務では、上記のうち、担保権の実行による競売（事件番号に(ケ)をつけられ

るため通常(ケ)の事件という）がほとんどであり、残り１割程度が強制執行（通常（ヌ）

の事件という）となる。

競売開始決定がなされると、登記簿に差し押さえの登記がされる。この差押え登記の時

期は、後日占有関係の先後関係において重要な事実となる。差押えによって不動産の処分

制限効が働き、その後の占有や所有権移転は否定されるからである。

裁判所は開始決定と同時に、執行官に対し現況調査命令を、評価人候補者に対し評価命



- 4 -

令を発する。売却の際に公開されるいわゆる三点セットの作成準備にかかるわけである。

三点セットは裁判所が売却によっても残る権利等を明示する物件明細書、権利・占有関係

を明示する現況調査報告書、不動産の価値を明示する評価書である。

執行官は裁判所の監督下にある公務員であり、裁判所内の執行官室を共同で管理運営し

ている。これに対し、評価人は、正式には評価人候補者であり、評価命令が出されるとそ

の事件に対してのみ評価人とされる公務員である。さいたま地裁川越支部では、平成１５

年から現況調査命令と評価命令が同時に発令され、ペアとされた執行官と評価人が現地に

赴き、調査している。建物の内部の状況も把握する必要があるため、占有者の協力を得る

ことが肝要であり、早朝や休日に現地に行くこともしばしばである。空き家等では解錠技

術者による鍵開けを行い、内部の調査を行う。

民事執行規則

（現況調査報告書）

第２９条 執行官は、不動産の現況調査をしたときは、次に掲げる事項を記載した現況調査報告書を所定の日

までに執行裁判所に提出しなければならない。

一 事件の表示

二 不動産の表示

三 調査の日時、場所及び方法

四 調査の目的物が土地であるときは、次に掲げる事項

イ 土地の形状及び現況地目

ロ 占有者の表示及び占有の状況

ハ 占有者が債務者以外の者であるときは、その者の占有の開始時期、権限の有無及び権限の内容の細目に

ついての関係人の陳述または関係人の提示に係る文書の要旨及び執行官の意見

ニ 土地に建物が存するときは、その建物の種類、構造、床面積の概略及び所有者の表示

五 調査の目的物が建物であるときは、次に掲げる事項

イ 建物の種類、構造及び床面積の概略

ロ 前号ロ及びハに掲げる事項

ハ 敷地の所有者の表示
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１－２． 評価対象物件
対象不動産は物件目録に記載された物件である。対象不動産を現地調査した際、物件目

録に記載されてないものが存在したとき（他に家屋があった、物件に含まれない土地が画

地内にあった等）には、その物件の存在自体は考慮するものの、評価の対象に含まれるわ

けではない。物件目録に含まれていないときには競売申立がなされていないことになり、

評価対象には含まれない。逆に目録にあっても現存しないもの（取り壊された家屋等）は

不能であり、評価対象とはされない。

六 当該不動産について、債務者の占有を解いて執行官に保管させる仮処分が執行されているときは、

その他執行裁判所が定めた事項

現況調査報告書には、調査の目的物である土地又は建物の見取り図および写真を貼付しなければ

ない

評価の方法）

２９条の２ 評価人は、評価をするに際し、不動産の所在する場所の環境、その種類、規模、構造

応じ、取引事例比較法、収益還元法、原価法その他の方法を適切に用いなければならない。この場

おいて、評価人は、強制競売の方法による不動産の売却を実施するための評価であることを十分に

しなければならない。

評価書）

３０条 評価人は、不動産の評価をしたときは、次に掲げる事項を記載した評価書を所定の日まで

行裁判所に提出しなければならない。

事件の表示

不動産の表示

不動産の評価額及び評価の年月日

不動産の所在する場所の環境の概要

評価の目的物が土地であるときは、次に掲げる事項

イ 地積

ロ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他の

に基づく制限の有無及びないよう占有者の表示及び占有の状況

ハ 規準とした公示価格その他の評価の参考とした事項

調査の目的物が建物であるときは、その種類、構造及び床面積並びに残存耐用年数その他の評価

考とした事項次に掲げる事項

評価額の算出の過程

その他執行裁判所が定めた事項

評価書には、不動産の形状を示す図面及び不動産の所在する場所の周辺の概況を示す図面を添付しなければなら

ない
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１－２－１、多数画地のとき
競売申立の対象物件は様々である。個人の住宅ローンの抵当権による申立であれば、戸

建ての場合、敷地である土地とその家屋がほとんどであり、附属として公衆用道路の共有

持分等がつくことがある。しかし、事業用融資の対象である場合には、遠隔地の物件も一

緒に共同担保とされることがある。この場合に、一つの競売申立で全ての物件を競売対象

とすることもできるし、あるいはその一部のみを競売の申立対象とすることもできる。裁

判所の管轄内であれば、抵当権が一つである以上、１個の申立で数十筆の競売申立が可能

である。

物件目録に多数の地点が記載されているときに、売却対象となる１画地毎に分割して評

価書を作成している。売却単位毎に作っておく方が、評価書の見やすさを考えるのと同時

に、競売寺の３点セットの一部となるものに余計な物件が含まれず紛らわしくないと考え

るからである。この場合に評価書記載の事件番号には枝番を記入している。

不動産競売は一筆毎に評価をするのが原則である。超過売却を避けるため売却対象を限

定する必要があるからである。不動産競売は、目的不動産の換価代金をもって申立債権者

に対する弁済充当を目的とするため、その目的を超えて目的不動産の所有者に不利益を強

いるべきではない （無益執行禁止の原則）。

したがって、数個の不動産のうち１個の売却だけで債権者の満足を得られるのなら、そ

の一部の不動産についてのみ競売手続きが進められることになる。先順位の抵当権者の申

立による場合、超過売却となる可能性があれば、一部の不動産にのみ競売が進められ、そ

の他の不動産の売却はしないことになる。その場合に後順位の抵当権者は配当に預かれな

いことが考えられる。それを避けるためには、後順位抵当権者は二重競売の申立をするこ

とができる。二重競売の申立をしておくと、先順位の抵当権者が取り下げをしたときにも

競売手続きが止まらず、進められることになる。

１－２－２、画地認定
競売手続きの原則は超過売却を防ぐために一物件毎、一筆毎の売却が原則である。しか

しながら、土地が２筆であり、道路側の土地と背後の土地に分かれているときに、背後の

土地だけを売却すると、その土地は利用困難な土地となる。図において、画地ｃが地域内

の標準的画地であるとしよう。画地 ＋画地 であればほぼ標準的な画地であり、減価A B
すべき項目はないと考えられる。しかし、画地 単独では奥行きが狭小であり、利用しA
にくい画地である。一方、画地 は無道路地であり、単独では利用は不可能である。しB
たがって、価格は 一体の土地＞（ 単独＋ 単独）である。AB A B

A画地

C画地

B画地

、 、 。 、競売の評価上は 個別評価が原則であるため それぞれ単独の評価をする しかしAB
A B AB画地 と画地 それぞれを同時に売却し 同一の買受人が取得したとすると 買受人は、 、

一体の時よりも低い金額で購入することが可能となる。売却の単位と異なる画地認定によ

って評価すると、本来なくなるであろう減価を織り込むことになるからである。この減価

額は、本来は所有者が負担すべき減価ではない。所有者としては、できるだけ高く評価し

てくれることが自らの財産を守ることになり、結果的には自らの債務額を減少させること

になるのである。また、競売の実情としては、競売による売却によって全ての債権者が債

権額の全てを満足し余剰を生じることはほとんどない。一括売却が一般的であると言って

AB AB良いだろう そのため 通常は 一括売却を前提とした評価を行い 画地毎の価格は。 、 、 、

の面積比による按分を行い末尾に記載している。この場合に それぞれに評価額を求めAB
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る必要があるのは、もっぱら債権者に対する配当の計算根拠を示すためである。なお、一

括売却をすると超過売却になることが明らかになったときには、 単独及び 単独の評A B
価を行い、補正書として提出している。

１－２－３、登記簿を見る
民法第１７７条は、不動産物権の対抗要件を登記の先後によるとしている。

まずは、登記簿謄本を見ることから始まる。土地の登記簿謄本を見ると、甲区欄に所有

権移転登記の受付年月日と原因日付がある。契約の成立自体は原因日付が重要であるが、

ここで重要なのは登記の受付年月日である。所有権の移転がいつあり、抵当権等設定登記

が為されたときに誰が所有者であったかが重要になるのだ。売買であれば、一般的には土

地建物の所有権移転と同時に （その直後に）抵当権設定が行われるのが多いであろう。、

登記の受付番号順に見ると、土地（建物）の所有権移転→抵当権設定が一般的であろう。

しかし、稀に抵当権設定の後に所有権移転をされることがある。抵当権の負担付きの所有

権移転をするのであろうか、同族会社の場合には要注意である。この抵当権設定当時の所

有者情報は、後述する法定地上権成立の有無に関係する重要な事実である。

対象不動産に関係

する情報を整理する

ために「競売評価メ

モ」を作成する。

不動産の個別情報に

加え、法理関係を明

確化するために図示

化するのである。方

位は無視するが、土

地や建物の位置関係

も入れて、公衆用道

路があればメモの左

側に、それぞれの物

件番号を記入してい

く。敷地部分の土地

の物件番号を記入す

るときに一体画地の

場合には丸数字を並

べて記入する。一体

画地でなければ、右

寄りの画地と左寄り

の画地に区分し、そ

れぞれに物件番号を

記入する。その上で

それぞれの画地に権

利移転の時点を記入

する。所有者が一人

であるときは、記入

を（〃）で省略して

民法第１７７条 不動産に関する物権の得喪及び変更は登記法の定めるところに従い、その登記を

為すにあらざればこれをもって第三者に対抗することを得ず
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いるが、土地と建物

で所有者が異なって

いたり、抵当権設定

の前後に所有者の移

転があるときは前後

の所有者名を記載し

ている。

同様に、建物の所

有者情報を記入して

いく。

、 。次に 乙区欄を見る

登記された抵当権の

うち、現在有効であ

り最先順位の抵当権

を探す。記入の時に

は抵当権者名と共同

担保目録を記入する

と他の物件の登記簿

謄本を見るときに照

合しやすい。ここで

抵当権設置当時の土

地と建物の所有者が

同一であるかが判明

する。強制執行の

（ヌ）の事件の場合に抵当権設定登記がなければ、差押え登記時点の所有権者が誰である

かが基準になる。評価命令時の登記簿謄本に競売開始決定の登記がなされていなければ、

あらためて登記簿をとり、確認する。

法定地上権の成立するには次の４条件が必要である。

①抵当権設定時に建物が存すること

②土地建物が同一所有者であること

③土地または建物の一方、または双方に抵当権が設定されること

④競売により所有者が別になること

上記４条件のうち、④の条件は競売手続きが進行した結果であるから、今回重要なこと

は抵当権設定当時に土地と建物の所有者が同一であったかが重要となる。



- 9 -

法定地上権の成立か否かについては、判例の多数の蓄積があり、詳細は後述する。

ここでは、抵当権設置時に同一所有者であったか、共有の場合には、次のケースを理解し

ておけば、かなりの場合の参考となる。

甲乙

甲が対象なら成立、乙が対象なら不成立

甲

甲

乙承諾時のみ成立

甲乙

甲乙

共同抵当のみ成立

甲乙
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１－２－４、差押え
差押え登記（仮差し押さえを含む）が為されると、処分行為が制限されるから、差押え

登記後の賃貸借契約は対抗力を持たない。したがって、差押え後の賃貸借の更新も対抗で

きないから、短期賃貸借として保護されない。

賃貸借が差押え後に合意更新された場合は、その賃貸借は保護されないことになる。一

方、合意更新でなく法定更新とされたときには、更新時期以降は期限の定めのない賃貸借

として理解される。したがって、短期賃貸借としてに賃借権の保護はないが、買い受けた

競落人は契約の解除を申し入れ、解約申し入れ期間後（通常建物であろうから３ヶ月後）

に契約解除、その後に明け渡し請求となる。なお、一般的な建物賃貸借であれば、賃貸人

に正当事由があるかが問題となるが、競売の場合には、一般的賃貸借とは違い正当事由要

件が緩和されている。

平成１５年７月、国会で民法の一部改正が成立した。短期賃貸借制度が廃止になり、平

成１６年４月１日から施行される。１６年４月以降に占有開始された短期賃貸借は認めら

れない。３月以前に成立していた短期賃貸借は保護されることになる。しばらくの間は短

期賃貸借について検討の上、占有減価を考慮することになる。

１－２－５、仮登記等
最先順位の抵当権に先行する仮登記担保や仮差押えがつけられていることがある。その

場合には仮登記や仮差押えが最終的にどうなるかは不明であるが、実務上は仮登記等に用

益権が対抗できず、用益権は消滅するものとして評価しておく。後日、仮登記等が認めら

れなかったときには、賃借権の減価を考慮して補正書を提出する。時が経過するほど用益

権の対抗できる期間が短くなってくるから用益権を考慮する必要は薄れるからである。

もっとも、賃借権とはいえ、通常の賃借権と認められないようなものについては、そも

そもその効力を論じる必要がない。賃借権はないものとして評価する。

たとえば①差押え時に占有がない場合

②執行妨害目的の場合

③債権回収目的の場合

④被担保債務者が賃借権を主張する場合

平成１５年の民法改正により、短期賃貸借は廃止されることになった。明け渡し猶予と

して売却から６ヶ月間の使用を認めるだけとされた。関係人の一人として賃借人にも競売

手続きの案内が郵送されるから、競売開始決定時から起算すると売却許可決定までに現在

でも６ヶ月以上を要している。したがって、通算すると賃借人は競売があることを知って

、 。から１年間以上は使用収益をできることになり 予告期間としては十分と言うことだろう

１－２－６、件外建物か附属建物か
建物が附属建物であるか件外建物であるかは、その建物が主たる建物の従物と言いうる

かどうかにより定まる。従物か否かは、次の条件で決まる

①主物の常用に供されていること（社会観念上、継続して主物の経済的効用を全うさせる

機能を有していること）

②主物に附属すると認められる程度の場所的関係にあること

③主物及び従物ともに同一所有者に属すること

なお、独立の建物として登記されているときには、差押え等の処分登記の対象となるか

ら、件外建物として取り扱うのが原則である。
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１－３．現地調査前に準備すべきこと

１－３－１、接道関係
、 、 、公図を見て 明らかに接道する道路と思われる土地の所有者を調べ 法務局ではさらに

対象地を含む周囲の建物図面及び実測図があるかを確認する。現場がわかりにくいときに

は、周囲の実測図面から推測できることが多いからである。競売申立と同時に建物図面が

添付されていることが多いが、共同担保として徴求されているものだけである。したがっ

て担保に含まれない件外建物は評価人が調べる必要がある。

次に市町村役場において道路の認定位置指定等を確認する。市町村役場では用途地域等都

市計画制限、建築制限を確認し、供給処理施設の利用可能性をチェックする。住宅地図を

見て、未登記建物が予想されるときには市町村役場の固定資産税担当課において課税台帳

を閲覧する。未登記建物の概要や床面積、時には図面も手に入れることができる。

１－３－２、建物図面の用意
、 。 、資料を基にして 建物の各階図面を方眼紙に記入しておく 方位と道路の位置を記入し

周囲に余白を残しておく方がよい。法務局の建物図面だけでは建物の形状のみしか分から

ないことが多いが、現場に行って増築の有無を確認しやすくなる。私は、一般的な小規模

建物は３０ｃｍ＝５ （１間を３ｃｍ）としているが、大きくなれば１間を２ｃｍとすmm
る方が書きやすい。書きやすいように個人的に工夫すればよいが、３尺毎に印を付け、横

に○間と書いて長さをわかりやすくしておくと、現場での違いが分かりやすい。

１－４．現地調査
現地に赴き、最初に外周を一覧し土地の形状や規模等をチェックしていくのは一般評価

と同様である。ここでは競売評価特有の事項のみを記載する。

土地の現況利用状況を見る。件外建物や工作物はないか、隣接地との境界はどうなって

いるか、当事者の案内がないことが一般的であるため、慎重に土地の状況をチェックして

いく。

１－４－１、間取り図
外観から建物の状況を見た後は、内部の間取り図を書いていく。事前に準備した建物図

面に間取りを記していく。このときに建物の隅にある部屋から書き始める方が間違いが少

ない。玄関やトイレ、階段等は周囲の居室に押され、寸法が尺貫法でピタリと合わないこ

とがあるからである。何より真ん中の部分から書き始めると、外周を書いた図面と３尺ず

れてしまうことが多い。木造住宅でないときには尺貫法が使われていないために分かりづ

らいことも多い。メジャーテープを当てて、確認することが望ましい。しかし、そのとき

には柱や壁の厚さを考慮して芯芯の寸法を間違えないようにしなければならない。大壁の

時には壁厚がわかりにくく、内法では短めに、外回りで計ると長めになってしまうことが

ある。

１－４－２、マンションの場合
マンションは管理が重要と言われる。管理の状態が良ければ中古建物でも人気が高い。

また、管理会社がしっかりしていると、図面や資料も整備されているため、参考となる資

料が得やすい。現地の管理人には現場の状況を聴き、管理費滞納や長期修繕計画等は管理
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会社の担当者に聞くことが重要である。できるだけ仲良くしておくと後々やりやすいこと

が多い。管理の形態は管理人の

常住、常勤、巡回、掃除のみ、

自主管理等さまざまである。管

理人の目があるかどうかは、ゴ

ミ等の問題だけでなく、防犯上

も重要な項目となる。防犯に関

連して、オードドアロック、警

備会社の機械警備、防犯ビデオ

等の器具がついていることもあ

る。エレベータの機種台数（○

人乗り○台）や駐車場、駐輪場

の台数は使いやすさの目やすと

なる。さらに、オール電化、光

ケーブル対応、生ゴミ用ディス

ポーザー、ゲストルーム等、マ

ンションの価値を高める設備が

最近では数多くある。特徴的な

ものは注意をしておかなければ

ならない。不動産会社によって

は、該当マンション一棟の戸数

が少ないときは、管理費の負担

が大きくなるから売りにくいと

も言う。右の問い合わせ表は、

マンション管理会社に でおfax
願いをしているものである。
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１－５．評価書の作成

現地調査や役場等周辺調査を終え、競売評価メモに記載された事項を基に、評価書を作

成する。

転記ミスや計算間違いを避けるために、パソコンソフト「エクセル」を使っている。

物件番号、現況地目、地積等はあらかじめ入力票に入れておく。

物件目録

、登記簿謄本に記載された事項のままであり

現況が違っていてもここでは訂正しない。画

地が分かれているために評価書を２つに分け

るときには対象とならない物件に斜線を引き

削除している。
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１－６ 評価額
一括価格の他に内訳

価格を表示する。原則

として一括売却を前提

とする価格を表示し、

、その内訳を記載するが

土地と建物に配分して

いるのはもっぱら債権

者への配当金額の基礎

とするためである。土

地について１～２とし

ているのは、物件１と

物件２が一体となって

いる土地であることを

示し、１と２の配分額

は評価書末尾に面積按

分して示している。

土地と建物の価格につ

いて、一般的な鑑定評

価と大きく違う点があ

る。土地については、

底地価格や場所的利益

を控除した土地価格、

建物については法定地

上権付き建物価格ある

いは場所的利益を加算

した建物価格である。

建物が独立した不動

産であるために、競売

手続きの特殊性として

土地建物の所有者が異

なることがあり得る。

そのときに建物の利用

を保全するために設け

られたのが法定地上権

である。場所的利益を

加算することは、法定

地上権は成立しないも

のの、建物収居土地明

渡訴訟が終了するまで

は建物所有者はその土地を利用できる余地があり、その利用権は建物に加算すべきである

ということによる。逆に言えば、土地所有者は建物の明渡までの期間と費用リスクを負っ

た土地所有者と言うことになり、自用の建物及びその敷地の土地所有者とは違い、建付地

価格から土地利用権を控除することになる。

１－７ 評価の条件
１－７－１、競売市場減価
評価によって求められる価格は、鑑定評価基準にいう正常価格ではなく 「民事執行法、
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により売却に付されることを前提とした適正価格」と明示している。かつては、このあた

りが曖昧であり、正常価格なのか、それとも卸売価格という特定価格なのか、それ以外の

価格なのか、判りにくかった。そのため取引事例や公示地価格からの規準をするのに説明

がしにくかったのは事実である。

最近では、競売市場という特殊性を考慮した価格であることを明らかにし、競売市場減

価を表面から示している。競売による買受人はエンドユーザーである一般サラリーマンも

考えられるが、リフォームをして売却をねらう不動産業者も考えられる。評価額は最低売

却価格の参考とされるため、不動産業者が参加しうる卸売価格を考える必要がある。それ

が競売市場減価であるとする。

１－７、現況評価主義
評価には、その他の条件を付けることはあまり考えられない。その不動産の現況に基づ

く評価であり、不動産の併合を前提とする限定価格もあり得ない。あくまで実査して時点

での現況が不動産の価格に及ぼす影響を客観的に明示する手続きが評価である。

反面、評価人である鑑定士は化学技術者ではないから、表面に現れていない減価（土壌

汚染等）を測定することはできない。あくまでも目視し、周辺の住民等への聴取、古地図

等を含む公的資料によって判明した事実によって評価することになる。

１－８ 目的物件
物件が登記簿と変わっている

かどうかを明らかにする。画地

が一体であるときには合計地積

を表示している。
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１－９ 目的物件の位置・環境等
１－９－１ 対象土地の概況及び利用状況等

対象不動産の地域要因、個別的要因

を示す。

物件のうち、公衆用道路の共有持分が

あるときには、その私道の個別的要因

を記載しても意味がないため、特記事

項欄に「物件○は公衆用道路 道路位

置指定 第 号幅員 ｍ、s58.10.1 1255 4.2
延長 ｍ」と記載している。30.10

評価物件が更地の場合で、元来農地

である土地に農地部分と非農地部分が

ある場合には、農転が許可されてない

のなら全体を農地としてとらえ、非農

地部分は農地への復元費用相当額を減

価する。農地は、売却に当たり買受人

の適格証明を求めているからである。
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１－９－２ 建物の概況・利用状況等
主たる建物、附属建物の順に各々ペ

ージを分けて記載する。建築年月日は

通常登記簿記載のものを使用し、増改

築の有無は備考欄に明記する

経過年数の１年未満は切り捨てる 評（

、価日現在１０年１０ヶ月は１０年とし

築後１年未満のものは評価時までの経

過月数を記載する）
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１－１０ 評価額算出の過程
１－１０－１ 基礎となる価格
（土地）

画地毎に更地価格を算出し、建

付地価格を求める。競売物件の

場合には最有効使用が認められ

ることはほとんどない。除却費

用を考慮した建付減価を補正し

ている。そのため規模と総額の

関係から、補正率がマイナス１

。０％以上になることもあり得る

公示地等の価格から求めた、

標準画地価格（更地価格）は頭

から３桁目めまで表示し４桁目

を四捨五入する

更地価格、建付地価格、評価

額は千円単位を四捨五入し、最

終的に１万円単位とする。ただ

し、共有の私道などは、百円単

位を四捨五入し千円単位とする

こともある。

（建物）
建物の再調達減価について、さ

いたま地方裁判所評価人会では

建物の外観写真を全評価人が見て、標準的な再調達減価を求めている。建物調査の時の標

準的な基準を共通化することにより、評価人による個人差を少なくするようにしている。
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１－１０－２ 敷地利用権価格
敷地利用権が法定地上権であるのか、場所的利益であるのかを考え、敷地利用権割合か

ら敷地利用権価格を求めて

いる。

法定地上権は、物権であ

り、賃借権である一般的な

借地権よりも比較的高めの

割合を使っている。場所的

利益を考えるときには、使

用貸借であることから借地

権割合の３分の１（約２０

％）を上限とし、土地所有

、者が立ち退きに要する費用

。リスクを勘案して決定する

また、土地の一部に建物が

ある場合には、法定地上権

（場所的利益）の及ぶ範囲

を考える。物理的に公図上

明確化できる場合にはその

面積を使用するが、そうで

ないときは建物面積の建ぺ

い率割合も勘案する。複数

の建物が存するときには、建物の建築面積割合によることも多い。なお、法定地上権成立

後に、その敷地の一部に件外物件が建てられたときには、法定地上権から場所的利益を引

き、件外建物の有無にかかわらず底地価格は変わらないというべきである。

敷地権型でない旧法のマンションの場所的利益は５０％としている。マンション（区分所

有建物）には法定地上権の問題はない。敷地権付き区分所有建物は、建物の専有部分の登

記により土地利用権が随伴して取引され、土地のみが単独として取引対象となることはな

いからである。しかし、区分所有権法の改正前のマンションや借地権付きマンションでは

土地の利用権を考慮する余地がある。昭和５８年改正前のマンションは、土地所有権の持

分が別に登記されていた。そのため、一般的には土地だけを取引対象とできるわけではな

いからあまり問題はないものの、抵当権が建物のみにしかついていない場合や、税の徴収

権者が建物にのみ差押えを行った場合には、建物と土地の分離が起きることになる（のみ

登記の問題 。一方、借地権付きマンションでは、そもそも土地の利用権は借地権の準共）

有である。東京都内の借地権付きマンションについて調べると土地利用権（借地権）に配

分される権利価格は、土地価格の７０～８０％である。堅固建物であるマンションはかな

りの長期間利用される。土地所有者からすれば更地への復帰はほとんど考えられない。し

たがって、地域の借地権割合からすると高めの権利割合で分譲されることになる。そのた

め、借地権付き分譲マンションの土地価格は借地権の準共有状態を考え、前記権利価格割

合を持って場所的利益を考慮する。ところで、法定地上権は共有持分に設定されることを

予定していない 「建物のための法定地上権は共有者全員の負担になるのであるから、他。

の共有者らががその持分に基づく土地に対する使用収益権を放棄し、建物を所有する共有

者の処分に委ねていたなどにより法定地上権の発生を予め容認していたと見ることができ

るような特段の事情がある場合でない限り、共有土地について法定地上権は成立しない」

（最判平 ）したがって、区分所有建物には、そもそも法定地上権の問題はなく場6.12.10
所的利益を考えるかどうかである。

一方 「のみ登記」の問題が話題になるのは債権者間の配当順位の問題であり、借地権と、

して土地利用権が設定されるわけではない。そのため、実務上は土地共有持分について場

所的利益を考え、土地と建物に土地価格を配分することになる。とはいえ、建物のみが売
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、 、 。却され 土地が残ったとしたら その土地の共有持分は債務者が所有し続けることになる

土地共有持分建物のみの売却によって債権者が満足を得ることは強制執行による場合を除

きまずあり得ないから、遅かれ早かれ、残りの土地共有持分も競売対象になるだろう。し

かし、現実に利用ができず地代収受権も期待できない底地を買う人は関係権利者以外いな

いだろう。建物の競落者も底地がなくても利用に困らないから買う必然性に乏しい。土地

共有持分に対する場所的利益の使用対価として地代が決定されることも考えられない。そ

のため、前記借地権付き分譲マンションの場合とのバランスを考えると場所的利益の割合

はかなり高いものでなければならず、堅固建物の借地権割合を参考にするべきであろう。

１－１０－３ 競売市場修正
前項の敷地利用権価格を土地からは控除し、建物の価格に加算した上、競売市場修正を

行う。最低売却価格の基礎となる評価額は、これ以下の金額では売却をしないという性格

のものであるため、卸売市場の性格を持つ価格として、リスクを含んだ利益幅がなければ

売却はできない。経験的におおむね３０～４０％が競売市場減価であるとしている。

さいたま地裁では、競売市場修正を次のようにしている。

当初評価時 競売市場修正前の価格 × （１－４０％）

再評価時 競売市場修正前の価格 × （１－７０％）

（再三の売却による不売の事実を考慮して７０％とする）

１－１０－４ 一般市場性修正
対象不動産の個別的要因を考慮しても、その物件の特殊性のために需要が限定され、売

却が困難な場合がある。競売市場修正は法的手続き面を主体とし売却する市場自体に特有

の制約要因であるのに対し、一般市場性修正は主に物件自体に内在する市場性の制約要因

によるものである。競売市場修正を行う前段階で行われる。

（イ）不完全な所有権

差し押さえによる競売は、抵当権の設定のように売却しやすい単位とは限らない。一般

には取引対象とならないような様々な所有権を評価対象とせざるを得ない。

１）底地のみを単独で売却する場合 減価割合 ３０％

２）建物のみまたは借地権付建物を単独で売却する場合 減価割合 ２０％

３）共有持ち分（マンションを除く） 減価割合 ２０％

共有不動産の共有持分のみが担保とされたり、強制競売の場合には共有持分のみが売却

対象となることがある。共有持分を取得しても他の共有者との協議が整わなければ、その

不動産を利用または処分もできず、そのような不動産は嫌われ買受人が現れないことが多

い。この減価は市場性減価の一つとしてとらえることが可能であり、２０～３０％の減価

とする。

（ロ）その他個別格差だけでは考慮しきれない物件

（１）需要限定物件（風俗業関係、ラブホテル、温泉旅館等）

（２）自殺等の事故物件

自殺等の事件があった物件は売りにくいことが多い。特に住民移動の少ない村部におい

ては、噂が絶えることを期待できないため、３０％の減価とした例がある。また、建物を

取り壊して土地だけとなった場合には抵抗が少ないが、建物がある場合には、たとえリフ

ォームをしても減価をする必要がある。評価においては、後日の広告理由とされないよう

に自殺等の物件であることを記載し、少しでも減価を考慮しておく。

（３）墓地跡地

（４）老朽化建物で空室が多い物件、低賃料の長期賃貸借がある物件
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（５）無道路地、極端な不整形地、規模過小、無断転用の農地、建築不能等

・農地転用許可を受けていない戸建て住宅

、 。 、現実に建物が存する以上 建物は通常と同様に評価する 法定地上権が成立するならば

法定地上権付き建物である。しかし、土地については、法令違反であるから原状回復命令

が考えられ、宅地としてではなく、農地とされる蓋然性を考慮した価格となる。

・建築基準法の建ぺい率違反の建物とその敷地

建て替え時には、違反が是正されることとなるが、それまでの期間、利用には通常支障

はないだろう。違反であっても、現実に即して（現在の建築面積で）評価する。ただし、

収益物件では、違反の内容によって消防署、保健所等の監督官庁の指導を受け、利用を制

、 。限されることもあるので 用途的に問題を含む物件であることに注意しなければならない

・公共用地買収予定地

公共用地補償基準では土地の買収価格は時価を予定しているため、公共用地買収が予定

されるからと言って減価を考えることはできない。しかしながら、買収されるまでの期間

は土地使用について制限があることも事実である。その期間に応じて減価すべきこともあ

。 、 、り得る 面的な地域として都市計画の網がかかっている場合には 地域の地価水準として

都市計画の影響は価格に織り込み済みと考えられる。その場合には地域要因として考える

、 。 、 、べきであり 個別格差としては考慮しない これに対し 買収が近い将来予定されており

その金額もほぼ確定しているような場合には、買受人は買収金額を早晩、現実に手に入れ

られることになる。こういうときには、申立債権者から売却実施延期申立がされるのが考

えられる。したがって、評価に当たっては、事業施行者に聴取し、その内容に応じ執行裁

判所と協議すべきである。

（６）撤去困難な残置物

競売物件の中には、生活用品等残置物があることが多い。これらの残置物の撤去費用自

体は、建物のクリーニング費用と同様に、競売市場減価の中に織り込まれているものとし

て格別の減価は要しない。

しかしながら、産業廃棄物や残土の山など、大量のものである場合や油や危険物、汚染

物質等の場合には、買い受け人に対する警告の意味も含め、その事実を明記し、減価を考

。 、 、 。慮する そのときには 判断が不確定のため 金額ではなく全体として○○％と表記する

（７）法令上の監督処分が行われている物件

（８）埋蔵文化財がある可能性が高い物件

（９）農地、山林、工場、倉庫等

（ ）係争中の土地10
所有権が係争中である物件は、将来所有権が認められないリスクを負っている。

所有権の取得に争いがある場合 減価割合 １０～３０％

所有権移転登記に抹消予告登記がある場合 減価割合 ２０～５０％

所有者敗訴の一審判決で控訴中の場合 減価割合 ５０～８０％

（ ）買い受け人の不動産取得を妨げる事由がある場合11
抵当権に優先する所有権取得の仮登記や買い戻し特約登記、処分禁止の仮処分登記、収

用手続き開始決定等の登記がある場合には、執行裁判所と協議の上評価する。具体的には

最大限に危険を見積もることとし、８０～９０％の減価となるだろう。



- 22 -

（ ）土壌汚染12
土壌汚染の蓋然性に関す

る基本的な調査を行った

上、蓋然性が低いと判断で

きる事件に関しては、土壌

汚染の問題を価格形成要因

から除外して評価する（土

壌汚染を価格判断上考慮外

とする）

上記調査によって、土壌

汚染の存在・蓋然性が認め

られるケースでは、評価書

においてその存在・蓋然性

の事実を明示し、評価人の

調査分析能力の範囲内で、

土壌汚染にかかる価格形成

上の影響の程度を推定して

評価を行う。
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汚染の蓋然性がある

場合または不明の場

合には、１０～３０

％の減価を行う。

汚染の蓋然性が高い

場合また判明してい

る場合には、まず、

対策費用と心理的嫌

悪感による減価を行

う。ただし、上記に

よりがたいときには、

３０～９５％の減価

をする方法を採用す

ることもできる。
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１－１０－５ 建付減価
建付地上に、最有効使用に合致しない建物等が存在するときは、最有効使用の阻害の程

度、建物の存続期間、更地化の難易の程度等、敷地と建物との関連性を考慮し、いわゆる

更地との格差を把握して査定する。競売では建物の価値を把握して土地利用権を建物に吸

、 。 、い上げるため 建物の除却費用相当額は土地から控除しないといけなくなる したがって

ほとんどの場合に建付減価として土地から控除することになる。一般的には５％を原則と

し、１０％までがほとんどであるが、更地化に要する費用と土地価格との関連から１０％

を上回ることもあり得る。

（特殊な土地）１－１０－６ 個別格差
（１）農地・林地

農地・林地の評価に当たっては、標準地設定方式を採用する。

競売評価のための標準地を設定し、取引事例、競売売却事例を基に評価人が査定する。標

準価格を基に対象地としての地域格差、個別格差で修正し競売市場修正率を加味して評価

する。

農地法に基づく小作権がある場合には、小作権の減価（１０～５０％）を行う。

（２）道路敷地

公衆用道路はそれだけが単独で取引対象となることはまずあり得ない。そのため公衆用

道路だけの価格を求めることは難しい。しかし、区画整理等の面開発を行うと宅地化する

ことも考えられるし、形式的な担保審査では担保価値にも含まれる。そのため競売評価上

は標準画地価格の５％相当額として、一律評価している。周辺住民との共有地となるゴミ

置き場や駐車場等も同様に処理する。

道路敷地は、次の減価割合を標準画地価格から減価する

準公道（不特定多数による一般利用） 減価割合 ９５％

共有私道（共同利用） 減価割合 ９５％

専用私道（独占利用） 減価割合 ２０～５０％

評価に際し、総額が高額になる場合には５％でなく、１～３％を使うことも

できる（私道が１０万円以上となる場合には標準画地×１％も可能）

（３）仮換地

仮換地の指定がある土地でも、法的には従前地が評価対象となる。しかし、実体的には

仮換地が取引対象となっていることが多い。そのため、使用収益の開始後または開始が目

前となっているときには、仮換地を評価対象とする。その際、予想される清算金や換地処

分までの期間、工事等の変化、仮換地の市場性等を考慮する。

（ ）１－１０－７ 個別格差 建物利用権以外の土地利用権が付着した場合

（１）地上権（区分地上権を含む）

抵当権に優先する地上権は買い受け人の引き受けになる。建物所有目的以外の地上権に

、 、 、 、 。 、ついては 契約の目的 範囲 期間 地代等を総合的に検討して権利価格を求める なお

区分地上権の評価は損失補償基準によることとする。

（２）地役権 要役地の場合には、効用増大の程度に応じて適宜増価する。価格を求める

段階ですでに含んでいると考えられるときには、増価がないこともあり得る。
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承役地では、当該土地の所有権に対する制約の程度を地役権の目的、範囲、期間、態様、

設定対価、地代等諸般の事情を総合的に考慮して判定し、下記の減価割合を目安に承役地

価格から控除する。

通行地役権 減価割合 ５０％

引水地役権 減価割合 ５０％

電線路地役権 減価割合 ５０％

眺望、日照地役権 減価割合 ３０％

（２）民法上の賃借権

建物所有を目的とするもの以外にも賃借権を設定できる。借地借家法の適用がないだけ

である。土地における対抗力は登記である。

抵当権に優先する対抗力のある賃借権（残存期間５年以上） 減価２０～５０％

抵当権に優先する対抗力のある賃借権（残存期間５年未満） 減価 ０～２０％

対抗力のある短期賃借権 減価 ０～２０％

（賃借権設定が１６年３月末以前のものに限る）

対抗要件を有しないもの 減価 ０～１０％

（３）留置権

留置権とは、他人のものを占有するものが事故の有する債権の弁済を受けるまで、その

ものを留置することができる権利である。占有者が留置権を主張するときには、執行裁判

所と協議の上、留置権を認めることとなったときに、競売市場減価後の価格から留置権の

非担保債権額を控除して評価する。

（４）囲繞地通行権

民法２１０条に基づき認められる権利である。囲繞地が話題になるときには、執行裁判

所と協議の上、囲繞地の位置、範囲を確定の上、適切に評価する。

（５）私道負担等

一筆の土地の一部が道路部分となっているときには、その道路部分には法廷地上権等の

敷地利用権は及ばない。そのため、道路部分を特定して別々に評価する。どうしても道路

部分の面積が不明であれば、一体評価を行い個別格差で減価することもできる。

（建物敷地利用権が付着した場合）１－１０－８ 個別格差

（１）借地権

借地権とは、建物所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう。

競売評価にあたって、あらかじめ賃借権が設定されている場合であり、売却によって生じ

た法廷地上権を意味するものではない。

借地権価格＝建付地価格×借地権割合×（１－１０％） とする

借地権割合 賃借権の割合は相続税路線価の借地権割合を参考にして、残存期間、賃料

の額、建物の状況等を勘案の上決定する。借地権そのものが取引対象として熟成している

東京都は違って、埼玉県では借地権を取引対象とするケースはごくわずかである。したが

って住宅地のほとんどが５０％前後であり、相続税路線価による借地権割合は高めである

ことを注意する。

※ 名義書換料
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賃借権は譲渡が禁止されているのがほとんどであるため、借地権価格から名義書換料

相当額（１０％）を控除する。ただし、地上権と譲渡承諾の約定がある賃借権は名義書換

料を控除しない。

（２）特殊な借地権

期間満了直前の借地権 借地権価格から ５％を減価

朽廃寸前建物の借地権 借地権価格から ５０～７０％を減価

対抗力のない借地権 借地権価格から ４０～８０％を減価

係争中（契約解除の意思表示のみ） 借地権価格から １０～３０％を減価

係争中（建物収去土地明渡訴訟中） 借地権価格から ２０～５０％を減価

係争中（土地明渡判決、未確定） 借地権価格から ５０～８０％を減価

係争中（土地明渡判決、確定） 場所的利益として ０～１０％を加算

一時使用（堅固建物） 借地権価格から ２０～３０％を減価

一時使用（非堅固建物） 借地権価格から １０～２０％を減価

※一時使用の借地権とは、臨時設備その他一時使用のために設定された借地権をいい、借

、 、 （ 、 、 、 ）地契約を締結した目的 経緯 土地使用の態様 地上建物の構造 設備 種類 利用方法

などを総合して判断し、当事者間に借地権を短期に存続させる合意が成立したと推認しう

る相当な理由がある場合の土地賃借権である。一時使用の目的であることの明らかな借地

権は、法定更新等に関する借地法の規定の一部（旧借地法２条ないし８条の２，借地借家

法３条ないし８条ほか）が適用されない（旧借地法９条、借地借家法２５条）

（３）定期借地権

平成３年の借地法改正により、借地期間満了時に必ず土地が返還されるものとして、一

般定期借地権、事業用借地権、建物譲渡特約付き借地権が創設された。

一般定期借地権（５０年以上の期間を定める）

事業用借地権（１０年以上２０年以下の期間を定め、専ら事業のように供する建物所有を

目的とする（居住用は除く）

建物譲渡特約付き借地権（３０年以上経過した日に借地権設定者が相当な対価で建物の譲

渡を受けることを特約する借地権）

定期借地権価格＝建付地価格 × 既存借地権割合 × （１－定借減価率）

一般定期借地権 ～２０年経過 １０～ ３０％

２０年～４０年経過 ３０～ ６０％

４０年超 ６０～１００％

事業用借地権 ４０～１００％

建物譲渡特約付き借地権 ～２０年経過 ３０～ ４０％

２０年超 ４０～ ９０％

（４）短期賃借権

短期賃借権とは、対抗要件の具備が抵当権に劣後するが、民法６０２条に定める期間、

すなわち土地の場合山林は１０年、その他の土地は５年を超えない短期の賃貸借、建物の

場合３年を超えない賃貸借をいう。競売評価上は、抵当権に優先する賃借権を長期賃借権

という。期間の長短による区別ではない。判例では期間の定めのない土地賃貸借は短期賃

貸借とする。土地の対抗要件は登記、建物の対抗要件は引き渡しである。土地の賃貸借の

登記はないわけではないが、債権担保や執行妨害目的とされるものが多く、これらは買い

受け人に対抗できない。そのため、建物には対抗要件を具備した賃貸借が多いが、土地に

ついては少ないといえる。

これまで、賃貸借がついている競売物件では、

抵当権設定前の賃貸借では①長期賃貸借



- 27 -

抵当権設定後の賃貸借であれば、原則②短期賃貸借

抵当権設定後の賃貸借で法定更新されていれば、③期限の定めなき賃貸借

差押え後に合意更新された賃貸借、④保護されない賃貸借 となっていた。

競落により、所有者となった買い受け人は、①から③の賃借人を除き、使用貸借者も含

めて明渡請求を求め、裁判所に対し引渡命令を求めることができる。本来なら、建物の明

け渡しには、建物明渡訴訟を提起し、勝訴判決から引渡執行を経なければならないが、競

売手続きでは買受人保護のため簡便な引渡手続きが認められているのである。

前記①長期賃貸借の場合、契約の期間が定められていれば、その期限までは明渡を求め

ることはできない。期限が定められていない長期賃貸借であれば、契約解除予告期間（３

ヶ月）を経て、契約解除～明渡訴訟～引渡執行となる。このことは③期間の定めなき賃貸

借でも同様に考えることができる。保護される期間が契約に示された期間であるか否かで

ある。

短期賃貸借は、契約期間満了までは占有を継続することができるが、期間満了によって

その権利がなくなり明渡義務が発生する。

以上により、明渡請求が可能となるまでの期間、賃貸人（買受人）は不動産の使用がで

きず、さらに明渡請求に伴う費用負担というリスクを負うことになる。占有減価という不

動産の価値からマイナスをすべきものであることから土地利用権を含んだ建物価格につい

て減価を認めることになる。ただし、評価の時点から売却許可決定に至るまでの期間が少

なくとも４～６ヶ月を要することから、評価時点から６ヶ月以内に期間満了となる賃貸借

については、引渡命令が可能であると考えられる。引渡命令が発令される占有権について

は、占有減価を見ないことになっている。したがって、すでに対抗のできない賃貸借や使

用貸借はもちろん、評価時点から６ヶ月以内に期限が来る賃貸借についても占有減価を行

うべきではない。

（５）使用借権（土地）

目的不動産を無償で借り受けて使用収益をなし、後にこれを返還することを約束した権

利である （民法５９３条）使用借権は所有者との対人的な権利にすぎず、買い受け人に。

対抗することはできない。しかしながら、現実に建物等がある場合には、これを収去させ

明け渡しを受けるには、物理的、時間的な負担があり、その間買い受け人は自己使用をす

ることができなくなる。そのリスクを見積もり、減価をすることになる。

堅固建物がある場合 建付地価格から２０％を減価

非堅固建物がある場合 建付地価格から１０％を減価

（６）敷地利用権がない場合（場所的利益の評価）

場所的利益とは、建物が現存しているが建物の敷地利用権が存在しない場合、建物の収

去に要する手間、時間的経済的負担を考慮した、建物所有者の優位ないし収去されない利

益をいう。

建付地価格からの減価

無権限、不法占有の場合 ０％

権限不明 １０～２０％

期間満了、無断譲渡等により 堅固 ０～２０％

敷地利用権が消滅 非堅固 ０～１０％

区分所有法１０条の敷地利用権消滅 ２０～４０％

法定地上権が成立しない場合 ２０％

（７）民法３８９条の建物がある場合

抵当権設定後に建物建築をすると、抵当権者は土地だけでなく、建物も一括して競売す

ることができることがある。平成１５年改正により、第三者が建物を建築した場合にも一
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括競売できるようになった。

さいたま地裁では以下のように取り決めている。

堅固建物がある場合 建付地価格から ２０～３０％を減価

非堅固建物がある場合 建付地価格から １０～２０％を減価

しかし、土地上に建物を造った建物所有者は、土地に抵当権があることを理解した上で

建物を造っている。当事者は将来抵当権実行がなされたときには対抗できないことを予期

していたというべきである。また執行妨害的に建物を造ったときに建物に敷地利用権を吸

い上げるのはいかがなものだろうか。したがって、土地について減価をしない、あるいは

土地からは減価をしても建物に吸い上げない（建物に場所的利益を加算しない）という意

見が有力である。

１－１０－９ 建物の評価

建物の価格は次の式によって行う。

敷地利用権は前期の土地において土地から減価した利用権価格を建物に加算することとな

る。対抗力のない敷地利用権等には、加算しないこともある。

建物積算価格 ＋ 敷地利用権価格 － 減価 － 占有減価 － 預り金等

再調達減価×現価率）

（イ）特殊な建物の減価

自殺、殺人事件物件 （建物＋敷地利用権価格）から３０～５０％を減価

共有持ち分 （建物＋敷地利用権価格）から ２０％ を減価

係争物件（所有権取得） （建物＋敷地利用権価格）から１０～３０％を減価

係争物件（抹消予告登記） （建物＋敷地利用権価格）から２０～５０％を減価

係争物件（敗訴、未確定） （建物＋敷地利用権価格）から５０～８０％を減価

仮登記、買い戻し特約等 執行裁判所と協議

（ロ）賃借権がある場合は占有減価を行う

長期賃借権 （建物＋敷地利用権価格）から５０％を減価

短期賃借権 （建物＋敷地利用権価格）から１０～２０％を減価

（平成 以前に設定されたもの）16.3.31
期間の定めなき賃貸借 （建物＋敷地利用権価格）から１０～２０％を減価

（平成 以前に設定されたもの）16.3.31
買い受け人に対抗できない賃借権

明け渡し猶予の賃借権 ０％

即時引渡命令が出るもの ０％

引渡命令が出ないもの １０％

（実行外抵当権債務者が賃借人の場合）

共同住宅の賃貸用建物 ０％

、 。 、 、アパート等の収益物件は 原則として収益還元法を適用する 経費率は 住宅地２５％

、 。 、 、商業地３０％とし 還元利回りは当面１０％を採用する 保証金 敷金の違いはあっても

、 。敷金としての実質を持つものは敷金として処理し 高額な敷金は一般的な敷金に減額する
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必要費、有益費は買受人が引き受けることになるため、明記し、適切な被担保債権額を評

価額から控除する。

（ハ）定期借家権

平成１２年３月施行の定期借家権がある。

最先抵当権設定前

設定契約残存期間３年超 建物＋敷地利用権価格から２０～４０％を減価

残存２ヶ月～３年以内 建物＋敷地利用権価格から１０～２０％を減価

残存２ヶ月以内 ０％

最先抵当権設定後

残存２ヶ月～３年以内 建物＋敷地利用権価格から１０～２０％を減価

残存２ヶ月以内または３年超 ０％

（ニ）その他の占有減価

占有権限不明 ０％

不法占有 ０％

使用借権 ０％

売却対象外の共有持分者占有 １０％

、 、 。占有者がいる場合には 空き家と異なり 買受人がすぐに自己利用できるかは判らない

しかし、引渡命令が発令されるようなケースは、最終的には引渡命令によって占有者は排

除される。そのため、占有減価は考慮しない。法的手続きをすると感情的になり、余計な

時間と手間をかけることになるかもしれない。実務では引っ越し費用プラスαを支払い、

占有者に任意に退去してもらう方が建物を傷つけず、問題も少ないのは事実である。しか

しながら、法が不法占有者を認めることはできないのである。

占有者が居ても、それが所有者、債務者、抵当権設定者及びそれらの補助者である場合

は買受人に対抗できず、占有減価を考慮する必要はない。また、債権回収を目的とするも

の（抵当権併用の賃借権、仮登記担保権者）も考慮外とする。さらに収益物件（アパート

等）はそもそも第三者に貸すことをを想定しているため、そこに第三者の賃借人が居ても

占有減価としない。したがって占有減価を考慮すべきときとは、収益物件ではなく、かつ

差押えまでに占有を開始した長期、短期賃借権、期限の定めなき賃借権、留置権というこ

とになる。評価命令に付属した登記簿謄本だけでは、占有者の権利が差押えの前か後か判

らないことがある。占有者が居るときには謄本を取り、短期賃貸借の更新や占有が開始し

たときと差押えの前後を確認すべきである。

土地については、たとえ使用貸借であっても建物がある以上は占有減価を見ることにな

る。

一方、引渡命令が出ないようなケースでは、契約期間満了等退去を求めることのできるま

での期間を考慮して、占有減価を見る。本来なら使用貸借の２０％が上限となるが、規模

により２０％の金額が少額の時は金額として５０万円とすることもある。

所有者が代表者である法人が賃借人であるとき

一般には所有者＝債務者であり、所有者が代表者である法人も関連する連帯債務者であ

ることが多い。そのときには法人も引渡命令の対象となるから問題はない。しかし、単に

代表者であるだけで、本件競売申立に関連のない法人は、別人格であり、買い受け人に対

抗できることもあり得る。所有者＝債務者＝法人企業と思いこみで判断しては行けない。

・離婚した妻が占有者であるとき

差押え後に離婚していれば、占有は考慮する必要がない。しかし、前夫が転出別居し、
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それまでは占有補助者であった妻が占有の主体となった後に差押えが為された場合には引

渡命令は発令できず、占有減価を考慮すべきである。

（ホ）敷金および前払い賃料

賃借権が買い受け人の引き受けとなる場合には、敷金や前払い賃料も引き継ぐことにな

るのが原則である。その場合には、敷金等の額は競売市場修正後の建物価格から控除する

ことになる。

ただし、相場と比較して高額な敷金が差し入れられ、その全額について敷金性を認める

ことが相当でない場合には、相当な額に減額することになる。

また、平成１６年４月以降は、賃貸借が買い受け人の引き受けとならず、明け渡し猶予

の対象となる場合には、敷金等は引き継がず、賃借人は元の賃貸人（建物所有者）から敷

金の返還を受けることになる。

（ヘ）必要費、有益費

必要費とは、目的物の維持ないし原状回復の費用および目的物を通常の用法に適する状

態において保存するために支出した費用をいう。必要費を支出したときは、賃借人または

占有者は、賃貸人または所有者に対して支出した費用の償還を請求することができる。

したがって、競売市場修正後の建物価格から適切な必要費を控除することになる。

有益費は、目的物の価値の増大に寄与した費用である。有益費は契約終了時に賃貸人ま

たは所有者の選択により賃借人等の支出額また現存する増加額のいずれかを召還すること

になる。したがって、現存する額が明白であれば競売市場修正後の建物価格から控除する

ことになる。

１－１０－１０ 区分所有建物

（イ）敷地権型と旧来型

マンションは区分所有権法改正に伴い、敷地権が一体となった。空間利用権であるマン

ションは土地と分離して取引対象とすることは現実的ではない。しかし、法改正まではそ

の点が特別扱いされず、戸建て住宅と同じように土地の共有持分が別に差押え対象とでき

た。そのため、法改正以前の従来型マンションと昭和５８年以降の敷地権マンションでは

評価書の記載方法が異なることになる。敷地権型は一体取引とされるため、土地と建物の

価格配分がなく、場所的利益の計算もしないことになる。

敷地権登記あり（法改正後） 区分せず一体評価

敷地権登記なし（法改正前） 場所的利益として５０％とする

（ロ）階層別部分別効用比率

エレベーターの設置状況等、共用部分の内容や、専有部分が占める位置はマンションの

価格に大きな影響をもたらす。積算価格を求めるに当たっては、厳密な効用積数の比率ま

で求めることは要しないが、対象部分の階層別と部分別の効用比を示し、対象部分の価格

を求める。

（ハ）管理費等

マンションの価値は、管理の良否によっても大きく異なる。適切な補修繕が為されたマ

ンションは、経年による劣化も小さいが、そうでないと早期にスラム化することになる。

管理会社を明示し、管理人の状況（常住、常勤、巡回、掃除のみ）を記載する。管理費等
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は区分所有権法８条により買受人が引き受けることになる。そのため買受人への警告の意

味も含め、評価時現在の滞納管理費を調べ、評価額から控除する。駐車場や専用庭の使用

量等管理費でないものも規約によって区分所有権法８条の対象とすることができる。具体

的に規約の内容までチェックすることはできないから、管理組合（会社）が示す滞納額を

そのまま記載しておくことになる。
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１－１１ 参考とした価格資料
周辺における地価公示地、県基準地を

記載する。対象不動産の地域要因によっ

ては近隣でなく、性格の似た公示地等に

すべきである。たとえば工業専用区域内

の不動産であれば、近隣の住宅地でなく、

遠くとも工専の公示地から規準すべきで

あるからである。また、調整区域内であ

っても小規模な住宅地の場合には、比較

しやすい市街化区域の住宅地を採用すべ

きときもある。いずれにしても対象不動

産の市場性を考えて、規準する公示地等

を選択すべきである。

（イ）一体各地の物件別価格内訳

一体として評価した画地の価格を筆毎に面積按分する。原則は１万円単位であるが、

道路持分等少額の場合には千円単位とする。

ここでは、按分するときに四捨五入で出た誤差は５桁目の数により合計値に合わせる。

その結果、ゼロ円が出るときにはゼロ円のままとする
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（ロ） （インターネット）BIT
平成１５年からインターネット上で競売３点セットがみられるようになった。当初は、

東京地裁、大阪地裁、名古屋地裁のみであったが、徐々に全国に広がっている。

インターネットは、競売の買い受け当事者以外にも閲覧できるため、公開されるものは

。 。 、すべてではない 写真や所有者の固有情報はマスキングされている 原本は裁判所にあり

入札前には現物を見ると同時に、関係する役所等での調査を勧めている。

多くの人の目に触れることになるとともに、評価書の比較もされることになる。これま

で以上に、評価書の精度を高めていく必要が出てきたといえよう。



- 34 -

第２章 法律関係
調査の前に
競売評価では、前提となる法律的な条件、事実が大変重要である。抵当権設定当時の所

有者がどうであったのか、現在の利用者はどのような権利に基づいて居住しているのか、

買受人に対抗できる権利は何か、様々な法律関係を整理しておく必要がある。

その上で、不動産固有の問題を明らかにしていく必要がある。

そのため、基本的な法律知識と不動産取引に関連した公法上の制限と取引実情に詳しい不

動産鑑定士が評価人として選任されているのであり、単に取引価格のことだけが問題では

ない。

私は評価メモの用紙を作成している。基本的な条件を忘れることなく、一覧性を持たせ

るように評価メモの書式に記入していく。

、 、 。まずは 対象不動産の土地および建物が現在誰であり いつ取得したかを記入していく

売買による取得が多くを占める。このときに相続による取得であれば被相続人の権利義務

を引き継ぐことになるから、抵当権設定当時、誰が所有者かが重要なのである。
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法定地上権が成立するかの早見表

マンションであるか マンション 場所的利益とする

マンションではない

現在建物があるか ない 更地として評価

ある
最先順位の抵当権設定当時の所有者を見る

設定当時、建物があったか ない 法定地上権不成立
あった

土地所有者と同一か 同一 同一でない 不成立
再築しているか いない 成立

再築している
違う

土地と同順位か 同順位でない 不成立

同順位 成立
（順位変更はダメ）

建物所有者 ○印抵当権建物所有者と共有か

土地所有者共有である

建物のみ共有

Ｂ 成立 Ｂ 成立 Ｂ 不成立○ ○ ○A A A

A A A○

土地建物共有

Ｂ 成立 Ｂ 成立 Ｂ 成立 Ｃ 不成立○○ ○○A A A A

Ｂ Ｂ ＢA B A A A○○ ○○ ○○

Ｂ 不成立 Ｂ 不成立 不成立○ ○A A A B

Ｂ Ｂ ＢA A A○ ○
土地のみ共有

不成立 不成立 不成立 不成立A A A A○ ○
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ○○ ○○ ○A A A A

承諾は成立（不成立とB

する学説もあり）
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１，競売物件評価の特殊性＝現況評価原則
競売物件であっても不動産である以上、一般の鑑定評価物件と同様の対象確定条件があ

り、調査項目はさほど変わらない。しかし、評価物件が法による強制的な売却を前提とし

ているため、評価条件に想定上の条件を付すことはできない。あくまでも現況による評価

が前提であり、不確定なもの、不明なものはそのリスクを明示し、入札者の注意を喚起し

なければならない。

２，基本的な考え方
（イ）対抗関係と引渡命令
民事執行法の平成８年改正により、引渡命令の相手方の範囲が拡大された。その結果、

。 、買受人に対抗できる権限を有しない占有者には引渡命令が発令可能になった これ以後は

抵当権設定時と差押え（競売開始決定）時において対抗できるか否かが引渡命令発令の有

無を示すことになる。なお、登記されている賃借権でも賃借権の実体を有するものでない

賃借権は保護されない。抵当権と併用する賃借権については最判平元．６．５で併用賃借

権を否定しているが、抵当権と併用でなくとも登記だけで実際に利用されていない賃借権

は、担保目的か第三者の賃借権を阻止する目的であると考えられ、否定される可能性が高

い。

対抗関係を考慮するときに最も基準となるものは登記の時点の先後である。この場合登

記原因日付でなく、登記受付日の先後が重要となる。

したがって

抵当権設定前の賃貸借 －－長期賃貸借とみなされる可能性を考える

（抵当権設定後に更新されても長期とみなす）

差押え（競売開始決定）前の賃貸借－－短期賃貸借とみなされる可能性を考える

（土地５年以内、建物３年以内）

不動産を扱う者として、建物賃貸借は通常契約期間が２年間であり、長期の賃貸借と

。 、 、いうと十年以上を思い浮かべてしまう しかし 抵当権に優先する賃借権がある場合には

その賃借権が契約期間２年であり、法定（合意）更新により現在も当初の契約と同じ賃貸

借関係を続けているのなら、それは長期賃貸借として保護対象となる。差押え後に期間満

了、更新された場合にも長期賃貸借として引き受けとなる。抵当権の設定時に賃貸借があ

ることを認識し、将来更新されることを前提として担保価値を把握したものとされる。借

地借家法の適用によって、正当事由がないかぎり法定更新することを予定しているからで

ある （合意更新の事例として、広島高岡山支判昭５０．２．２４がある）。

建物については占有（引渡）時期が重要である。契約時期がいくら早くても占有を伴わ

なければ短期賃貸借としての保護はなくなる。

▽抵当権登記後に６０２条所定の期間を超える土地転貸借を登記した場合は、同条所定の期間内に

おいても、これをもって抵当権者に対抗することはできない（最判昭３８．９．１７）
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この引渡命令発令の拡大により、対抗できない占有者には法が認めない権利を考慮する

ことになる占有減価は原則としてあり得ないことになる。現実には、占有者を法的に排除

するのに明渡執行をしなければならず、執行官の費用と期間を考えると、５０万円くらい

の経費は安いものになる。しかしこのリスク負担は占有減価でなく、競売市場減価の一部

として考えるべきものである。

またもっぱら賃貸を目的とするアパートやワンルームマンション等は第三者の賃借人が

いることが多く、その賃借人が良好な賃貸借当事者であれば収益性を考える意味で安定収

入につながり、むしろ望ましいことになる。そのため、これら投資、収益物件では占有減

価は考慮しない （短期賃貸借として保護される場合であっても占有減価はしない）。

（ロ）短期賃貸借
短期賃貸借については、借地と借家で扱いが異なる。

借地の場合、建物所有目的の借地は短期賃貸借として保護されず、売却により消滅する

ことになる。それは建物所有目的の借地権は借地借家法３条により最短３０年とされ、短

期賃貸借の期間条件を超えるからである。その他の借地（資材置き場等一時使用が多い）

のうち期間５年以内のものは短期賃貸借として保護されるが、実務上短期賃貸借が認めら

れる場合はほとんどない。それは短期賃借権が成立するためには、差押え登記前に借地権

の登記を経る必要があるが、そのようなことはあまりないからである。期間の定めのない

借地はいつでも解約申し入れし１年後に賃貸借が終了する（民法６１７条）から、それま

での占有減価を見ることになる。

借家の場合、期間３年以内の短期賃貸借は保護され、期間の定めのないものは土地同様

に解約申し入れ後３ヶ月で賃貸借が終了する。そのため占有減価を見るべきは期間の定め

のあるものである。また、短期賃貸借とはいえ、借地借家法の適用があるから法定更新の

可能性が考えられるが、法理上借地借家法２８条における更新拒絶時の正当事由があるも

のと考えられ、期間は自動更新を想定したものでなく、現在の契約期間満了時までの占有

減価とすべきである。

差押え（競売開始決定）前に占有開始された短期賃貸借は、契約期間満了まで買受人に

。 。対抗することができる したがって買受人は期間終了を待って明渡請求をすることになる

一方、対抗できない占有者に対する引渡命令は民事執行法第８３条により発令される。た

だし、買受人は代金納付日から９ヶ月経過後は引渡命令を申し立てできなくなる（８３条

▽期間の定めのない宅地賃貸借の存続期間は、借地法２条１項、３条により３０年であるから、右

賃貸借をもって民法６０２条の短期賃貸借とすることはできず、したがって、右賃貸借は本条所定の

抵当権者および競落人に対抗できる短期賃貸借にはあたらない（最判昭４５．６．１６）

▽本条の短期賃貸借にも一般的なは借地法、借家法の適用を妨げないが、抵当権実行による差押えの

効力が生じた後に期間が満了したような場合には借地法６条、借家法２条の適用はなく、その更新を

抵当権者に対抗できない（最判昭３８．８．２７）

▽期間の定めのない建物賃貸借も本条の短期賃貸借にあたるが、成立後７年近くを経過したものであ

るときは、競落人の解約申し入れには原則として「正当事由」があるといえる（最判昭４３．９．２

７）

▽本条により抵当権者に対抗することができる土地の短期賃貸借の期間が抵当権実行による差押えの

効力を生じた後に満了した場合には、賃借人は、競落人に対し借地法４条２項による地上建物の買取

請求をすることができない（最判昭５３．６．１５）



- 38 -

２項）そのため、買受人としては９ヶ月以内に引渡命令を申し立てないと、通常の明渡訴

訟で対応せざるをえないことになる。

差押え

保護される賃借権 保護されない賃借権

賃貸借の開始（直前の更新）が差押え後であった場合には短期単貸借として保護されな

いから考慮する必要がない。したがって、評価人としては短期賃貸借として考えられる可

能性があれば、最新の登記簿謄本を取り、対抗関係を確認する必要がある。

売却期日 入札 開札 売却許可 代金 引渡命令

公告 期間 決定 納付 申立

（７日以内 （１ヶ月以内） （９ヶ月以内））

期間満了が評価時より１年以上後となる場合は占有減価を考える必要が出てくる。その

間買受人が自ら使用することはできないからである。また、評価時より６ヶ月以内に期間

満了する場合には考慮する必要はないと考えられる。それは、代金納付以前または遅くと

も買受人が引渡命令を申し立てることのできる期間内に契約期間が満了し、賃借権者は買

受人に対抗できないからである。

問題は評価～売却期日公告～入札期間～開札～売却許可決定～代金納付日までの期間を

。 。どう考えるかである 実際の運用ではこの間の期間に少なくとも３ヶ月程度を要している

この点について、名古屋地裁の評価人の検討した競売不動産評価基準によると次の通り

である （土地利用権付建物価格から減価する割合）。

残存期間ゼロ～６月以内 ０％

残存期間 １年 １０％

残存期間 ２年 １５％

残存期間 ３年 ２０％

期間の定めのない場合 ５％

なお、乱用目的で設定されたことが明らかな賃借権、収益物件については減価しない。

平成１６年４月の改正法施行により、短期賃借権が廃止された。これに伴い、明け渡し猶

予期間が設けられた。明け渡し猶予期間中は、賃料相当額の損害賠償額を支払うとされる

ため、賃料の不払いは即時に引渡とされることがある。即時に引渡滅入れが発令されるも

のと同様に占有減価はみないこととされた。したがって、１６年４月以降の賃借権に関し

ては、実行外抵当権の債務者が賃借人の場合を除き、占有減価はみないことになる。
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（ハ）評価対象と抵当権の関係
競売評価の多くが抵当権の実行によるものであり、さらにほとんどが第１順位抵当権

者による申し立てである。そのため評価対象は抵当権の対象である不動産全てとすればよ

い。しかし、稀とはいえ、強制執行による競売（(ﾇ)の事件）があり、この場合には債権

金額が小さいこともあり、物件の一部を対象とすることがある。具体的には①同一所有者

の物件の一部（土地建物の片方だけ、あるいは敷地の一部だけ等）②共有物件の共有持分

だけ、ということがある。

①の場合には、一括売却想定時の一部分の価格でよいのか、それとも部分売却により物

件の内容が異なることから価格形成要因が変化し価格も変化するかを考慮して評価すべき

である （後者の場合は評価条件として明記しておいた方がよいだろう）。

②の場合には第一に法定地上権の成立有無が抵当権実行時とは異なることが多いこと、

第二に共有持分のみの売却は他の共有者との協議をしなくては処分ができないから、共有

であることの減価を考慮する必要が出てくる（札幌地裁では、このときの共有減価を最大

２０％考慮する）
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３．法定地上権
（イ）法定地上権成立の有無
競売評価特有の権利評価として、法定地上権の評価がある。民法３８８条は法定地上権

を規定しているが、競売により土地建物所有者が異なることを前提とし、法定地上権とい

う強い利用権が成立することを認めた。しかし、現在競売で入札される物件のほとんどが

債権額を下回る価額で入札されていることを考え、土地建物一括売却を前提として評価し

ている。

担保される債権や債務名義の額によっては、不動産全体でなくその不動産の一部の売却

でも債権者を満足させることが可能である。そのときには余分な売却により債務者に不利

益を与えるべきではない。そのため超過売却の禁止規定がある（民事執行法７３条）超過

売却になるようなときには一括売却でなく、個別売却の価格を求めることになるが、そう

した場合には補正書、補充評価書で対応することになる。一括売却を想定した競売では土

地建物それぞれの価格と法定地上権の関係は、抵当権者や一般債権者に対する配当額計算

根拠としての意味を持つにすぎない。その結果配当に影響のない限り法定地上権を認めて

も弊害はない、という執行実務上の問題も生まれていた。

法定地上権が成立するかどうかは分かりにくい点がある。それは法定地上権という制度

が建物の価値を全うさせるために生まれてきており、用益権の保護とそれにより制限され

ることになる担保権者、土地所有者の権利内容との調和を求められているからである。

法定地上権成立要件として４つの要件がある。

①抵当権設定当時に土地上に建物が存すること

②抵当権設定当時、土地建物が同一所有者に属すること

③土地建物の一方または双方に抵当権を設定すること

④競売により土地建物が別の所有者に帰属すること

この４要件について抵当権設定当時の所有者および抵当権者の意志を推測して学説判例

が変遷を重ねてきた。その中には自己借地権が設定できないために法定地上権を認めよう

とすること説も多かった。

（ロ）法定地上権の判定資料
抵当権設定の時には、金融機関や保証会社に対象物件の資料が提出され当時の状況が明

白である。しかし、時の経過とともに資料は散逸していく。なによりも抵当権者以外には

それらの資料は持っておらず、閲覧しにくいのが現実である。執行官や評価人は設定当時

の写真等を確認する方法がないから、専ら不動産登記簿謄本や固定資産課税台帳、供給処

理会社の使用者リスト等の公的機関の持つ資料に頼らざるをえない。これらの公表資料に

より最先順位の抵当権設定当時（または差押え登記事）の土地建物の所有者、使用者の状

況を把握することになる。

（ ） （ ）ハ 抵当権設定当時建物が存しなければならない 第１要件

未登記であっても固定資産台帳等で確認できればよい。１）

▽建物登記がない場合（未登記）であっても、実質所有者であれば良いとされる（大判明４１．５．

１
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抵当権設定当時に建物がなければ法定地上権は成立しない。

更地として担保価値を評価した抵当権者が不測の損失を受けるべきでないという当然の

ことであろう。しかし、ただ抵当権設定当時建物が建築中であった場合には、独立した建

物となっていない段階であっても、法定地上権の成立を認める判例がある。

次に建物が滅失され、再築されたときはどうであろうか。

これまで再築建物に法定地上権を認める判例が多かった。建物を収去しなければならない

とすると、それは社会経済的に不利益であり、抵当権者も設定当時にあった建物と同程度

のものなら不測の損害は被らないとの理由による（個別価値考慮説）であった。これによ

ると、土地建物に抵当権を設定し、後に再築建物に追加担保を取らないと抵当権者は底地

からしか配当を受けられないことになる。これに対し、抵当権者は土地の価値のうち法定

地上権に相当する部分は建物抵当権により回収し、いずれにせよ土地についての全体価値

を把握しているのであり、抵当権の及ばない法定地上権を認めることは抵当権者に不測の

損害を与えるとして法定地上権を否定する全体価値考慮説が現れた。この説を判例として

認めたのが平成９年２月の最高裁判決である。

抵当権者の意志は、建物が存すれば土地と建物の双方から債権を回収しようとし、建て

問が取り壊されたときには土地について更地としての担保価値を把握しようとすると考え

られる。その意味ではこの最高裁判決は抵当権者の合理的意志を建物保護という公的要請

に優先させている。したがって、再築の場合には原則として法定地上権は成立しないこと

になる。

評価人としては、建物が抵当権設定時にあるかどうか（ほぼ同時期を含む）を確認し、

時期が大きく違うときには原則不成立とする。

例外的に①新しい建物と土地所有者が同一であり、②同順位の共同抵当の時だけ法定地上

▽土地に対する抵当権設定後に建物が築造された場合抵当権者がその築造をあらかじめ承認したと

しても、抵当権が目的土地を更地として評価して設定されたことが明らかであるときは、法定地上権

は成立しない（最判昭３６．２．１０）

▽建物の規模、種類が外形上予想できる程度にまで建築が進んでいる場合には、－－－抵当権者は完

成される建物を予想することができるので法定地上権を認めても不測の損害を被ることがないし、社

会経済上も建物を維持する必要が認められるから法定地上権の成立を認める（東京高判昭４７．５．

２４）

▽土地および建物に共同抵当権を設定した後、右建物が取り壊され、右土地上に新たに建物が建築

された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での

土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事

情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない（最判平９．２．１４）

▽抵当地上の建物が再築された場合には、旧建物のために法定地上権が成立する場合におけると同一の範

囲内において法定地上権が成立する（大判昭１０．８．１０）

▽土地に対する抵当権設定後建物が同一土地内において移転された場合、この移転が従前の建物の利用に

必要な範囲であれば、その範囲において、法定地上権が生ずる（最判昭４４．４．１８）

▽土地の抵当権者が抵当権設定後に建物が建築されることを承認した場合にも、右建物のため法定地上権

は成立しない（最判昭４７．１１．２）
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権を認めることになる。

これまでは、第三者であっても法定地上権を認めていた（大判昭１３．５．２５，最判昭

４４．４．１８）しかし、最近では第三者の再築が執行妨害にあたる場合もあり、法定地

上権成立は例外的なものと考えられてきた。

評価人は調査においてこれまで法定地上権が成立するのか否か不安な点が多かった。

再築建物に法定地上権を認めるとすると、抵当権設定時に従前の建物があったかを確認し

、 、 。なければならないが 滅失された建物の規模 所有者は閉鎖登記簿を見なければならない

未登記建物にも法定地上権を認める判例を考えると、登記だけでは確定できないことにな

る。何年後に建てられた建物であっても法定地上権が成立するかも知れないと考えざるを

えなかった。

さらに「再築された建物が従来建物と同規模であったとき」という条件には、抵当権設定

後の再築建物登記という事実だけでは確認できない。古い建物登記には建物の図面も法務

局にない。位置が違っているかもしれないと考えると法定地上権の成立する範囲にも関わ

ってくる。再築したということは従来の建物との同一性はないことであるから、従来の建

物にかかる抵当権が及ばないことからも、そこで更地に復帰し、それ以前とそれ以後は分

断して考えるべきであろう。最近の学説は、一般に、抵当権の設定の当時に土地建物の所

有者が異なる場合には建物のために土地の利用権が設定されているはずであり、この利用

権は土地建物が同一の所有者に帰属したときも混同の例外により消滅しないから（民法１

７９条１項但書）法定地上権の成立を認める必要がないとする原則をたてている。この結

果土地上に残される建物は民法３８９条により、一括競売されることによって、建物利用

との整合性が図られることになる。評価人としては公共用地基準（使用借権が賃貸借の３

分の１である）も念頭に入れて、建物の場所的利益を考慮していく必要があるだろう。

（ニ）建物の増築、別棟の追加はされていないか
登記された事項と現況の相違するケースは多い。登記された建物と同一性が明らかにな

い場合には法定地上権そのものが否定されることもあり得るだろう。増築された部分が附

合として建物の一部を構成している場、その増築部分にも抵当権の効力は及ぶ。しかし機

能的一体性の観点から附属建物とできないなら独立した家屋とみなされ、別の建物として

場所的利益を考える必要が出てくる。

、 、 。この場合 法定地上権から場所的利益を控除するか 底地から控除するかは問題がある

（後記（ト）参照）

（ホ）土地建物所有者が違うとき
法定地上権成立の第２要件は、所有者の同一性である。抵当権設定当時同一人に属して

いれば、後日土地または建物が第三者の所有となっても法定地上権は成立する。しかし逆

、 （大連判に設定当時に別人が所有していたのなら、後で同一所有者に 本条の適用はある

大１２．１２．１４）

したがって、抵当権設定時に土地および建物の所有者が異なる以上、その後に建物所有者

が土地を取得しても、土地所有者が建物を取得してもいずれも法定地上権は成立しない。

同一所有者原則の例外として判例が認めてきたものとして、建物について抵当権が設定

された後に、後順位抵当権が設定されたときに土地建物所有者が同一人に帰属した場合に

は後順位抵当権者を基準として法定地上権を成立させても先順位抵当権者を害することは

▽抵当権設定当時において土地および建物の所有者が各別である以上、その土地または建物に対する抵当

権実行による競落の際、たまたま、土地および建物の所有権が同一の者に帰していたとしても、本条の規

定が適用または準用されるいわれはない（最判昭４４．２．１４）
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ないから対抗関係も生じず、法定地上権が成立するとしている（大判昭５３．９．２９）

逆に土地に設定された場合には否定する（最判平２．１．２２）

１順位 ２順位

B A 成立○ ○所有権移転

A A○
１順位 ２順位

B B 不成立

A A B○ 所有権移転

抵当権が設定される対象が土地か建物かによって結論が分かれることと、後順位抵当権

が設定されないときには、本来法定地上権は成立しなかったのであり、抵当権者の理解し

にくいことになる。不合理であることから、平成９年２月の最高裁判決によって変更され

たものと考えたい。

(a)筆ごとに所有者が違うとき
現在、浦和地裁川越支部での評価の考え方は一括売却を前提としての評価をしている。

具体的には土地が２筆であっても建物の敷地として１画地であれば２筆一体としての表示

をし、２筆を１画地として評価している。しかし、法定地上権成立の有無は各筆の所有者

。 、 、が異なればそれぞれに対応して考える必要がある その結果 土地建物所有者が異なれば

その部分は法定地上権が不成立となり、２筆の土地は法定地上権が成立しない部分が生じ

ることになる。しかし、この場合にも法定地上権成立の有無は、配当において考慮するべ

きものであり、一括売却を前提とする以上は１画地として更地評価をし、その後筆毎の面

積按分で法定地上権（または場所的利益）を考えるべきと思う。

( )建物のみが共有の時b
共有関係には３つのパターンがある。

土地単有－－建物共有、土地共有－－建物共有、土地共有－－建物単有である。

個別に検討していく。

この場合基本的な考え方は、①競売に無関係な土地所有者に不測の損害を被らせるべきで

はない②抵当権者の意志は抵当権設定時に法定地上権を予期していたか③共有関係ではあ

っても土地建物の所有者構成が同一であり、かつ共同抵当であるときは単有と同視しても

かまわないことである。

▽建物の共有者の１人がその敷地たる土地を単独で所有する場合においては、同人は、自己のみな

らず他の建物共有者のためにも右土地の利用を認めているものというべきであるから、同人が右土地に抵

、 、 、 、当権を設定し この抵当権の実行により 第三者が右土地を競落したときは 民法３８８条の趣旨により

抵当権設定当時に同人が土地および建物を単独で所有していた場合と同様、右土地に法定地上権が成立す

るものと解するのが相当である（最判昭４６．１２．２１）
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建物 Ｂ 同視できる○○ ○A A

A A土地 Ｂ○○ ○
○は抵当権設定を示す

Ｂ 成立 Ｂ 成立○ ○A A

A A○

建物共有者の１人であるＢについてのみ、競売されたときには、Ｂが競落人Ｃに替わる

なら、法定地上権成立要件の競落による所有者の構成が変わることにならない。たんにＢ

とＣが交代しただけであり、土地所有者 に法定地上権の負担を負わせる理由にはならA
ない。

Ｂのみ

Ｂ 競売 → Ｃ 不成立○ ○A A

A A○ ○

( )土地建物ともに共有であるときc
、 。土地建物の共有者の構成が同じであり 単有と同視できるときは法定地上権は成立する

Ｂ 成立 Ｂ 成立 Ｂ 成立○○ ○○A A A

Ｂ ＢA B A A○○ ○○

共有者の一方が抵当権を設定しているときは土地所有者Ｂに負担を負わせる理由がなく

否定される

Ｂ 不成立 Ｂ 不成立 不成立○ ○A A A B

Ｂ Ｂ ＢA A A○ ○

土地建物の共有構成が違うときは原則的に否定される （最判平６．１２．２０）

Ｃ 不成立A
Ｂ○○A

( )土地共有、建物単有の時d
建物所有者の土地利用権は、土地の共有持ち分に対して、本来別の利用権がつけるこ

とが可能である。土地建物同一所有者の原則に適合しないから、法定地上権は原則として

成立しない。
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( )土地が共有、建物が区分所有のときe
いわゆるマンションのケースである。敷地権化されているマンションでは土地に抵当権

が設定できず、土地は建物に付随して取引対象とされる。建物区分所有権法２２条は区分

所有建物とその敷地利用権の分離処分を禁止しており、民法３８８条の適用を認めること

はなくなっている。したがって場所的利益を考えることになる。

敷地権化される以前のマンションでは土地のみ、または建物のみの競売もあり得た。こ

の場合法定地上権を認めることは法定地上権という排他的な権利を認めることが他の共有

者の権利を害するとして判例は否定をしている。地上権の目的が土地である以上、共有持

ち分または準共有持ち分の上に地上権が成立する余地はなく、法定地上権は成立しないと

いう。

法定地上権は成立しないもののマンションの土地利用権はかなり強固な権利である。堅

固建物所有目的であることに加え、他の第三者との共有関係から単有化の可能性はごく低

く、そのため現状維持が続くのが特徴である。したがって、場所的利益とはいっても、戸

建て住宅のように建物取り壊しの可能性はほとんどない（あるとすれば再開発、朽廃によ

る建て替えか）ことになり、権利はかなり強いものである。都内では寺社所有地を中心に

借地権分譲マンションが多数ある。この借地権はマンションでは敷地賃借権の準共有関係

にあり、地代を授受するほか、その移転には賃借権法理から賃貸人の承諾が必要である。

しかしながら、それでも分譲マンション価格を土地と建ものの価格に分解していくと借地

権部分は更地価格の７０から９０％にも及んでいる。堅固建物の借地権割合を利用してい

ると言えよう。したがって堅固建物所有目的の法定地上権と同様に、長期間利用関係が続

く前提でマンションを考えるべきであり、区分所有建物であるために場所的利益とせざる

を得ないとはいえ、建て付け地価格の６０～８０％を建物に配分すべきであると考えられ

る。

なお、区分所有建物では土地だけ、あるいは建物のみの売却はあり得ず、配当において

も変わることはない。いわば土地建物全体の価値が重要であるから、土地価格の配分の率

が多少変わっても実務的意味には乏しい。

（へ）抵当権の順位変更があったとき
建物を建てるときに住宅金融公庫を利用すると建物に抵当権を設定する。同時に順位変

更を求められることが多い。例として多いのは、先に土地のみに甲銀行の抵当権が設定さ

れているときに建物が新築され、乙抵当権が土地建物に設定され、甲乙間での順位変更が

行われるｹｰｽである。判例は法定地上権を否定する。

不成立○A 乙抵当権

乙抵当権 土地について甲乙順位変更○ ○A A甲抵当権

ただし、土地に甲、乙の順で抵当権が設定された後に建物が建築され、乙、甲の順でそれ

ぞれ共同抵当が設定され建物の乙甲間の順位変更がされたときは法定地上権を成立させて

いる。順位変更により甲が土地建物ともに第１順位となったのと同じであり、他の第三者

に影響を与えないからといわれる。

乙甲間順位変更
成立乙抵当権 甲抵当権

甲抵当権 乙抵当権

（ト）法定地上権の成立する範囲

▽抵当権の順位変更は、同一不動産に設定された複数の抵当権相互間において優先弁済の順位を変更する

ものであり、抵当権の設定された時点を変更するものではない（最判平４．４．７）
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建物利用を考える際には敷地の範囲を特定する必要がある。一般的な戸建て住宅であれ

ば、１画地－１棟の関係が多く、建物敷地はその画地全体に及ぶのが機能的物理的にも合

理的であろう。

しかし、全体を敷地と考えるのが不合理なときがある。

①２棟以上の建物が存するとき
２棟以上の建物が存し、それぞれが主従の関係にないときは独立した建物としてそれぞ

。 、れの敷地面積を考えなければならない このときに明らかに分割されているようなときは

それぞれの敷地として捉えて問題がない。しかし、分割線が不明であり、しかもそれぞれ

が単独では建物敷地として建築確認を受けられないような時がある。間口が３ｍしかない

敷地に２棟が建てられているケースでは接道義務違反のため１棟しか建築は許可されな

い。また個別に分割線を引こうとすると路地状部分が大きくなり、有効宅地部分が過小に

なり現実的でないケースも多い。このような場合にも、各々の敷地が個別に売却されるの

ではなく一括売却され、その建物はほとんど取り壊されて利用されている。したがって、

敷地を捉えるときには、法定地上権と場所的利益に関連して、配当の問題が大きいのであ

り、合理的な基準であれば、一括売却を前提として個別の分割線は入れずに全体を評価す

べきである。よって各々の敷地面積は、建物の建築面積（延べ床面積でなく）の比率によ

って配分するのが一般的である。

②敷地面積に比して建物が過小のとき
資材置き場や駐車場では管理用建物が隅にあるだけで、画地の多くは野天ということが

多い。このようなときに敷地を全画地と認定すると、建物の価格に比して建物に吸い上げ

られる法定地上権（あるいは場所的利益）が大変大きなものになりかねない。このような

場合には、合理的に分割できる範囲を確定するか、それとも建蔽率で割り戻した地積（建

物建築面積÷建蔽率＝認定敷地面積）として建付地面積を捉える。

③法定地上権と件外物件があるとき
①②のケースは２棟とも法定地上権、あるいは件外物件が先にあって後に法定地上権が

成立するときである 。法定地上権と件外物件の関係は次のようになる。

( )件外建物が最先順位抵当権設定後に建築されたときa
法定地上権は全体に及び、底地と分けられる。次に法定地上権の一部が件外物件のための

使用借権に分割される。

件外物件

場所的利益

法定地上権

底地

( )件外物件が最先順位抵当権設定時に存在していたときb
敷地のうち面積案分された部分で法定地上権価格と使用借権に分かれる。

件外物件の敷地には法定地上権は及ばないことになる。

件外物件

場所的利益

法定地上権

底地
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、 （ ）（ ） 、 。なお この場合に ｂ とも 件外物件の有無によって底地の価格には影響がないa

（ ． ． ）▽法定地上権の成立する範囲は建物利用として通常予想される限度で敷地外にも及ぶ 大判大９ ５ ５

▽建物敷地以外の庭木、庭石を含む庭園も建物の景観を添えるために造られている場合は法定地上権の範

囲に含む（松山地判昭４０．２．１）
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４．買受人が負担するもの
買受人が負担するものに、敷金や管理費がある。

借家の場合には、敷金の授受は一般的であり、敷金として相当と認められる限度で買受人

が引き受けるものとして扱うことになる。具体的には建物の評価額から敷金相当額を控除

する。アパートでは６ヶ月以上の敷金はあまり考えられないが、店舗や事務所では１０～

２０ヶ月の敷金もあり得る。一方、保証金や建設協力金として多額の金銭が授受されるこ

とがあるが、いずれも不動産賃貸借そのものに付随するものではなく、元々の賃貸人と賃

借人の間の金銭消費貸借とされ、競売評価では考慮すべきではない。

次に、マンションの場合には管理費等の滞納が発生していることが多い。区分所有権法

８条は区分所有建物につき有する債権について特定承継人に対して引き継がれることを規

定している。時効の問題は別にあるが、競売による買受人も特定承継人とされ、債務を引

き継ぐことは間違いないから、最新時点での債務残高を明示し、その額を建物評価額から

控除しておくことになる。
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