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１１．．視視察察のの目目的的  

（１）視察の目的 

当協会では、2 年に一回、海外不動産流通市場調査視察団派遣の実施検討を行っており、本

年度は英国で既存住宅売買において2006年6月に試行開始、2007年8月から全面施行され2010

年に廃止が決定した HIP（Home Information Pack）についての評価と、英国で普及しているホ

ームインスペクターによる住宅検査や DEA(Domestic Energy Assessor)による省エネルギー証

書発行の実態を俯瞰し、今後の日本における建物付加価値の向上や取引情報開示の在り方への

参考とするものである。 

具体的には、ロンドンにおいて関係先を取材し、事例物件を視察することにより直接英国

の不動産事業を肌で感じ、考え方、慣習の違い等について、より理解を深める。 

また、渋沢栄一による田園調布開発のモデルとして有名なロンドン郊外のレッチワースを

視察し、その先見性について認識を深め、南仏においては、ニース、モナコ等の高級リゾート

マーケット等を調査し、参考物件の視察を行う。 

 
 

（２）視察スケジュール 

本視察調査は、P3 で示すように、まずはレッチワースの視察を行った後に、英国不動産事

業者協会（NAEA）を訪問し、英国の不動産業界の現状と課題点、HIP の評価等についてヒアリ

ングを実施している。 

その後、RICS（Royal Institution of Chartered Surveyors）を訪問し、英国におけるイ

ンスペクションの現状と実地調査に立ち会い、さらにニース、モナコへ渡り、リゾート地及び

物件の視察を実施している。 
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＜視察工程＞ 

 

月日 滞在地 視察内容

10月30日（火）
東京（成田）発

ロンドン着

10月31日（水）
～

11月１日（木）
ロンドン滞在

田園都市レッチワース視察
NAEA訪問
市内視察

11月2日（金） ロンドン滞在
RICS訪問
建物検査実地調査
ロンドン中心部ビル視察

11月3日（土）

ロンドン発
ニース着

↓
モナコ

ニースリゾート地視察

11月4日（日） モナコ滞在 モナコ郊外視察

11月5日（月）

モナコ
↓

ニース発
ミュンヘン着
ミュンヘン発

ニース空港へ

11月6日（火） 東京（成田）着
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２２．．英英国国のの不不動動産産市市場場、、不不動動産産業業界界のの現現状状  

（１）欧州の不動産市場の状況 

 

まずは、ヒアリング調査の記録を取りまとめる前に、欧州の不動産市場等の状況について整理

を行う。 

下図は、イギリス、ドイツ、フランス及び日本、アメリカの平均人口水準の推移を示したもの

である。 

イギリス、フランスでは2010年代から微増傾向、ドイツでは微減傾向になると予測されている。 

 

出典：OECD Factbook 2011-2012  
 

下表は住宅ストックの状況を示したものである。持家率を見ると、イギリス、アメリカが 68％

を超えており、日本は約 6割となっている。 

各国の住宅ストックの状況 

 
注1）公的借家：各国統計におけるいわゆる「公的借家」の数であり、原則として公的主体が所有・管理する借家をいう。尚、公的借家

の範囲は、通常、地方公共団体、公益法人であるが、ドイツ、フランスの場合は組合、株式会社も含まれている。 

注2）日本の総計には所有関係不詳を含む。日本の借家には給与住宅も含む。 
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新築着工戸数と既存住宅流通戸数の実績推移について、欧州主要国及び日本、アメリカについ

て見ると、イギリスではリーマンショックの影響から既存住宅流通戸数が 2007 年から 2008 年にか

けて 1391.6 →729.7 千戸と急減な落ち込みを見せていることがわかる。フランスにおいても、イ

ギリス程ではないが落ち込みを見せているが、新築、既存ともに 2010 年から回復を見せている。 

欧州主要国の住宅着工戸数の推移 

 
＜参考 FRK 既存住宅流通量＞ 

尚、FRK では、既存住宅流通量について独自推計を行っており、2011 年速報値では 484 千

戸となっている。 

 
注 1）2011 年の FRK 既存住宅流通量は速報値 
注 2）既存住宅流通比率＝FRK 既存住宅流通量/（新築着工総数＋FRK 既存住宅流通量） 
注 3）FRK 既存住宅流通量とは「民事・訟務・人権統計年報（法務省）」における建物売買による所有権移転個数をもとに

推計した個人・法人により取得され、所有権移転が行われた回数。 
注 4）建物売買による所有権移転個数は住宅・非住宅別の統計がとられていないため、各年の建築物ストックに占める住宅

比率を推計し、その住宅比率をもとに売買による住宅の所有権移転登記個数を推計している。 
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その他欧州各国の新築着工戸数の状況を示したものが下図である。特徴的なものとして、

スペインとギリシャがあげられる。 

スペインでは、2006 年までバブルとも言える着工戸数の増加が見られたが、2006 年から

2007 年にかけて 865.5→ 651.4 千戸と減少し、2010 年には 91.7 千戸まで減少している。 

ギリシャでは、2005年をピークにその後急激な減少を見ており、ピーク時の2005年が 195.2

千戸であったのに対し、2010 年では 54.8 千戸まで落ち込んでいる。 

欧州各国の住宅着工戸数の推移 
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（２）英国の不動産業界、不動産市場の状況 

英国の不動産業界や不動産市場の状況等については、NAEA を中心としたヒアリングを行

っているが、まずは英国の不動産取引の特徴について整理を行う。 
１）不動産取引の主要なプレイヤー 

英国の不動産取引における主要なプレイヤーとしては、ソリシター、エステートエージェ

ント、ホームインスペクター・サーベイヤーが挙げられる。それぞれの役割機能については、

下記の通りである。 
①ソリシター 

 事務弁護士とも訳され、不動産取引の場面では、契約書の準備・交換や譲渡証書の

交換、登記手続きなど「Conveyamcing」と呼ばれる「法的な手続き」を主に行う「資

格保有者」である。 

 売主・買主がそれぞれ個別に契約を行う（どちらか一方の代理人となる）。 

 ソリシターの不動産売買時の機能に特化した資格保有者として、ﾗｲｾﾝｽﾄｺﾝﾍﾞﾔﾝｻｰと

呼ばれる専門家がいるが、ソリシターほど機能していないと言われている。 

 
②エステートエージェント 

 売主側と契約を行い、物件の販促業務や買主との交渉を行う。大手のエージェント

は物件情報を提供する WEB サイトを持っており、買主の要望に対して物件情報の提

供や物件への案内を行う。 

 エージェントへの報酬は、一般的に物件価格の 1.5％～2％である※。 

※Home Information Pack Update:Towards 1 June(Communities and Local Government) 

 

③ホームインスペクター、サーベイヤー 
 ホームインスペクターとは住宅検査人の総称であり、サーベイヤーとは RICS（The 

Ryal Institution of Chartered Surveyors)の認定条件をクリアーした者を示す。 

 サーベイヤーが行うサーベイには一般的なコンディション調査や詳細調査などがあ

り、買い手側のソリシターがどの調査を行うべきかアドバイスを行う。 

 尚、担保評価のために行われる Mortgage Valuation Inspection は金融機関が行う

ものであり、上記のサーベイとは異なる。 
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２）不動産取引の特徴 

①不動産取引の仕組み・手続き 
次頁の図は、英国における不動産取引の基本的な流れについて整理したものである。 

売主側は、エージェントと契約し、物件の販促活動を行う。英国でのエージェントの契約

相手は売主側となる。 

買主側は、目ぼしい物件について、エージェントを通して売主側にオファーを行う。 

売主、買主は、それぞれがソリシターと契約を行い、その後の取引の手続きを依頼する。 

エージェントは、売主、買主側の条件交渉を仲介するだけであり、契約に向けたその後の

調査や書類等の手続き作業は行わず、売主側のソリシターが物件に関する各種情報を収集し、

買主側へ郵送することになる。 

一方、買主側はホームインスペクターに依頼し建物検査を実施し、金融機関側との交渉を

行う。 

売主側、買主側のソリシターは、法的な拘束力のある契約書交換に向けて法的な手続きを

進めることになるが、その際、Chain（チェーン：取引の連鎖（詳しくは後述））の状況の確

認を双方で行い、取引完結日の調整を行う。双方が契約書にサインし、それを交換すること

で初めて法的な拘束力が生じることになる。 

金融機関からの融資が実施され、「Completion」と呼ばれる完結行為が行われる。完結行

為では、買主側から売主側ソリシターへ代金の支払いが行われ（契約書の交換と同時に、デ

ポジットとして物件価格の 10％が買主から売主側へ支払われることが一般的）、売主側ソリ

シターは譲渡証書や権原証書を買主側ソリシターに渡すことになる。 

買主側ソリシターは登記手続きを行い、権原証書については融資を実行した金融機関に送

付する。代金を受け取った売主側ソリシターは清算を行い、自己の報酬をそこから受領する。

尚、売主が同時に買主であることが通常なため（Chain）、売却代金の残金は、売主の新居購

入費として、新居の売り手のソリシターに送金される。 
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＜参考＞フランスやドイツでの流れ 

 フランスとドイツの住宅取引の仕組みの概要は似ており、主要な主体としては「不動産仲介

業者」と「公証人である」  
 買い手、売り手は、日本と同じように不動産仲介業者を通して、物件の紹介や販売依頼を行

うが、契約の締結時には、「公証人」が立会い、公正証書(契約書）を作成することで成立

する。  
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契約時立会い

購入希望
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物件の紹介
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②Chain 
イギリスの住宅取引は、既存住宅の取引が大半であるため、「チェーン」と言われる取引

の連鎖が生じ、これが取引の遅延や不安定さにつながっている。 

 Chain（チェーン）：住宅取得意向者は自らの住まいを売却して物件を購入するため、

買い手であり売り手である。その住宅取得意向者が購入しようとする物件の売り手

は同じように買い手でもあることから、これが幾重にも連鎖している状態。 

 「チェーン」の一部に契約の破たんや遅延が生じると、それがチェーンを構成する

すべての契約の遅延につながる。 

 チェーンに含まれる買い手・売り手のソリシターは、互いに連絡を取り合い、契約

書の交換※が同時に行われるようにすることで、チェーンの破たんを回避するよう

にしている。 

※売り手・買い手が署名する契約書は、交換が行われて初めて効力が生じる。 

この問題に対応すべく、チェーンを構成する一つ一つの取引を確実なものとするため、取

引の初動期に売り手側から一括で情報提供を行い、売り手・買い手の情報の非対称性の解消

を図る HIP（Home Information Packs)が 2006 年 6 月から試行開始された。 

しかし、2010 年の政権交代に伴い、HIP の廃止が決定された。（ただし、エネルギー性能

評価書は存続する） 

その理由として、売主側が物件を売りに出す際に、HIP 書類を準備するためのコストがかか

るため、市場に出すことを控えるようになり、そのことが、イギリスの住宅市場が低迷した

一つの要因であるとしている。 

 

③HIP(Home Information Packs) 
HIP（Home Information Packs)とは、売主が物件を市場に出す際に準備を義務付けられた

情報書類一式のことであり、住宅取引が行われるたびに住宅の履歴情報が売主から買主に手

渡されることになり、費用は売主側が負担する。対象は England 及び Wales である。 

前述したように、HIP（Home Information Packs)が 2006 年 6 月から試行開始されが、2010

年の政権交代に伴い、HIP の廃止が決定された。（ただし、エネルギー性能評価書は存続する） 

英国における住宅取引では、取引にかかる時間が長期にわたり、コストがかかるとともに、

確実性に欠けることが問題視されてきた。この問題は、前述した Chain と呼ばれる住宅取引

の特徴に代表される。 

住宅売買の 60％は Chain の一部になっているとの調査報告もあり、この問題を解決するた

めにも、売り手側、買い手側の情報の非対称性を解消し、一つ一つの取引を確実なものとす

るために導入された仕組みである。HIP 施行（2007.8）から１ヵ月後の政府の発表では、HIP

書類一式（義務書類）にかかる費用は平均￡300～350+VAT 程度となっている。 （1UK￡＝235.6

円（2007 平均）） 
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HIP として準備する資料としては下記ものがある。 

 
義務付けられた書類  

 Home Information Pack Index（コンテンツリスト）  
 Enegy performance Certificate(EPC)（省エネルギー性能証書）：HIP 廃止後も EPC

は存続。DEA(Domestic Energy Assessor)と呼ばれる専門家が作成する。  
 Sale statement（権利関係、登記の状況、引っ越し時の住宅の状況等）  
 Evidence of title（権原証書、地籍図）  
 Standard searches（標準的な調査報告書（上下水道など）  
 Additional Information for leasehold and commonhold sales（供用部に関する情報、

管理費用など、リースホールドに関する情報等）  
必要だが任意とされた書類  

 Home Condition Report(HCR)（住宅検査報告書）  
 Home Use Form（住宅の利用状況に関する情報）  
 Home Contents Form（設備部分や家具、電化製品等の付加情報）  
 Legal summary（HIP の理解を促す説明書・概要書）  
 Other documents（その他、保証関係、地盤・土壌関係、採掘エリアなどの立地条

件情報）  
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＜参考 買主からオファーが入ってから契約内容の合意があるまでの平均期間＞ 

 イギリスでは、取引完結までに要する期間が 12 週間も要しており、国際的に見ても

効率が悪い。特に条件合意までに要する期間が長い。→HIP による情報提供の必要

性 

 
 日本では、76.3 日（約 11 週間）※となっており、概ね米国と英国の中間。 

※資料：既存住宅ストックの流通市場の環境整備に関するモデル取引調査（国土交通省） 

 
 

国 Agree terms Completion Total

アメリカ １ ５～６ ６～７

オーストラリア（NSW州） ２ ６ ８

カナダ（オンタリオ州） １ ４～５ ５～６

デンマーク ２ ４ ６

フランス １～３ ５～１３ ６～１６

香港 ３ ４ ７

オランダ １～３ ３ ４～６

ポルトガル ２～４ ４ ６～８

スウェーデン ２ ２～４ ４～６

資料：The key to easier home buying and selling :Consulation paper(DCLG)

買主からオファーが入ってから契約内容の合意があるまでの平均期間（Agree terms)と、合
意から取引完了までの平均期間（Completion) 【単位：週】
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３３．．ＮＮＡＡＥＥＡＡ及及びびＲＲＩＩＣＣＳＳ訪訪問問    
前記した概要を事前に踏まえ、10月 31日及び 11月 2日に英国の不動産業界団体 NAEA（National  

Association of Estate Agent）、RICS（Royal Institution of Chartered Surveyors）へ訪問

し、英国の不動産取引に関する現状についてのヒアリングを行っている。 

尚、NAEA 及び RICS の概要は下記の通りである。 

<NAEA （National Association of Estate Agent ）> 

NAEA は 1962 年に設立された不動産仲介業の先導的な団体で、その会員は国内、国外における住宅、

商業用不動産、事業譲渡、競売などを網羅的取り扱っている。NAEA は住宅の売買や賃貸、競売、管理

など広範囲に及ぶ教育コースを用意しており、専門家として一定水準を維持する上で大きな役割を担

っている。また。メンバーのエステートエージェントに対して、NAEA Homelink（イギリス国内及び海

外を含めて 600 以上の事務所が登録しているエージェントのネットワークであり、エージェントの紹

介のほか、HP 上で住宅についての物件紹介も行っている）や ICBA（特に商業やビジネスを専門として

エージェントネットワーク）を利用できるようにしている。 

■NAEA ロンドン支部エントランス    ■ロンドン市内 

           

 
<RICS （Royal Institution of Chartered Surveyors） > 

産業革命後における英国の近代化、都市化に大きく貢献した約 50 名のサーベイヤーによって、1868

年 6 月にロンドンに RICS の前身である The Institution of Surveyors が設立され、その後 1881 年 8

月に英国王から Royal Charterd（王立機関）として認められた。それ以降、会員は Charterd Surveyor

と称することになった。その際設立文書では、Surveying は以下のように定義されている。「土地や

土地に付帯する建物、構造物、鉱物資源はもとより、それらがもたらす権利利益などの価値を決定し、

それら資源を運営、開発する技術であり、物的な測定、設計を行う技術であり、かつそれら技術者の

業務を客観的に測定・評価する専門技術のことである。 

■RICS 本部          
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（１）NAEA ヒアリング要旨 

【袖山理事長挨拶の要旨】 
皆さん、はじめまして。不動産流通経営協会、理事長の袖山でございます。本日は、NAEA の幹部の

皆様とお話しできる機会を与えて頂いた事を感謝いたします。 

また、昨年の３月に起こりました東日本大震災の際には、貴国の各方面から援助を頂き、まことに

有難うございました。さて今回は、日本とゆかりの深いイギリスの不動産取引の諸制度を学ぶため、

貴協会を訪問させて頂きました。 

私ども不動産流通経営協会は、不動産流通市場の活性化と不動産取引の適正化・円滑化を目的とし

て、１９７０年に発足いたしました。全国的に事業を展開している大手・中堅の不動産流通会社会員

を中心に、会員数２８６社で構成する協会であります。 
日本の既存住宅の流通戸数は、国の統計によると新築住宅と既存住宅の取引合計の１３％程度とい

われており、イギリスの９０％と比べて大きな差があります。また現在日本においては、少子・高齢

化が世界でも稀にみるスピードで進んでおり、２０１５年には世帯数の伸びはピークアウトし、世帯

の増加に伴う住宅需要自体は減少に向かうと予想されております。 
しかし、日本の需要者がその生涯で住み替えを経験する回数はまだまだ少なく、ライフステージに

応じた住み替えを推進し、潜在的ニーズを掘り起こすことは可能だと思っております。そんな中、政

府もストック重視の考え方から、今後１０年間で既存住宅の取引を倍増させる目標を掲げております。 
そのため当協会でも、例えば売主・買主双方が安心して既存住宅を取引していただくことを目指し

て、耐震診断や建物検査実施の提案、購入見込み客へのリフォーム情報の提供などに積極的に取り組

んでいるところです。 
住宅に関する国民性の違いはあろうかと思いますが、貴国のように国民がごく日常的に自分の住宅

をメンテナンスし、むしろ古い住宅に価値を見い出すという意識が醸成されるためには、どのように

すればよいのかは非常に興味のあるところです。 
私どもは、今回のこの機会がそのための何らかのヒントになればと思っております。 
後になりますが、今後も NAEA の皆様と親しくご交流頂く事をお願いして、私の挨拶とさせて頂

きます。 

■NAEA 訪問（中央：袖山理事長と Mark Hayward 会長） 
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（Ｑ）ロンドン中心とした英国の市場の状況はいかがか？ 
（Ａ） 
【市場動向概要】 

 基本的に、現状においては、約 83％の人が、持家所有（オーナー・オキュパイド）であるが、

この傾向は徐々に変わってきつつあり、どちらかというと賃貸に動いている。12 年においては、

20％以上の人が賃貸のほうに移っている。 

 2008 年の金融危機を受けて、全体としての不動産の取引の数が半分に減ってしまった。従来で

あれば年間約 110 万の取引件数があったが、それが約 55 万件ぐらいに減ってしまった。 

 基本的に、経済危機を受けて、住宅を買う場合において、ファイナンスをするということが非

常に難しくなってきた。経済危機が起こる前は、100％モーゲージで、住宅を買うということ

が可能だったが、今現在はそれができなくなってきた（60～65％）。 

 一次取得者については、20％の頭金がないと、住宅ローンを提供してくれないという状況にな

っている。 

 仮に、イギリスの平均の取引価格が 17 万 5,000 ポンドから 20 万ポンドだとすると、一次取得

者は 20％の頭金を用意しなくてはならないため、４万ポンドの貯金が必要となる。 

 それと同時に、賃貸が増えてきた。また、昔は、一次取得者の平均年齢が 28 歳ぐらいだった、

しかし現在は 37 歳ぐらいになっている。したがって、一次取得が非常に厳しい状況になって

いる。 

 これまで新規供給は 22 万 5,000 戸程度あったが、2007 年の金融危機後にそれが半減して約 10

万戸になった。しかし、需要はまだ根強くあるため、既存住宅をいかにして回すかという部分

に焦点が集まってきている。 

【イギリス人の住宅感・住宅価値観】 

 イギリス人が家をどういうふうに見ているのかだが、家は単なる「うち」ではなく、あくまで

も投資している資産なのだと思っている。例えば年をとってリタイアしなくてはならないとい

うことであれば、持っている不動産を売ることによってキャッシュになるわけで、それを年金

のかわりとして持つ。 

 しかし、その見方がやや変わりつつある。本当に若い人がこれだけの多くの借金を背負ってま

でも買う必要があるのかというふうになってきている。 

 高層マンションというのは、利回りはいいけれども、値上がり率が非常に低い。だから、キャ

ピタルゲインは低くなると思われる。 

 価値観が違うのではないか。古い、由緒あるものに対しては、価値が高い。地震がないから、

例えば５階建てでエレベータがなくても我慢してしまう。ロンドンの不動産というのは、新し

い物件もいろいろ出てきているが、一般的には、100 年ぐらい前に建てられた建物をオーナー

がきれいに改装して住む。そういう物件のほうが、銀行からもお金も借りやすいし、将来、売

却することもできる。マンションよりも、そういう古い家を買ったほうが値段が上がるのかな

と思う。 
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【マーケットセグメント】 
 今現在は、マーケットは３つに分かれるのではないかと思う。一つは、ロンドン市街地、二つ

目はロンドンを中心にした南側の地区、三つめはそれ以外である。 

 まず、センター・ロンドンの特徴は、ここ数年において、UK 以外のからの資金の流入がある。

あくまでもそれは、ロンドンにお金を投資することによって資産を形成しようということでは

なくて、今ある資産をプロテクトする、リザベーションするという目的で、外側から入ってく

るインターナショナルの金の動きが特徴になっている。先ほど言ったように、ロンドンは、供

給サイドが非常にタイトな状況である。けれども、ディマンドは非常に強い部分があるから、

そういう意味で、マーケット自体がやっぱり非常に堅調にいっている。 

 ロンドン以外の場合において、普通の人々の傾向というのは、大体７年から 10 年ぐらいで家

を移り住むという傾向にあったが、こういう状況になってくると、大体 20 年ぐらい住み続け

ると思う。 

 

■袖山理事長と Mark Hayward 会長       ■NAEA 会合 

  

 

（Ｑ）HIP の状況について 

（Ａ） 
【HIP 廃止の理由】 

 HIP は、前の労働党の政権の段階において義務づけられた。それは不動産の取引に時間がかか

るため、これをスピードアップさせるという目的で行われ、ある程度は成功をおさめた。 

 しかし、現政権になり廃止されたが、その理由としては、まず HIP を用意するということは、

売る側にとってこれまでにはない余分な費用がかかるようになったことがある。また、HIP を

用意をするために時間がかかってしまうことがあげられる。 

 HIP は政府が行おうとしたシステムだが、エージェントのほうは、どちらかというと、これを

やることによって、さらにその取引の期間が遅くなるだろうと考えていた。 

【HIP の効果・影響】 

 売主側に組織だって書類等の準備をさせようとしたことは何らか効果があっただろう。また、

HIP のドキュメントの中にエナジー・パフォーマンス・サーティフィケート（EPC）というのが

あり、それは住宅の持つ熱エネルギー的な効率を示すものだが、それを取引時に見せることは



 

 17

いままでなかったことである。EPC をつくるということは、これまでなかったスキルなので、

これは新たな職業を創造した。 

 また、HIP の中ではコンディションレポートをつくらなくてはならないことになっており、サ

ーベイヤーに対して新しい仕事の機会を与えることになった。 

 それから、弁護士にとっても、売買する際に、なるべく早く情報が取れるという点で良い影響

があった。 

 エージェントにとってであるが、従来であれば、取引が完了して初めてフィーをもらう。もし

それが成功に終らなかったということであれば、エージェントはそのフィーをもらえないとい

うことなる。しかしエージェントが HIP を作成し提供すれば、若干なりとも前もってそのフィ

ーを取ることができる。 

【HIP プロバイダー（HIP を提供する事業者）のその後について】 

（Ａ） 
 いまは EPC をつくるだけの作業になっている。今現在は、HIP プロバイダーの仕事はほとんど

なくなっている。 

 

（Ｑ）コンディションレポートについて 
【内容に問題があった場合の責任の所在は】 

（Ａ） 
 終的には、サーベイヤーが、コンディションレポートの内容について責任を持つ。もし、何

か瑕疵があるとか、書かれていることと違うということであれば訴えることができる。ただし、

もちろんサーベイヤーもインシュアランスでおりるという図式である。 

 

（Ｑ）HIP が廃止された後のインスペクション費用の負担者は？ 

（Ａ） 
 HIP では、売主側の負担となっていたが、それがなくなった現在は、買主側の負担に戻ってい

る。 
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＜＜以下、英国賃貸住宅協会会員の London-Tokyo Property Services Ltd.の菊地 邦夫氏（代表）との会

話＞＞英国の経済状況等について幅広いお話があったが、ここでは不動産取引に関わる部分のみを抜粋 

（Ｑ）仲介フィーなど取引に係る費用について教えて欲しい 
（Ａ） 
【仲介フィーについて】 

 仲介費用はマーケット次第なところがある。一般的には売主は２％前後になる。あとは物件次

第なので、その辺は交渉となる。例えば売る場合に、何件かあわせてという場合には若干多く

払うとなど。 

 イクスクルーシブに、特定のエージェントにしか頼まないということであれば、ある程度パー

センテージを安くするなど。売買するときの問題の１つは、１回の取引が非常に高くなってし

まっているということである。 

【取引に係る費用について】 

 例えば、金融機関が担保価値を評価するサーベイを行う場合では、200 ポンド前後で済むが、

標準的なサーベイをするということであれば、物件によっても違うが、スターティングポイン

トが 250 から、通常は 500 ポンドぐらいかかる。 

 ストラクチャーサーベイというしっかりした構造的なサーベイをするということであれば、ス

ターティングポイントは 700 ポンド程度かかる。 

 また税の問題がある。不動産購入により、その価格に応じて何％かの登録免許税のようなもの

がかかる。取引価格が 12 万 5,000 ポンド以下は税金がかからない。ただし、ロンドンで物件

を買う場合に、この 12 万 5,000 ポンドというのは考えられないから、仮に 40 万ポンドぐらい

だということであれば、３％の税金を払わなければならない。それが 100 万ポンドを超えると

５％、それから、200 万ポンドを超えると７％となる。 

 もう１つ大きな費用は、通常、弁護士を通して売買するので、弁護士に対する費用が同じよう

に２％とかかかる。弁護士を通すことは安全ではあるが、非常に高い。それ以外にエネルギー・

パフォーマンス・サーティフィケートも１件について 300 ポンドぐらい取られることになる。 

 

 

（Ｑ）アメリカの場合、いわゆる買い手と売り手にそれぞれエージェントがつく（セラーズエージェン

ト、バイヤーズエージェント）。イギリスの場合は、いわゆる買うほうのエージェントというの

はいるのか？ 

（Ａ） 

 イギリスの場合は、１つのエージェントが両方を担当するが、代表するのは売り手側となる。

アメリカにように両側にエージェントがつくと、結局両方とも手数料を取られるという状況に

なるので、それはやりたくないということなので、大体１つのエージェントで決まる。 

 エージェントで決めることは価格を幾らにするかということだけなので、そういう意味では、

特に買い手を代表したエージェントをつける必要は全くない。 

 ただし、取引を行うためには、ほとんどの人が弁護士を使うので、弁護士はもちろん売り手と

買い手と別々にいて、それぞれについてネゴシエーションするということになる。このネゴシ

エーションは非常に長くかかる。また、いろいろな調査をしなくてはならないので、結局、完
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了するまでに２カ月、下手すると３カ月ぐらいかかる。２カ月かけても、モーゲージがおりな

いとか、住宅ローンがおりない、それで取引が成立しないケースもあり、本当にそういう意味

では、下駄を履くまでわからないという部分がある。 

 

（Ｑ）イギリスの取引の場合、必ずチェーン化現象があるので、取引が長引くと聞いているが。 

（Ａ） 

 確かにチェーン化現象というのはあり、 後の 後にならないとよくわからないという部分が

ある。売れない場合にどうするかだが、まず、いろいろな理由をつけて取引を延ばすと。延ば

すほう、延ばされるほうにしても、やっぱり３カ月以上待つということはしたくないので、そ

の場合はあきらめる。次に乗りかえるということになる。 

 あるいは、ディベロッパーの物件を買うという場合には、ディベロッパーが現在の住まいを買

い取ってくれる。あるいは、どうしてもその売買を成功したいということであれば、金利的に

は非常に高くつくがブリッジローンというのがある。 

 そういう意味では、本当に不動産を買うときには、いろいろな意味でいらいらはする。その辺

はやはり日本とは全然違う。 
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（２）RICS ヒアリング要旨 

【袖山理事長挨拶の要旨】 

皆さん、はじめまして。不動産流通経営協会、理事長の袖山でございます。本日は、RICS の幹部の

皆様とお話しできる機会を与えて頂いた事を感謝いたします。また、昨年の３月に起こりました東日

本大震災の際には、貴国の各方面から援助を頂き、まことに有難うございました。 

さて今回は、日本とゆかりの深いイギリスの不動産取引の諸制度を学ぶため、こちらを訪問させて

頂きました。私ども不動産流通経営協会は、不動産流通市場の活性化と不動産取引の適正化・円滑化

を目的として、１９７０年に発足いたしました。全国的に事業を展開している大手・中堅の不動産流

通会社会員を中心に、会員数２８６社で構成する協会であります。 

日本の既存住宅の流通戸数は、国の統計によると新築住宅と既存住宅の取引合計の１３％程度とい

われており、イギリスの９０％と比べて大きな差があります。 

また現在日本においては、少子・高齢化が世界でも稀にみるスピードで進んでおり、２０１５年に

は世帯数の伸びはピークアウトし、世帯の増加に伴う住宅需要自体は減少に向かうと予想されており

ます。しかし、日本の需要者がその生涯で住み替えを経験する回数はまだまだ少なく、ライフステー

ジに応じた住み替えを推進し、潜在的ニーズを掘り起こすことは可能だと思っております。 

そんな中、政府もストック重視の考え方から、今後１０年間で既存住宅の取引を倍増させる目標を

掲げております。そのため当協会でも、例えば売主・買主双方が安心して既存住宅を取引していただ

くことを目指して、耐震診断や建物検査実施の提案、購入見込み客へのリフォーム情報の提供などに

積極的に取り組んでいるところです。 

住宅に関する国民性の違いはあろうかと思いますが、貴国のように国民がごく日常的に自分の住宅

をメンテナンスし、むしろ古い住宅に価値を見い出すという意識が醸成されるためには、どのように

すればよいのかは非常に興味のあるところです。資産に関わる様々な分野を対象とする専門家集団で

ある RICS の活動が、そこに大きな影響を与えているのは間違いないと思っています。 

今回のこの機会が、日本の既存住宅流通量増加のための何らかのヒントになるものと思っておりま

す。 後になりますが、今後 RICS の皆様と今以上親しくご交流させて頂く事をお願いして、私の挨拶

といたします。 

■RICS 本部集合写真 
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【RICS 側の説明】 

今回、お迎えできたということに対して、非常にうれしく思っております。このあとに、私も４月

に東京で会議があるということで、東京にお邪魔させていただくことになっております。今現在、Ｒ

ＩＣＳのメンバーは、世界で 18 万人です。その中で一番新しいオフィスが、東京にありまして、８月

にオープンをいたしましたばかりです。 

我々は、現在において、世界で 27 のオフィスを持っており、その中の１つが東京にございます。

我々の協会は、もともとはいわゆるイギリスの産業を代表するものであったわけですけれども、2020

年においては、多分メンバーの半分がイギリス以外の国であると思われます。 

日本からの代表をお迎えしたのは、今回で皆さん方が２回目で、以前に、日本からの代表者もお迎

えすることができました。６月になりますが、我々は日本のある協会とパートナーシップをとる予定

があり、それをベースに、日本サイドで私どもの資格を使うことができるようになります。これによ

って、いわゆる世界で通用する資格である、あるいはパスポートであるというふうな認識を持ってい

ただくようになると思います。 

今度、香港に参りますけれども、ジャパン・アソシエーションの方々と覚書を締結するという予定

になっております。今後、我々は共同して、不動産関係で働く人のボイス（声）となって、働きかけ

をしていくことが、より強力にできるようになってくるわけです。これは、必ずしも日本とは限らず、

世界に対してこういう声を代表として発していくということができるのであろうと思います。 

■袖山理事長と Alan Collett 会長 ■RICS 会合 

  

 

【袖山理事長の挨拶に対しての RICS 側のコメント】 

我々イギリスも、同じように高齢化というものが進んでいるということと、少子ということではバ

ースレートが２を割っており、そういう意味で同じような問題を抱えている。 

しかしながら、ＥＵの枠内ということで、自由に労働力が動くということがあり、ここに対する不

動産の需要というのはかなり強いものがある。 

ただし、とりわけ移民の人たちは、すぐさま住宅を買うという状況にはなく、賃貸に対する需要が

非常に伸びている。ここ 10 年、20 年において、実際に賃貸の需要は２倍以上になっている。 

我々の非常に大きな問題の１つというのは、住宅のストック自体が非常に古い、古い住宅が多く、
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エネルギーの効率が非常に悪い。エネルギーに対するコストであるとか、ＣＯ2 の排出に関しては、

非常に大変な状況にあるというふうに考えている。目標としては、2016 年にＣＯ2 の排出量のゼロで

あり、これは新しくできた住宅の供給に占める割合というのは１％に過ぎない。 

今、我々は、政府に対して働きかけをしておりその１つというのは、家を売買する際のコストの削

減である。この売買に対するコストが高いということが１つの理由になって、今現在、取引は５年前

に比べて 40％ぐらいにしかならない。取引全体が縮小しているという状況がある。これをやっぱり是

正していかなくてはならない。 

 

＜＜ＲＩＣＳのサーベイヤーによる建物検査実地調査視察時の質疑応答＞＞ 

（Ｑ）サーベイヤーの具体的な業務内容は？ 
（Ａ）クライアントは、銀行、あるいは物件の購入者となる。 

基本的に、不動産の評価をする、鑑定をする場合には、ＲＩＣＳが「レッドブック」というマニュ

アルを持っており、マニュアルに従ってこれを行う。 

この「レッドブック」は、特に住宅とは限らず、コマーシャルビルディングであるとか、ホテルで

あるとか、開発のときも、同じものを使って、同じ基準で、判断をしていく。基本的には、マーケッ

トバリューをベースにして、そのバリエーションをするということなるが、それは、マーケットに出

して、ちゃんと売れる価格、あるいは売ってもいい、あるいは買ってもいいという価格をもとに設定

している。 

 
まず、物件に関して様々な情報を持つ必要がある。それからロケーションについて調べる。同時に、

不動産のコンディションについての調査をする。通常、ロンドンの中心の物件に関していうと、やっ

ぱりコンディションの悪いものが多い。それから、住宅のスペックがどうであるかというスペシフィ

ケーション（明細・仕様）を見る。それから、フロアーは何階にあるのかを見る。傾向として、割と

高ければ高いほど、基本的にはそのバリューは上がると考えている。 
クライアントによっては、物件を訪れない可能性もあるので、そういう場合には、プロパティに関

するすべての情報をまとめて、クライアントに対してレポートする。それから、写真を撮ったり、そ

の中で、重大な瑕疵があるとすれば、我々はそれについてレポートをする。 
それから、更に、いろいろなチェック、調査をする。例えば、プランニング、いわゆる都市計画の

許可関係の認可の状況はどうなったか、それを歴史的に見る。産業用であるとか商業用に使われた施

設を今度は住宅用に使うということであれば、その敷地は汚染がないのかどうか。汚染があるという

ことであれば、その汚染を除去してあるのかどうかを調べる。 
基本的に、価値を探ることにおいては、これはやっぱり比較する、相当するような物件があるのか

どうか比較をしながらバリューを見る。基本的に、その比較をすることによって、大体の目安の価値

というのが出ることから、今度はそれをもとにして、いろいろなスペシフィケーション（明細・仕様）

であるとか、あるいは状況とか、さまざまな条件を加味しながら調節を加えていく。我々がその価値

をはかる場合には、スクェアフィート当たり幾らかというような単位の目安で書いている。そうする

ことによって、ほかの物件との比較が容易にできるというふうになっている。 
レポートは、 終的に、バリュエーションする人が価値を決めていくことになり、それに際しては、

まず比較できる対象の物件がどうであるということをレポートの中に入れる。そのあと、バリュヤー
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がどういう形で分析をして、調整をかけて、そのバリュヤーが提案した価値を算出したかということ

も透明性を持って書くことになる。 
同時に、バリュエーションレポートの中においては、マーケットの状況がどうであるかということ

も含めて示す。例えばマーケットが上っているのか、下がっているのか、どういう人が買っているの

か、買っていないのか、あるいは、見通しはどうなのかということを全部レポートにする。 
それと同時に、その物件が持っている強さの部分と弱さ、弱点の部分と、そうじゃない部分を一緒

にあわせてやる。例えば、強い部分であれば、ロケーションがいいとか、スペックが非常にいいとか、

あるいは、非常に大きな道路に面している、あるいはエアポート（空港）が近くにある、そういうも

のは弱点としてとらえることであれば、弱点として書く。 
 
（Ｑ）評価額というのは、建物の価値だけなのでしょうか。それとも、借地権価格みたいなものも含ま

れているのでしょうか。 

（Ａ）リースホールドで売ります。 

（Ｑ）借地権付き建物ですかね。そのうちの割合みたいなのはどういう、建物と借地権価格の割合みた

いなのは、一般的にどのぐらいですか。 

（Ａ）基本的に、イギリスの場合は、建物が幾ら、権利が幾らという考えではなくて、リースホールド

として 125 年間の契約であれば、それで幾ら。あるいは、フリーホールドで、この物件がついて、

建物がついて、これは幾らとやれますので。特に、建物が幾ら、権利が幾らというのはやらない。 
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４４．．レレッッチチワワーースス視視察察  

（１）レッチワースの概要 

１８世紀に発明された紡織機により産業革命がもたらされ、それまで農業に従事していた

者の多くが、ロンドンやマンチェスター、バーミンガムなどの都市へ労働者として集中した。

その結果、都市は肥大化、過密化し、環境面（特に衛生面）が劣悪な状況になり、肺結核や

コレラなどの伝染病も流行した。  

そのような中、エベネザー・ハワード(Ebnezer Howard 1850-1928)は、1898 年 10 月に「明

日：真の改革への平和なる道」と題して自費出版し、田園都市構想を提唱した。しかし、こ

の出版物は評価されることはなかった。その後、1902 年に全 13 章から構成される「明日の田

園都市」を発表することになる。 

 
【ハワードの主張】 

人間が住むところは二者択一（都市か田園か）ではなく、両者の利点を兼ね備えた（都市

的生活と田園地域が組み合わされ結合された）「田園都市」であると主張した。  
 

【田園都市構想の具現化】 

ハワード（及び同志）は基金集めを行い 1903 年に第一田園都市会社を設立し、レッチワー

スを適地として土地を購入。第一田園都市会社は土地を所有し、地代収入を基礎として経営

に当てる。  

 当初の面積は約 1500ha（後に約 1800ha に拡大）。  

 計画人口は 32000 人  

※ただし、第二次世界大戦後の法改正により借地人が土地を購入できるようになったため、現在の

レッチワースも個人所有の土地が多くなっている。  

 
設計はハリー・パーカーとレイモンド・アンウィンの 2人の建築家が担当（コンペによる）  

後に創設されるレッチワース財団では、レッチワースのデザイン指針を細かく定め（建築

材料、屋根やタイル形態、材質、煙突の様式、ドアや窓枠の形、色調、フェンス、垣、樹形

等）、如何なる場合でもプラスチック製品を使用することが厳禁とされている。  

日本にも大きな影響を与えており、渋沢栄一、渋沢秀雄父子らによる田園調布の開発が有

名である。大阪千里山で 1922（大正 11）年に分譲が始まった千里山住宅地は、噴水を囲むロ

ータリーから放射状に道路が広がる洋風の造りなど、レッチワースをモデルに開発された。

現在、千里山駅前のメインストリートは「レッチワースロード」と名付けられている。  
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＜レッチワース周辺地図＞ 
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■レッチワースイメージ図 
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（２）レッチワースの概要 

 
■レッチワースの駅前                ■風景 

   

 

 

■レッチワースの案内所（ミュージアム）       ■ミュージアムの中での物件説明 

   

 

（Ｑ）住民はどちらで働いているのか。 
（Ａ）大体、住民の半分ぐらいは、ロンドンで仕事を持っているのではなかろうか。あとの半分は地域

の、例えばケンブリッジであるとか、地方都市のほうで職を持っているのではなかろうかと思う。

レッチワースは、ロンドンからそんなに離れていないので、通勤ができる範囲ではある。創始者

のハワードは、実はロンドンから通勤をしていた。ここからさらに南のほうにウェリン・ガーデ

ン・シティというのがあり、似たようなスキームでやっているわが、そちらも基本的にはロンド

ンに通勤することが可能である。 
（Ａ）レッチワースに住むということは、保存の対象になっているということであり、改築したい、あ

るいは外側のガーデンを駐車場にしたいとか、あるいは、エクステンション（拡張補繕）をした

いということであれば、基本的には、管理をしている財団の同意を得る必要がある。 
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■レッチワースの街並み１ 

 

（Ｑ）売りたいという看板がありますね。 

（Ａ）この辺だと、大きな住宅の価格が 45 万ポンドから 50 万ポンドぐらいである。この通りは、シラ

カバの木がずっと植わっている。今色づいて非常にきれいな感じになっているが、この辺の住宅

は、1930 年代に建てられた。 

（Ｑ）駐車場問題は？ 

（Ａ） やっぱりこの街も、パーキングの問題というのがあるので、この辺にとめてある車の持ち主は、

多分ロンドンあたりに通勤している人ではなかろうかと思う。この左側のうちの奥は、全部公園

というか、共有地になっているので、これらの人々は簡単にアクセスをすることができると。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 29

■レッチワースの街並み２ 
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■レッチワースの街並み３ 

 
 

■カーテンフラッグ           

    

                   ■創設者ハワード氏の人形 
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５５．．モモナナココ・・ニニーーススのの視視察察  

（１）モナコ・ニースの概要 

＜モナコ公国＞ 

通称モナコと呼ばれており、西ヨーロッパの立憲君主制国家である。首都はモナコ市であ

り、そのまま全領土となる。世界で 2 番目に小さい国家となり、国連加盟国の中では世界

小である。フランスの地中海沿岸地方コート・ダジュールのイタリアとの国境近くに位置す

る。カジノや F1 モナコグランプリ、WRC・ラリー・モンテカルロが開催されることで知られ

る。 

●面積 

 2.02 平方キロメートル（バチカンに次いで世界第 2の小国） 

●人口 

 36,371 人（2011 年、モナコ財務経済省） 

●首都 

 モナコ市 

●言語 

 フランス語（公用語） 

●宗教 

 カトリック（国教） 

 

＜ニース＞ 

ニース（Nice）は、フランスの南東部に位置する都市で、アルプ＝マリティーム県の県庁

所在地である。プロバンス語（ニサール語）ではニッサ（Niça、Nissa）、イタリア語ではニ

ッツァ（Nizza）という。 

地中海・コート・ダジュールに面する、世界的に有名な保養地・観光都市である。 

ニースには紀元前 5 世紀頃ギリシャ人によって建設され、紀元前 2 世紀頃よりケルト系の

住民が定住した。古代には交易植民都市ニカイアとして知られていた。前 154 年ローマ人に

占領され、その後支配者が何度もかわり、多くの戦争に苦しめられた。中世にはプロヴァン

ス公爵領に属したニースであるが、プロヴァンス公爵領がフランス王領に帰属したのち、近

世にはサヴォイアやスペインに帰属したこともあった。 

1804 年、ニースの住民は住民投票によってフランス帝国への帰属を決定したが、1815 年パ

リ条約によりニースはサヴォイア公国に割譲された。サルデーニャ王国はイタリア王国の成

立をフランスに承認してもらうため、1860 年再びニースはフランスに割譲された。ニース出

身の武人でイタリア統一戦争で活躍したジュゼッペ・ガリバルディは激怒した。その後もイ

タリアによるリソルジメント・失地回復の目標にされたが、フランス領のまま現在に到る。 

資料：wikipedia、外務省資料 
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（２）ニース視察の状況 

 

■ニース港にて 
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■丘陵の住宅地 
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■エズ駅                   ■ニース市街 

   
 
 
 
■市街地にある不動産仲介店         ■高級住宅街 
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■ニース視察物件（サンジャンキャップフェラ） 

当物件は売りには出ておらず賃貸に出ており、月額家賃が 3,800 万円。築 4年でこの界隈では非常に新

しい物件。 

（Ｑ）仲介手数料はどの程度になるのか。 

（Ａ）冬場は３日間お祭のためにという貸し方もするが、夏場は 低３週間から貸し出す。通常のケー

スでは年間の借料の 10％というのがこのあたりの相場だが、夏場３週間のような短期の貸出のと

きには、手数料は 20％としている。 

（Ｑ）売買したときには、手数料というのはどういうふうに？ 

（Ａ）エージェントによっては８％というところもあるが、フランスの場合は概ね７％。手数料は賃貸

の場合は買い手側、売買の場合は売り手側が支払う。売り手の手数料については特に決まりはな

く、エージェント次第となっている。 

（Ｑ）この物件をエクスクルーシブで受けているのか。それとも、一般に、いろいろな人がお客さんを

つけるようにやっているのか。 

（Ａ）ここのレンタルには３社が関わっている。 

 

■地域名目板                 ■物件視察 

  

 
■テラスからの眺め             ■エントランス 
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■エントランス               ■メインリビングルーム 

  
 
 
■リビングからの眺望            ■サードリビング 

  

 
 
■屋外プール                 ■屋外テラス 
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■屋内プール                ■セカンドリビングルーム 

  
 
 
■ダイニングルーム            ■バスルーム 
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（３）モナコ近郊の視察状況 

■モナコ近郊視察物件（ボーリュウキャップデイル） 
日本円に換算して 12 億円の物件。敷地面積 1,200 ㎡、居住面積が 600 ㎡。 

（Ｑ）価格に対するネゴシエーションは、一般的にどのぐらい効くのか？ 

（Ａ）買うほうは、当然いつも値切ってくる。やはり相場というのがあるので、相場からあまり上の金

額を要求する売り主だったら、そのときはやっぱり自分からも、そう少し相場を見て下げるよう

アドバイスをする。 

ここの物件は、去年は 16 億と言っていたのだけれども、売れないので、今年は 12 億で出してい

る。恐らく、様子からすると、10 億ぐらいまでは落ちるのではないか。 

 
■屋外プール                 ■屋外テラス 

  
 
■前庭からの建物全景             ■リビングルーム 
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■エントランス                  ■キッチン 

    
 
■モナコ港                 ■モナコ旧市街地 

  
 
■市街地路地裏            ■モナコ城 

     


