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〔宅建試験の概要〕 正式名称：「宅地建物取引士資格試験」 

１．本試験の期日・試験形式（例年） 

① 本試験日 …… 10月第３日曜日（2020年度は 10月 18日の予定） 

② ４肢択一式（マークシート），50問。試験時間２時間（13：00～15：00） 

③ 登録講習修了者(注)は５問免除 …… 45問試験（１時間 50分，13：10～15：00） 

 (注) 宅建業に従事している者で，国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習 

の課程を修了した者のこと 

④ 合格発表 …… 12月第１水曜日または 11月第４水曜日（2020年度は 12月２日の予定） 

※ 年齢，性別，学歴，国籍等の制約はない。原則として，住所地の都道府県での受験となる。 

※ 令和元年度の最高齢合格者 89歳男性  最年少合格者 14歳男性 

 

２．科目別出題数と合格基準点 

科 目（問番号） 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 

権利関係 

（問 1～14） 
14問 14問 14問 14問 14問 14問 14問 14問 14問 14問 

法令上の制限 

（問 15～22） 
８問 ８問 ８問 ８問 ８問 ８問 ８問 ８問 ８問 ８問 

税法・価格の評定 

（問 23～25) 
３問 ３問 ３問 ３問 ３問 ３問 ３問 ３問 ３問 ３問 

宅地建物取引業法 

（問 26～45） 
20問 20問 20問 20問 20問 20問 20問 20問 20問 20問 

５問免除科目 

（問 46～50） 
５問 ５問 ５問 ５問 ５問 ５問 ５問 ５問 ５問 ５問 

合 計 出 題 数 50問 50問 50問 50問 50問 50問 50問 50問 50問 50問 

合 格 基 準 点 36点 36点 33点 33点 32点 31点 35点 35点 37点 35点 

※ 平成 27年度に，「宅地建物取引主任者資格試験」から『宅地建物取引士資格試験』に変更。 

 

３．申込者数・受験者数・合格者数と合格率 

人数・％ 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 

申込者数（人） 
22万 

8,214 

23万

1,596 

23万

6,350 

23万

4,586 

23万

8,343 

24万

3,199 

24万

5,742 

25万

8,511 

26万

5,444 

27万 

6,019 

前年度比（％） ▲5.7％ 1.5％ 2.1％ ▲0.7％ 1.6％ 2.0％ 1.0％ 5.2％ 2.7％ 4.0％ 

受験者数（人） 
18万 

6,542 

18万

8,572 

19万

1,169 

18万

6,304 

19万

2,029 

19万

4,926 

19万

8,463 

20万

9,354 

21万

3,993 

22万

797 

前年度比（％） ▲4.6％ 1.1％ 1.4％ ▲2.5％ 3.1％ 1.5％ 1.8％ 5.5％ 2.2％ 3.2％ 

合格者数（人） 28,311 30,391 32,000 28,470 33,670 30,028 30,589 32,644 33,360 37,481 

前年度比（％） ▲19.0％ 7.3％ 5.3％ ▲11.0％ 18.3％ ▲10.8％ 1.9％ 6.7％ 2.2％ 12.4％ 

合 格 率（％） 15.2 16.1 16.7 15.3 17.5 15.4 15.4 15.6 15.6 17.0 
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〇民法の改正について 

① 債権に関する大改正 

「民法の一部を改正する法律」（2017年５月 26日成立，６月２日公布）が，一部の規定を除き，

2020（令和２）年４月１日に施行されます。成立から３年近くの周知期間を経て，ようやく施行

されることになりました。 

これは，「民法の『債権』分野に関する全面的な改正」です。民法の債権関係の規定（契約等）

については，120年以上も前の明治 29年（1896年）に制定されて以来，全面的な改正はされてい

ませんでした。ですから，今回は“民法制定以来の大改正”だといってもよいでしょう。当然，

宅建試験にも大きな影響があります。 

 

② 相続に関する改正 

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」（2018年７月６日成立，７月 13日公布）に

ついても，一部の規定※を除き，2019年（令和元年）７月１日から施行されています。こちらは，

「民法の『相続』分野に関する改正」です。この分野についても，昭和 55年以来（約 40年ぶり）

の大きな改正です。併せて，「特別養子」に関する改正（2019 年６月７日成立，７月 14 日公布）

もなされています。こちらも，2020年４月１日施行です。 

※ 自筆証書遺言の方式の緩和に関する規定は，2019年１月 13日に施行されています（既に昨

年度から宅建試験の出題範囲）。これに対して，配偶者居住権等に関する規定は，2020年４

月１日の施行です。 

 

宅建試験は，例年，その年の「４月１日現在施行されている規定」に基づいて出題されていま

す。したがって，令和２年度（2020年度）の宅建試験では，これら民法の改正に関する規定も出

題範囲となります！ 

 

※ なお，成年者となる年齢を 20歳から 18歳に引き下げ，婚姻年齢を男女ともに 18歳に統一す

る「未成年者」に関する改正（2018年６月 13日成立，６月 20日公布）」も，既に公布されて

いますので，報道などでその概略をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。しかし，こ

ちらは，2022年（令和４年）４月１日の施行ですから，今年度の宅建試験の出題範囲ではあ

りませんので，注意してください。 
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今回の民法改正には，大きく分けて２つのグループがあることを知っておくとよいでしょう。

つまり， 

①『実質的に内容（ルール自体）を変更する改正』 

②『現在の判例や学説，取引の実務など確立したルールを条文上で明文化したもの』 

の２つです。 

※ もっとも，このどちらに属するかという区別は，その程度や立場によって考え方が異なるこ

とがあり得る“相対的な”ものです。 

 

両者のうち①と②のどちらにあたるかによって，宅建試験対策でも，大きく対応を変えなけれ

ばなりません。 

つまり，①が本来の意味での“改正”ですので，新しく学習をしなければなりません。特に，既

に民法を学習した経験がある方は，従来の理解や知識を新しいものと取り換えてリフレッシュす

る必要がありますので，どこがどう変わったかという変更点を強く意識しなければなりません。

この点，今年初めて宅建試験の学習を始める人であれば，このような悩みはあまりないと思われ

ますので，むしろ既修者の方が少々苦労するかもしれない部分です。 

これに対して，②の場合であれば，今回の改正で明文化して民法に取り込まれるくらいの重要

な判例や解釈等であれば，その大半は既に学習していた内容であることがほとんどでしょう。少

なくともそのルールの基本は変わっていませんので，学習を一からやり直すという必要はありま

せん（ただ，細かな点で変更が生じている可能性はありますので，その点は注意が必要です）。し

たがって，既に学習した内容であり，明文化されたことでより出題可能性が高まっていることを

考えれば，こちらは既修者の方にむしろアドバンテージがあります。 

 

ただ単に「民法の大改正」ときくと，①のイメージを持つ人が多いかもしれませんが，実は，

今回の改正のかなりの部分を②のグループが占めています。①と②では，対策のやり方がまった

く異なりますので，注意をしましょう。 
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〔宅建試験対策として，特に重要な改正点〕 

 今回の民法大改正は，その変更があった個所が約 200項目に及ぶ膨大なものですが，その

うち，宅建試験の過去問の正誤や表現が大きく変わるものを中心に，試験対策上重要なもの

を厳選して，以下で紹介します。 

 

（１）意思表示 

〇心裡留保 

 従来は，第三者を保護する明文の規定はありませんでした。ただ，解釈によって心裡留保の無

効を「善意の第三者には対抗することができない」と解されてきました。 

 そこで，心裡留保による「意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない」旨の

規定が新たに設けられました（93条２項）。 

改正前 改正後 

（新設） 善意の第三者に対抗することができない 

 

〇詐欺 

 従来は，「詐欺による意思表示の取消しは，善意の第三者に対抗することができない」と規定

されていました。 

 これが，改正により「詐欺による意思表示の取消しは，善意でかつ過失がない第三者に対抗す

ることができない」となりました。 

 また，第三者の詐欺については，従来は「相手方がその事実を知っていたときに限り，その意

思表示を取り消すことができる」とされていましたが，「相手方がその事実を知り、又は知るこ

とができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる」 

改正前 改正後 

善意の第三者に対抗できない 善意・無過失の第三者に対抗できない 

第三者の詐欺：取消しができる場合 

相手方が悪意のときに限り， 

第三者の詐欺：取消しができる場合 

相手方が悪意・有過失のときに限り， 
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〇錯誤 

 錯誤は，意思表示の分野では最も大きな改正があるところです。 

まず，１）従来は，錯誤の意思表示は「無効」とされてきましたが，改正により「取消し」と

なりました。 

※ これに伴い，取消しをすることができる者は，錯誤の意思表示をした者（代理人，承継

人）に限定され，期間も５年等（追認できる時から５年，行為の時から 20年）に制限さ

れることになります。 

また，２）法律行為の「要素の錯誤」が，「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして

重要なものであるとき」という表現になりました。 

そして，３）言い間違いなどの一般的な「表示行為の錯誤」について「①意思表示に対応する

意思を欠く錯誤」，いわゆる動機の錯誤について「②表意者が法律行為の基礎とした事情につい

てのその認識が真実に反する錯誤」という定義がなされました。そして，②については，従来判

例で認められていたように，意思表示の取消しは，「その事情が法律行為の基礎とされているこ

とが表示されていたときに限り、することができる」旨が明記されました。 

それから，４）従来，「表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張

することができない」とされていたものが，「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場

合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができな

い。」とした上で，「①相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らな

かったとき。②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。」という２つの例外となる場合

が，明記されました。 

そして，５）従来は，第三者を保護する規定がなかったところ，「意思表示の取消しは、善意

でかつ過失がない第三者に対抗することができない」という規定が新たに設けられました。 

改正前 改正後 

無効 取消し 

要素の錯誤 目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの 

（新設） 

①意思表示に対応する意思を欠く錯誤 

②表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認

識が真実に反する錯誤 

（新設） 

〔重過失がある場合でも取消しを主張できる例外〕 

①相手方が表意者に錯誤があることを知り，又は重大な

過失によって知らなかったとき 

②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき 

（新設） 善意・無過失の第三者に対抗できない 

 

 

 

 

 



2020年宅建セミナー（民法大改正等） 特別レジュメ 

- 6 - 

【関連する過去問】 

①〔令和元年度問２選択肢３〕 

改正前 改正後 

（ＡがＢに甲土地を売却し、Ｂが所有権移転登

記を備えた場合） 

３ Ａの売却の意思表示に要素の錯誤がある

場合、Ａに重大な過失がなければ、Ａは、Ｂ

から甲土地を買い受けたＣに対して、錯誤に

よる当該意思表示の無効を主張して、甲土地

の返還を請求することができる。 

⇒ 正しい。 

（ＡがＢに甲土地を売却し、Ｂが所有権移転登

記を備えた場合） 

３ Ａの売却の意思表示に錯誤があり、その錯

誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念

に照らして重要なものである場合、その錯誤

がＡの重大な過失によるものでなければ、Ａ

は、ＢからＡの錯誤について悪意で甲土地を

買い受けたＣに対して、錯誤による当該意思

表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請

求することができる。 

⇒ 正しい。 

 

②〔平成 23年度問１選択肢１〕 

改正前 改正後 

（Ａ所有の甲土地につき、ＡとＢとの間で売買

契約が締結された場合） 

１ Ｂは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手

に思い込んで売買契約を締結したところ、実

際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理

由に本件売買契約を取り消すことができる。 

⇒ 誤り。 

（Ａ所有の甲土地につき、ＡとＢとの間で売買

契約が締結された場合） 

１ Ｂは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手

に思い込んで売買契約を締結したところ、実

際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理

由に本件売買契約の無効を主張することが

できる。 

⇒ 誤り。 
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（２）時効 

〇時効の援用権者 

 時効の援用権者の「当事者」に，保証人、物上保証人、第三取得者などの『正当な利益を有す

る者』を含む旨が明記されるようになりました。これは，従来の判例などの見解を明文に取り込

んだものです。 

改正前 改正後 

（新設） 

当事者（消滅時効にあっては、保証人、物上保

証人、第三取得者その他権利の消滅について正

当な利益を有する者を含む。） 

 

〇時効の完成猶予・更新 

 従来，時効の『中断』（および停止）といわれてきたものについて，概念を整理し，新たに「時

効の完成猶予（＝所定の事由が終了等するまでの間は，時効が完成しない）」と「時効の更新（＝

所定の事由が終了等した時から新たに進行を始める）」という用語で規定が変更されています。 

 単なる言葉の置き換えだけでなく，概念自体が変わっていますので，注意が必要です。 

改正前 改正後 

事由 効果 事由 効果 

・裁判上の請求等 

・差押え，仮差押え・

仮処分等 

〇中断 

※催告は，６ヶ月以内  

に裁判上の請求等しな

ければ，さかのぼって中

断の効力を生じない。 

・裁判上の請求等 
〇完成猶予＆更新 

・強制執行等 

・仮差押え等 

〇完成猶予 
・催告 ・催告 

（新設） 
・協議を行う旨の

合意 

・承認 ・承認 〇更新 

・天災等 〇停止 ・天災等 〇完成猶予 

 

【関連する過去問】 

〔令和元年度問９〕 

改正前 改正後 

ＡがＢに対して金銭の支払を求めて訴えを

提起した場合の時効の中断に関する次の記述

のうち、民法の規定及び判例によれば、誤って

いるものはどれか。 

１ 訴えの提起後に当該訴えが取り下げられ

た場合には、特段の事情がない限り、時効

中断の効力は生じない。 

ＡがＢに対して金銭の支払を求めて訴えを

提起した場合の時効の更新に関する次の記述

のうち、民法の規定及び判例によれば、誤って

いるものはどれか。 

１ 訴えの提起後に当該訴えが取り下げられ

た場合には、特段の事情がない限り、時効

の更新の効力は生じない。 
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２ 訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が

確定した場合には、時効中断の効力は生じ

ない。 

３ 訴えの提起後に請求棄却の判決が確定し

た場合には、時効中断の効力は生じない。 

４ 訴えの提起後に裁判上の和解が成立した

場合には、時効中断の効力は生じない。 

 

⇒正解４ 

２ 訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が

確定した場合には、時効の更新の効力は生

じない。 

３ 訴えの提起後に請求棄却の判決が確定し

た場合には、時効の更新の効力は生じな

い。 

４ 訴えの提起後に裁判上の和解が成立した

場合には、時効の更新の効力は生じない。 

⇒正解４ 

 

〇債権等の消滅時効 

 職業別のいわゆる短期消滅時効については，複雑で分かり難く，区別の合理性に乏しいという

ことから廃止されました。 

改正前 改正後 

旅館、料理店、飲食店の宿泊料、飲食料など 

⇒１年 
削 除 

弁護士の報酬など ⇒２年 

医者，薬剤師などの診療報酬など ⇒３年 

 

 そして，原則的な規定である「債権」については，「権利を行使することができる時から 10 年

間」に加えて，「債権者が権利を行使することができることを知った時から５年間」という規定が

追加され，統一化されました。 

 また，人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については，特に厚く保護するために，

「権利を行使することができる時から 20年間」となりました。 

改正前 改正後 

債権 

⇒権利を行使することができる時から 10年 

債権 

①債権者が権利を行使することができること

を知った時から５年 

②権利を行使することができる時から 10年 

（人の生命・身体の侵害については 20年） 

※ 債権又は所有権以外の財産権については，「権利を行使することができる時から 20年」とい

う点は，実質的には変更はありません。 

 

 結果として「消滅時効の起算時と期間」については，以下のようになります。 

権利の種類 起算時 期間 

債権（原則） 

権利を行使することができることを知った時から ５年 

権利を行使することができる時から 10年 

（⇒人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権） 20年 
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債権及び所有権以外の財産権 

（例：地上権，地役権など） 
権利を行使することができる時から 20年 

※ 定期金債権⇒各債権を行使できることを知った時から 10年，行使できる時から 20年 

※ 裁判で確定した権利は，判決確定の日から一律 10年 

 

 

（３）法定利率 

 法定利率については，「年５分」から「年３パーセント」となりました。 

しかも，３年を１期とした変動制となります。 

改正前 改正後 

年５分 
年３％ 

→３年を１期とした変動制 

 

【関連する過去問】 

〔平成 24年度問８選択肢２〕 

改正前 改正後 

２ ＡＢ間の利息付金銭消費貸借契約におい

て、利率に関する定めがない場合、借主Ｂが

債務不履行に陥ったことによりＡがＢに対

して請求することができる遅延損害金は、年

５分の利率により算出する。 

⇒ 正しい。 

２ ＡＢ間の利息付金銭消費貸借契約におい

て、利率に関する定めがない場合、借主Ｂが

令和２年４月１日に債務不履行に陥ったこ

とによりＡがＢに対して請求することがで

きる遅延損害金は、年３％の利率により算出

する。 

⇒ 正しい。 
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（４）連帯債務・連帯保証 

〇連帯債務 

 連帯債務については，「絶対的効力（＝連帯債務者の一人について生じた事由が，他の連帯債務

者に対しても効力を生じる事由）」の一部の事由が削除されました。従来，弁済を除くと「６つ」

あった絶対的効力（絶対効）のうち，「履行の請求」「免除」「時効の完成」が削除され，「更改」

「相殺」「混同」の『３つ』だけとなりました。 

宅建試験では，削除された３つの方がむしろよく出題されていましたので，影響は大きいと思

われます（暗記すべき事柄が減った！）。 

改正前 改正後 

〔絶対的効力〕（弁済等を除く） 

①履行の請求，②更改，③相殺，④免除， 

⑤混同，⑥時効の完成 

〔絶対的効力〕（弁済等を除く） 

①更改，②相殺，③混同 

 

 ⇒履行の請求，免除，時効の完成を削除 

 

【関連する過去問】 

〔平成 29年度問８選択肢１〕 

改正前 改正後 

（Ａ、Ｂ、Ｃの３人がＤに対して 900万円の連

帯債務を負っている場合） 

１ ＤがＡに対して履行の請求をした場合、Ｂ

及びＣについては、その効力が生じない。 

⇒ 誤り。 

（Ａ、Ｂ、Ｃの３人がＤに対して 900万円の連

帯債務を負っている場合） 

１ ＤがＡに対して履行の請求をした場合、Ｂ

及びＣについても、その効力が生じる。 

⇒ 誤り。 

 

 

【参考】連帯債権 

 従来，民法には定められていなかった「連帯債権」に関する規定が新たに設けられました。 

これは，「各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者

は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。」というものです。性質上

可分な債権について，法令の規定または当事者の意思表示によって「連帯債権」となります。 

 

【連帯債務と連帯債権の絶対的効力のまとめ】 

絶対的効力 ①履行の請求 ②更改 ③免除 ④相殺 ⑤混同 

連帯債務 × 〇 × 〇 〇 

連帯債権 〇 〇 〇 〇 〇 

※ 連帯債権では，「履行の請求」と「免除」も絶対的効力である点がポイントです。 
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〇連帯保証 

 従来，連帯保証人に対して「履行の請求」をすると，主たる債務者にもその効力が及んでいま

した（付従性の例外）。しかし，改正によって，連帯保証人に対する「履行の請求」の効力は，主

たる債務者には及ばないことになりました。 

改正前 改正後 

連帯保証人に対する『履行の請求』は， 

主たる債務者に及ぶ 

連帯保証人に対する『履行の請求』は， 

主たる債務者に及ばない 

実は，連帯保証人について生じた事由の効力（主たる債務者への効力）に関しては，連帯債務

の規定が準用されているのですが，上記のように，改正によって，連帯債務者に対する履行の請

求が絶対効でなくなったためです。 

この点も，従来の宅建試験ではよく出題されていましたので，影響が大きいと思われます。 

 

【関連する過去問】 ※ 連帯債務と併せて 

〔平成 20年度問６選択肢２〕 

改正前 改正後 

（ＡからＢとＣとが負担部分２分の１として

連帯して 1,000万円を借り入れる場合と、Ｄか

らＥが 1,000万円を借り入れ、Ｆがその借入金

返済債務についてＥと連帯して保証する場合） 

２ Ａが、Ｂに対して履行を請求した効果はＣ

に及び、Ｃに対して履行を請求した効果はＢ

に及ぶ。Ｄが、Ｅに対して履行を請求した効

果はＦに及び、Ｆに対して履行を請求した効

果はＥに及ぶ。 

⇒ 正しい。 

（ＡからＢとＣとが負担部分２分の１として

連帯して 1,000万円を借り入れる場合と、Ｄか

らＥが 1,000万円を借り入れ、Ｆがその借入金

返済債務についてＥと連帯して保証する場合） 

２ Ａが、Ｂに対して履行を請求した効果はＣ

に及ばず、Ｃに対して履行を請求した効果は

Ｂに及ばない。Ｄが、Ｅに対して履行を請求

した効果はＦに及び、Ｆに対して履行を請求

した効果はＥに及ばない。 

⇒ 正しい。 
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（５）債権譲渡 

〇譲渡制限の意思表示 

 従来は，債権の「譲渡禁止特約」がある場合は，債権譲渡は「無効」ですが，「善意・無重過失」

の第三者（譲受人等）にはその無効を対抗することができないとされてきました。 

 これが改正により，「譲渡制限の意思表示（＝債権の譲渡を禁止・制限する旨の意思表示）」を

したときであっても，債権の譲渡は有効だとされました。ただし，譲渡制限の意思表示について

悪意・重過失の第三者（譲受人等）に対しては，債務者は，債務の履行を拒むことができます（ま

た，譲渡人に対する弁済その他債務を消滅させる事由を第三者に対抗することができます）。 

※ ただし，「預金債権・貯金債権」については，例外として，譲渡制限の意思表示によって債

権譲渡は無効となり，その無効を悪意・重過失の第三者に対抗することができます。 

改正前 改正後 

譲渡禁止特約⇒債権譲渡は無効 

善意・無重過失の第三者に対抗できない。 

譲渡制限の意思表示⇒債権譲渡は有効 

悪意・重過失の第三者に対して，債務者は，

債務の履行を拒むことができる 

 これをみてわかりますように，原則・例外の関係が逆転していますので，十分に注意してくだ

さい。 

 

【関連する過去問】 

〔平成 30年度問７選択肢１〕 

改正前 改正後 

（債権譲渡に関する次の記述のうち、民法の規

定及び判例によれば、誤っているものはどれ

か。） 

１ 譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた

第三者が、その特約の存在を知らなかったと

しても、知らなかったことにつき重大な過失

があれば、当該債権を取得することはできな

い。 

⇒ 正しい。 

（債権譲渡に関する次の記述のうち、民法の規

定及び判例によれば、誤っているものはどれ

か。なお、民法第 466条の５に規定する預貯金

債権については考慮しないものとする。） 

１ 譲渡制限の意思表示のある債権の譲渡を

受けた第三者が、その譲渡制限の意思表示の

存在を知らなかったとしても、知らなかった

ことにつき重大な過失があれば、債務者は、

その第三者に対しては、債務の履行を拒む

ことができる。 

⇒ 正しい。 

 

〇将来の債権 

 従来は，将来発生する債権の譲渡については，判例等によって可能だと解されてきましたが，

改正により「債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない」旨が

明文で示されるようになりました。 
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改正前 改正後 

（新設） 
債権の譲渡は，その意思表示の時に 

債権が現に発生していることを要しない 

 

〇債務者の抗弁 

 従来の債務者の「異議をとどめない承諾」の制度にかわり，債務者の抗弁に関する規定が新た

に整理して定められました。 

改正前 改正後 

債務者が異議をとどめないで承諾をしたとき

は、譲渡人に対抗することができた事由があっ

ても、これをもって譲受人に対抗することがで

きない。 

・債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対

して生じた事由をもって譲受人に対抗するこ

とができる。 

・債務者は、対抗要件具備時より前に取得した

譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受

人に対抗することができる。 
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（６）相殺 

 従来は，不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺，つまり，加害者からの相殺は，そ

の債権の内容や種類等を問わず，一律に禁止されていました。 

 これが，加害者からの相殺が禁止されるのは，①悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

と，②人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務に限定されることになりました。 

 したがって，例えば，悪意によらない物損だけの交通事故などでは，加害者側からの相殺も可

能ということになります。 

 

改正前 改正後 

債務が不法行為によって生じたときは、その債

務者は、相殺をもって債権者に対抗することが

できない。 

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権

者に対抗することができない。ただし、その債

権者がその債務に係る債権を他人から譲り受

けたときは、この限りでない。 

① 悪意による不法行為に基づく損害賠償の

債務 

② 人の生命又は身体の侵害による損害賠償

の債務 

 

【関連する過去問】 

〔平成 30年度問９選択肢３〕 

改正前 改正後 

（Ａは、平成 30年 10月１日、Ａ所有の甲土地

につき、Ｂとの間で、代金 1,000万円、支払期

日を同年 12 月１日とする売買契約を締結し

た。この場合の相殺に関する次の記述のうち、

民法の規定及び判例によれば、正しいものはど

れか。） 

３ 同年 10 月 10 日、ＢがＡの自動車事故に

よって被害を受け、Ａに対して不法行為に基

づく損害賠償債権を取得した場合には、Ｂは

売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額

で相殺することができる。 

⇒ 正しい。 

（Ａは、令和２年 10 月１日、Ａ所有の甲土地

につき、Ｂとの間で、代金 1,000万円、支払期

日を同年 12 月１日とする売買契約を締結し

た。この場合の相殺に関する次の記述のうち、

民法の規定及び判例によれば、正しいものはど

れか。） 

３ 同年 10 月 10 日、ＢがＡの自動車事故に

よって身体の被害を受け、Ａに対して不法行

為に基づく損害賠償債権を取得した場合に

は、Ｂは売買代金債務と当該損害賠償債権を

対当額で相殺することができる。 

⇒ 正しい。 
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（７）危険負担 

 従来，不動産の売買等（特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合）の

危険負担については「債権者主義」がとられていました。つまり，債務者の責めに帰することが

できない事由によって目的物が滅失等した場合，買主は，代金全額を支払う義務が残るのが原則

でした。 

 改正により，この危険負担の債権者主義に関する規定が削除され，「債務者主義」が原則となり

ました。つまり，危険負担の場面では，買主は代金を支払う必要がないということになります。 

改正前 改正後 

危険負担 

⇒原則として，「債権者主義」 

（＝買主が代金を全額支払う） 

危険負担 

⇒原則として，「債務者主義」 

（＝買主は代金を支払わなくてもよい） 

 

【関連する過去問】 

〔平成８年度問 11選択肢１〕 

改正前 改正後 

（ＡがＢに対し、Ａ所有の建物を売り渡し、所

有権移転登記を行ったが、まだ建物の引渡しは

していない場合で、代金の支払いと引換えに建

物を引き渡す旨の約定があるときに関する次

の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、

正しいものはどれか。） 

１ 代金の支払い及び建物の引渡し前に、その

建物が地震によって全壊したときは、Ａは、

Ｂに対して代金の支払いを請求することは

できない。 

⇒ 誤り。 

（ＡがＢに対し、Ａ所有の建物を売り渡し、所

有権移転登記を行ったが、まだ建物の引渡しは

していない場合で、代金の支払いと引換えに建

物を引き渡す旨の約定があるときに関する次

の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、

正しいものはどれか。） 

１ 代金の支払い及び建物の引渡し前に、その

建物が地震によって全壊したときは、Ａは、

Ｂに対して代金の支払いを請求することは

できない。 

⇒ 正しい。 
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（８）売主の担保責任 

 従来の瑕疵担保責任をはじめとした「売主の担保責任」については，全面的に制度が改変され，

いわゆる『契約不適合責任』として，まったく異なる内容に生まれ変わることになりました。 

〔旧売主の担保責任〕 

 

〔契約不適合責任〕 

目的物の種類・品質・数量が 

契約の内容に適合しない場合 

「権利」が 

契約の内容に適合しない場合 

① 履行の追完請求 

 →目的物の修繕，代替物の引渡し，不足分の引渡し 

例：ⅰ）一部他人物売買 

ⅱ）賃借権等の制限 

ⅲ）抵当権等の実行 

 ⇒左記の①②③準用 

② 代金の減額請求 

③ 損害賠償請求・契約の解除（債務不履行責任） 

※ 目的物の種類・品質に契約不適合（数量は除く） 

⇒買主が不適合を知った時から１年以内に売主に

「通知」しないときは，①②③はできない 

 

 

【注意すべき相違点】 

瑕疵担保責任 契約不適合責任 

売主の無過失責任 売主の契約責任 

“隠れた”瑕疵 ⇒買主の善意・無過失が必要 

契約不適合 ⇒買主の善意や悪意，過失の有無

は問わない（責めに帰すべき事由がある場合

は，責任追及は不可） 

①損害賠償の請求，②契約の解除（契約の目的

を達成できない場合等の制限あり）のみ 

①追完請求，②代金減額請求，③損害賠償請求，

④契約の解除（制限なし，売主の帰責性不要） 

種類 買主 損害賠償 解除 代金減額請求 追及期間 

①全部他人物売買 
善意 〇 〇  制限なし 

悪意 × 〇  制限なし 

②一部他人物売買 
善意 〇 〇 〇 知った時から１年 

悪意 × × 〇 契約時から１年 

③数量指示売買 
善意 〇 〇 〇 知った時から１年 

悪意 × × ×  

④地上権等の用益的権利

の制限 

善意 〇 〇  知った時から１年 

悪意 × ×   

⑤抵当権等の担保物権 

の制限 

善意 〇 〇  制限なし 

悪意 〇 〇  制限なし 

⑥瑕疵担保責任 
善意 〇 〇  知った時から１年 

悪意 × ×   



2020年宅建セミナー（民法大改正等） 特別レジュメ 

- 17 - 

【関連する過去問】 

〔令和元年度問３選択肢１・２〕 

改正前 改正後 

（事業者ではないＡが所有し居住している建

物につきＡＢ間で売買契約を締結する場合で、

売買契約締結時点において当該建物の構造耐

力上主要な部分に瑕疵が存在しており、Ａはそ

のことを知っていたがＢに告げず、Ｂはそのこ

とを知らなかった） 

１ Ｂが当該瑕疵
か し

の存在を建物引渡しから１

年が経過した時に知ったとしても、当該瑕疵
か し

の存在を知った時から１年以内であれば、Ｂ

はＡに対して瑕疵
か し

担保責任を追及すること

ができる。 

⇒ 正しい。 

２ 建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵
か し

につ

いては、契約の目的を達成できるか否かにか

かわらず、Ｂは瑕疵
か し

を理由に売買契約を解除

することができる。 

⇒ 誤り。 

（事業者ではないＡが所有し居住している建

物につきＡＢ間で売買契約を締結する場合で、

売買契約締結時点において当該建物の構造耐

力上主要な部分の種類又は品質が契約の内容

に適合しないものであり、Ａはそのことを知っ

ていたがＢに告げず、Ｂはそのことを知らなか

った） 

１ Ｂが当該不適合の存在を建物引渡しから

１年が経過した時に知ったとき、当該不適合

の存在を知った時から１年以内にその旨を

Ａに通知しなくても、ＢはＡに対して契約不

適合責任を追及することができる。 

⇒ 正しい。 

２ 建物の構造耐力上主要な部分の種類又は

品質が契約の内容に適合しないものである

ときは、契約の目的を達成することができ

ない場合に限り、Ｂは当該不適合を理由に売

買契約を解除することができる。 

⇒ 誤り。 

 

【関連する過去問】 

〔平成 21年度問 10選択肢１〕 

改正前 改正後 

（Ａを売主、Ｂを買主として甲土地の売買契約

を締結した場合における次の記述のうち、民法

の規定及び判例によれば、正しいものはどれ

か。） 

１ Ａ所有の甲土地にＡが気付かなかった瑕

疵があり、その瑕疵については、Ｂも瑕疵で

あることに気付いておらず、かつ、気付かな

かったことにつき過失がないような場合に

は、Ａは瑕疵担保責任を負う必要はない。 

⇒ 誤り。 

（Ａを売主、Ｂを買主として甲土地の売買契約

を締結した場合における次の記述のうち、民法

の規定及び判例によれば、正しいものはどれ

か。） 

１ Ａ所有の甲土地にＡが重大な過失なく気

付かなかった種類又は品質に関する契約内

容の不適合があり、その不適合については、

Ｂも不適合であることに気付いておらず、か

つ、気付かなかったことにつき過失がない

ような場合には、Ａは担保責任を負う必要は

ない。 

⇒ 誤り。 
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【関連する過去問】 

〔平成 26年度問６選択肢１〕 

改正前 改正後 

（Ａは、Ｂに建物の建築を注文し、完成して引

渡しを受けた建物をＣに対して売却した。本件

建物に瑕疵があった場合に関する次の記述の

うち、民法の規定及び判例によれば、正しいも

のはどれか。） 

１ Ｃは、売買契約の締結の当時、本件建物に

瑕疵があることを知っていた場合であって

も、当該瑕疵の存在を知ってから１年以内で

あれば、Ａに対して売買契約に基づく瑕疵担

保責任を追及することができる。 

⇒ 誤り。 

（Ａは、Ｂに建物の建築を注文し、完成して引

渡しを受けた建物をＣに対して売却した。本件

建物に瑕疵があった場合に関する次の記述の

うち、民法の規定及び判例によれば、正しいも

のはどれか。） 

１ Ｃは、売買契約の締結の当時、本件建物の

品質に契約の内容に適合しない瑕疵がある

ことを知っていた場合、当該不適合の存在

を知ってから１年以内にその旨をＡに通知

をしても、Ａに対して売買契約に基づく担保

責任を追及することができない。 

⇒ 誤り。 

 

 

【関連する過去問】 

〔平成 28年度問６選択肢１〕 

改正前 改正後 

Ａを売主、Ｂを買主とする甲土地の売買契

約（以下この問において「本件契約」とい

う。）が締結された場合の売主の担保責任に関

する次の記述のうち、民法の規定及び判例に

よれば、誤っているものはどれか。 

１ Ｂが、甲土地がＣの所有物であることを

知りながら本件契約を締結した場合、Ａが

甲土地の所有権を取得してＢに移転するこ

とができないときは、Ｂは、Ａに対して、

損害賠償を請求することができない。 

⇒ 正しい。 

Ａを売主、Ｂを買主とする甲土地の売買契約

（以下この問において「本件契約」という。）

が締結された場合の売主の担保責任等に関す

る次の記述のうち、民法の規定及び判例によれ

ば、誤っているものはどれか。 

１ 甲土地がＣの所有物である場合、Ａがその

責めに帰することができない事由によって

甲土地の所有権を取得してＢに移転するこ

とができないときは、Ｂは、Ａに対して、損

害賠償を請求することができない。 

⇒ 正しい。 
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〇宅建業法の「担保責任の特約の制限」 

 上記の民法の改正を受けて，宅建業法の「担保責任についての特約の制限」の規定も改正がな

されています（宅建業法 40条）。 

 従来は「瑕疵担保責任についての特約の制限」として，「宅地建物取引業者は、自ら売主となる

宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法 570 条にお

いて準用する同法 566 条３項に規定する期間（責任追及期間＝買主が知った時から１年以内）に

ついて，その目的物の引渡しの日から２年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するも

のより買主に不利となる特約をしてはならない。この規定に反する特約は、無効とする。」と規定

されていました。 

 つまり，瑕疵担保責任の『追及期間』について，「引渡しから２年以上となる特約」を例外とし

ていたのです（原則は，買主が事実を知った時から１年以内）。 

 これが，民法の改正を受けて，この宅建業法の規定も，目的物の種類・品質の契約の内容の不

適合に関し，買主が売主に不適合である旨の『通知期間』について「引渡しから２年以上となる

特約」を例外とした規定に変更されています。 

改正前 改正後 

瑕疵担保責任の「追及期間」の特約の制限 契約不適合責任の「通知期間」の特約の制限 

※ 宅建試験では，毎年のように問われている頻出重要項目ですから，注意が必要です。 

 

【関連する過去問】 

〔平成 29年度問 27〕 

改正前 改正後 

（宅地建物取引業者Ａが、自ら売主として宅地

建物取引業者でない買主Ｂとの間で締結した

宅地の売買契約） 

ア 売買契約において、瑕疵担保責任を負う

期間を引渡しの日から２年間とする特約を

定めた場合、その特約は無効となる。 

⇒ 誤り。 

イ 売買契約において、売主の責めに帰すべ

き事由による瑕疵についてのみ引渡しの日

から１年間担保責任を負うという特約を定

めた場合、その特約は無効となる。 

⇒ 正しい。 

ウ Ａが瑕疵担保責任を負う期間内において

は、損害賠償の請求をすることはできるが、

契約を解除することはできないとする特約

を定めた場合、その特約は有効である。 

⇒ 誤り。 

（宅地建物取引業者Ａが、自ら売主として宅地

建物取引業者でない買主Ｂとの間で締結した

宅地の売買契約） 

ア 売買契約において、契約不適合責任に関

し、買主が不適合である旨を売主に通知す

る期間を引渡しの日から２年間とする特約

を定めた場合、その特約は無効となる。 

⇒ 誤り。 

イ 売買契約において、売主の責めに帰すべ

き事由による契約の内容の不適合について

のみ引渡しの日から１年間担保責任を負う

という特約を定めた場合、その特約は無効

となる。 

⇒ 正しい。 

ウ Ａが契約不適合責任を負う期間内におい

ては、損害賠償の請求をすることはできる

が、契約を解除することはできないとする特

約を定めた場合、その特約は有効である。 

⇒ 誤り。 
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（９）賃貸借 

 賃貸借契約の最長期間が「20年」から「50年」へと変更されました。 

つまり，賃貸借の存続期間は，50年を超えることができず，契約でこれより長い期間を定めた

ときであっても，その期間は 50年となります。 

改正前 改正後 

賃貸借の存続期間 

⇒20年を超えることができない 

賃貸借の存続期間 

⇒50年を超えることができない 

 

【関連する過去問】 

〔令和元年度問 11選択肢１〕 

改正前 改正後 

（甲土地につき、期間を 50 年と定めて賃貸借

契約を締結しようとする場合（以下「ケース①」

という。）と、期間を 15年と定めて賃貸借契約

を締結しようとする場合（以下「ケース②」と

いう。）） 

１ 賃貸借契約が建物を所有する目的ではな

く、資材置場とする目的である場合、ケース

①は期間の定めのない契約になり、ケース②

では期間は 15年となる。 

⇒ 誤り。 

（甲土地につき、期間を 60 年と定めて賃貸借

契約を締結しようとする場合（以下「ケース①」

という。）と、期間を 15年と定めて賃貸借契約

を締結しようとする場合（以下「ケース②」と

いう。）） 

１ 賃貸借契約が建物を所有する目的ではな

く、資材置場とする目的である場合、ケース

①は期間の定めのない契約になり、ケース②

では期間は 15年となる。 

⇒ 誤り。 

 

 なお，賃貸借契約については，「不動産の賃貸人たる地位の移転」，「賃借人による修繕」，「転貸

の効果」の一部，「全部滅失等による賃貸借の終了」，「賃借人の原状回復義務」，「敷金」など，従

来，判例や解釈，実務上の運用などにおいて認められていたものについて，新たに民法に明文で

規定されたものが，かなり多くあります。 

 

（10）請負 

 請負人の担保責任についても，売主の担保責任と同様に，いわゆる『契約不適合責任』へと大

きく変更されました。 

 例えば，「注文者がその不適合を知った時から１年以内にその旨を請負人に通知しないときは、

注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及

び契約の解除をすることができない」旨の規定が，売買の場合と同様に設けられています。 

 特に，従来は「建物その他土地の工作物」については，目的物に瑕疵があり，たとえ契約をし

た目的を達成することができないときであっても，一切契約の解除をすることができませんでし

た。 
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 これが改正によって，建物などについても，契約不適合責任として契約の解除をすることが可

能となりました。 

改正前 改正後 

建物その他土地の工作物 

⇒契約の解除をすることができない 

建物その他土地の工作物 

⇒契約の解除をすることもできる 

※ この点は，従来，宅建試験ではポイントとなっていましたので，注意が必要です。 

 

【関連する過去問】 

〔平成 26年度問６選択肢４〕 

改正前 改正後 

（Ａは、Ｂに建物の建築を注文し、完成して引

渡しを受けた建物をＣに対して売却した。本件

建物に瑕疵があった場合） 

４ 本件建物に存在している瑕疵のために請

負契約を締結した目的を達成することがで

きない場合、ＡはＢとの契約を一方的に解除

することができる。 

⇒ 誤り。 

（Ａは、Ｂに建物の建築を注文し、完成して引

渡しを受けた建物をＣに対して売却した。本件

建物に瑕疵があった場合） 

４ 本件建物に契約の内容に適合しない瑕疵

が存在している場合、ＡはＢとの契約を一方

的に解除することはできない。 

⇒ 誤り。 

 

 

（11）不法行為 

 不法行為による損害賠償の請求権は，以下の場合に，時効によって消滅します。 

① 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から『３年間』行使しないとき 

② 不法行為の時から 20年間行使しないとき 

 このうち①について，人の生命又は身体を害する不法行為による場合は，『５年間』となる旨が

追加して規定されました。 
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（12）相続 

 従来の「遺留分減殺請求」という制度が，「遺留分侵害額の請求」へと変わりました。 

つまり，以前は相続の対象となった相続財産自体の返還等を求めるという制度でしたが，これ

では，相続財産について共有状態が生じて，争いが起きやすくなってしまいます。 

 そこで，改正により，遺留分侵害額の請求という『金銭債権』となりました。 

これによって，不必要な共有状態を避けることができ，目的となった財産を遺贈者に与えたいと

いった遺言者の意思を尊重することもできます。 

改正前 改正後 

遺留分減殺請求 
遺留分侵害額の請求 

⇒ 金銭債権 

 

【関連する過去問】 

〔平成 20年度問 12選択肢４〕 

改正前 改正後 

（Ａには、相続人となる子ＢとＣがいる。Ａは、

Ｃに老後の面倒をみてもらっているので、「甲

土地を含む全資産をＣに相続させる」旨の有効

な遺言をした。この場合の遺留分に関する次の

記述のうち、民法の規定によれば、正しいもの

はどれか。） 

４ Ｂは、遺留分に基づき減殺を請求できる限

度において、減殺の請求に代えて、その目的

の価額に相当する金銭による弁済を請求す

ることができる。 

⇒ 誤り。 

（Ａには、相続人となる子ＢとＣがいる。Ａは、

Ｃに老後の面倒をみてもらっているので、「甲

土地を含む全資産をＣに相続させる」旨の有効

な遺言をした。この場合の遺留分に関する次の

記述のうち、民法の規定によれば、正しいもの

はどれか。） 

４ Ｃは、遺贈又は贈与の目的の価額を限度と

して、遺留分侵害額を負担するが、Ｂは、Ｃ

に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支

払を請求することはできない。 

⇒ 誤り。 

 

 

【参考】配偶者居住権 

 以下のような制度が新たに設けられました。 

（１）配偶者短期居住権 

 配偶者が，相続開始時に被相続人の建物（居住建物）に無償で住んでいた場合には，最低６ヶ

月は，居住建物を無償で使用する権利（＝配偶者短期居住権）を取得するという制度が新設され

ました。 

（２）配偶者居住権 

 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として，終身又は一定期間，配

偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利（＝配偶者居住権）が新設されました。 

 


