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はしがき

　本書『重要ポイント555』は、1988年の出版以来多くの受験生にご利
用いただいている『出る順宅建』シリーズの暗記編として、2010年に
新しくシリーズに加わりました。
　宅建試験は合格率が15％～17％という難関試験です。しかも受験生
の多くは社会人であるため、短期合格のためには、スキマ時間を有効活
用した効率の良い学習が求められます。そこで、本書では、以下のよう
な工夫をしています。
①覚えるべきポイントを555に凝縮
　ぼう大な学習範囲の中から、過去の宅建試験で繰返し出題されたポイ
ント、正解肢として出題されたポイントを中心に取り上げています。
②見て覚える
　暗記シートを使えば、ポイントの中のキーワードを確認できます。
③解いて覚える
　苦労して覚えた知識も、実際に問題にあてはめることができなければ
意味がありません。過去の出題例を実際に解くことで、知識を問題にあ
てはめる力を養います。
④聴いて覚える
　宅建合格の秘訣はスキマ時間の有効活用です。本書をお買い上げのお
客様は、555のポイントを読み上げた音声データを、無料でダウンロー
ドできます。自宅ではパソコンで、通勤・通学の電車の中ではiPod®や
ウォークマン®などの携帯音楽プレーヤーや携帯電話で繰返し聴くこと
で、スキマ時間を有効に活用できます。本書を見ながら音声を聴くと、
より理解が深まります。
⑤「出る順宅建合格テキスト」・「どこでも宅建とらの巻」と完全リンク
　本書に書いてある内容が、2014年版「出る順宅建合格テキスト」・「ど
こでも宅建とらの巻」のどこに該当するのかが分かるように工夫されて
います。

　本書を最大限に活用し、ぜひとも2014年の合格を勝ち取ってください。

2014年３月吉日
株式会社東京リーガルマインド
LEC総合研究所　宅建試験部
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住宅瑕疵担保履行法

重要度

PointPoint
349
Ａ

住宅瑕疵担保履行法は、宅建業者が、自ら売主として、宅建業者
でない買主に対して、新築住宅を販売する場合に、当該住宅の構
造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分に隠れた瑕
疵が存在したときに備え、売主である宅建業者に瑕疵担保責任の
履行のための資力確保を義務付けている。

出題例
□	宅建業者は、自ら売主として宅建業者である買主との間で
新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく
住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保
険契約の締結（以下「資力確保措置」という）を講ずる義務
を負う。	 （2010-45-1　 ）

□	宅建業者は、自ら売主として建設業者である買主との間で新
築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、資力
確保措置を講じる必要はない。	 （2011-45-1　 ）

出る順
公式 2 53 とらの巻 業51

アドバイス
講師からの

住宅瑕疵担保履行法
は、業者間取引には
適用がありません。

言葉の意味
住宅瑕疵担保履行法
の新築住宅の新築と
は、建築工事完了の
日から起算して１年
以内でありかつ人の
居住の用に供したこ
とがないものをいい
ます。

ステップ・アップ
住宅の品質確保の促
進等に関する法律
（品確法）によれば、
新築住宅について、
構造耐力上主要な部
分または雨水の浸入
を防止する部分に隠
れた瑕疵がある場合
には、買主は、当該
新築住宅の引渡しか
ら 10 年間、契約の
解除、瑕疵修補、損
害賠償の請求をする
ことができます。
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分または雨水の浸入
を防止する部分に隠
れた瑕疵がある場合
には、買主は、当該
新築住宅の引渡しか
ら 10 年間、契約の
解除、瑕疵修補、損
害賠償の請求をする
ことができます。
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法
令
上
の
制
限

する場合、都道府県知事の許可は不要である。
	 	 （2004-19-3　 ）

□	市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域
内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可
を受けなくてよい。	 （2007-19-4　 　正解肢）

□	市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区
域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積
が150㎡の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場
合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。

	 	 （2010-17-2　 ）

重要度

PointPoint
394
Ａ

都市計画施設の区域内、市街地開発事業の施行区域内または市街
地開発事業等予定区域の区域内で、建築物の建築をしようとする
者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可が必要である。

出題例
□	都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内におい
て建築物の建築をしようとする者は、行為の種類、場所及び
設計又は施行方法を都道府県知事等に届け出なければならな
い。	 （2008-18-1 改　 ）

□	都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする
者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなけ
ればならない。	 （2000-18-1 改　 ）

□	市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おう
とする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受
けなければならない。	 （2000-18-2 改　 ）

アドバイス
講師からの

公民館は「公益上必
要な建築物」です。

出る順
公式 319 とらの巻 制18

改正情報
都道府県知事（市の
区域内にあっては、
当該市の長）となっ
た。

アドバイス
講師からの

「一定の場合」とは、
都市計画事業の施行
として行う行為や非
常災害のために必要
な応急措置として行
う行為等をいいま
す。

本書の効果的利用法

３段階で重要度を表示！
Ａ： 出題頻度が高く、多くの受験者が正解できる知識。合格に

不可欠な知識です。
Ｂ： 出題頻度がそこそこ高く、合格者であれば正解できる知
識。合否を分ける知識です。

Ｃ： 出題頻度が低い知識。合否にあまり影響しない知識です。

出題例では、Pointのキーワー
ドが実際にどのように問われて
いるのかを確認できます。答え
が （誤り）の出題例は、誤り
の部分をゴシック文字で表示
し、どこが誤っているのかひと
目でわかるようにしました。

Pointには覚えるべき555ポイントを掲載。キーワード
を赤文字ゴシックで表示しています。付属の暗記シート
（赤い下敷き）を使えば、穴埋め問題に変身します。

学習項目を表示。

「出る順宅建合格テキス
ト」と「どこでも宅建と
らの巻」完全リンク！！

近年の改正情報を
ピンポイントで

Pointや出題例につい
て、講師からのアドバ
イスを簡潔に表示。

難解な法律用語を分か
りやすく説明

ステップアップで応用
知識を身に付けよう



音声ダウンロードについて

1．音声ダウンロードの内容
555のポイントを読みあげた音声データを無料でダウンロードできます。

2014年５月以降に下記サイトにアクセスしてください。

http://www.lec-jp.com/takken/point555/
右記のシリアル番号が必要になります。　 シリアル番号

【ダウンロード期間】2014年５月１日（木）～2014年10月18日（土）

2．音声ダウンロードの活用法
①自宅でじっくり
テキストを開いて腰をすえ

て取り組むもよし、家事な

どをしながら音声を流しっ

ぱなしにするもよし、活用

法は自由自在です。睡眠学

習にも最適です。

②�通勤・通学中のスキマ
時間に

iPod®やウォークマン®など

の携帯音楽プレーヤーや携

帯電話に音声データを転送

すれば、いつでもどこでも

学習ができ、スキマ時間を

有効活用できます。ドライ

ブ中や満員電車の車中では

音声だけをお聴きください。
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意思表示

重要度

PointPoint
001
A

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。

出題例
□	Ａが、Ｂの欺罔行為によって、Ａ所有の建物をＣに売却す

る契約をした。Ｃが当該建物を、詐欺について善意のＤに

転売して所有権移転登記を済ませても、Ａは詐欺による取

消しをして、Ｄから建物の返還を求めることができる。
	 	 （2002-1-4　 　正解肢）

□	Ａ所有の土地について、ＡがＢに、ＢがＣに売り渡し、Ａ

からＢへ、ＢからＣへそれぞれ所有権移転登記がなされた。

Ｃが移転登記を受ける際に、ＡＢ間の売買契約がＢの詐欺

に基づくものであることを知らなかった場合で、当該登記

の後にＡによりＡＢ間の売買契約が取り消されたとき、Ｃ
は、Ａに対して土地の所有権の取得を対抗できる。

	 	 （1996-5-1　 　正解肢）

重要度

PointPoint
002
A

第三者が詐欺を行った場合、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。

出題例
□	Ａ所有の土地につき、ＡとＢとの間で売買契約を締結した。

Ａが、Ｃの詐欺によってＢとの間で売買契約を締結した場

合、Ｃの詐欺をＢが知っているか否かにかかわらず、Ａは売
買契約を取り消すことはできない。	 （2004-1-3　 ）

□	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

れた場合において、Ｂは、第三者であるＣから甲土地がリ

出る順
公式 1 2 とらの巻· 権1

言葉の意味
欺罔（ぎもう）行為
とは詐欺のことで
す。

出る順
公式 1 2 とらの巻·
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権
利
関
係

ゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締

結した場合、ＡがＣによる詐欺の事実を知っていたとしても、
Ｂは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。

	 （2011-1-2　 ）

重要度

PointPoint
003
Ａ

強迫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
できる。

出題例
□	所有権がＡからＢに移転している旨が登記されている甲土

地について、ＦがＢとの間で売買契約を締結して所有権移

転登記をしたが、その後ＡはＢの強迫を理由にＡＢ間の売

買契約を取り消した場合、ＦがＢによる強迫を知っていたと
きに限り、Ａは所有者であることをＦに対して主張できる。

	 	 （2008-2-4　 ）

重要度

PointPoint
004
A

第三者が強迫を行った場合、相手方がその事実を知っていたか否
かを問わず、その意思表示を取り消すことができる。

出題例
□	Ａ所有の甲土地について、Ａが第三者Ｃの強迫によりＢと

の間で売買契約を締結した場合、Ｂがその強迫の事実を知っ
ていたか否かにかかわらず、ＡはＡＢ間の売買契約に関する
意思表示を取り消すことができる。

	 	 （2007-1-3　 　正解肢）

□	Ａ所有の土地につき、ＡとＢとの間で売買契約を締結した。

Ａが、Ｃの強迫によってＢとの間で売買契約を締結した場

合、Ｃの強迫をＢが知らなければ、Ａは売買契約を取り消す
ことができない。	 （2004-1-4　 ）

出る順
公式 1 3 とらの巻· 権1

アドバイス
講師からの

強迫を受けた者は、
詐欺を受けた者より
も強く保護されてい
ます。

出る順
公式 1 3 とらの巻·



2014年版出る順宅建 重要ポイント5554

重要度

PointPoint
005
A
仮装譲渡契約は無効である。

出題例
□	Ａ所有の土地につき、ＡとＢとの間で売買契約を締結した。

Ａが、強制執行を逃れるために、実際には売り渡す意思は

ないのにＢと通じて売買契約の締結をしたかのように装った

場合、売買契約は無効である。	（2004-1-2 改　 　正解肢）

□	Ａ所有の甲土地についてのＡＢ間の売買契約が、ＡとＢと

で意を通じた仮装のものであったとしても、Ａの売買契約
の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであるこ

とをＢが知っていた場合には、ＡＢ間の売買契約は有効に
成立する。	 （2007-1-2　 ）

□	Ａが、債権者の差押えを免れるため、Ｂと通じて、Ａ所有
地をＢに仮装譲渡する契約をした。ＢがＡから所有権移転登
記を受けていた場合でも、Ａは、Ｂに対して、ＡＢ間の契

約の無効を主張することができる。	 （2000-4-1　 ）

重要度

PointPoint
006
A

仮装譲渡契約による無効は、善意の第三者に対抗することができ
ない。

出題例
□	所有権がＡからＢに移転している旨が登記されている甲土

地について、ＤがＢとの間で売買契約を締結したが、ＡＢ

間の所有権移転登記はＡとＢが通じてした仮装の売買契約

に基づくものであった場合、ＤがＡＢ間の売買契約が仮装
であることを知らず、知らないことに無過失であっても、Ｄ
が所有権移転登記を備えていなければ、Ａは所有者であるこ
とをＤに対して主張できる。	 （2008-2-2　 ）

□	Ａが、債権者の差押えを免れるため、Ｂと通じて、Ａ所有

出る順
公式 1 4 とらの巻· 権2

言葉の意味
仮装譲渡契約とは、

「虚偽表示」による
契約です。

出る順
公式 1 4 とらの巻· 権2

アドバイス
講師からの

仮装譲渡契約をした
者よりも、仮装譲渡
契約を信頼して契約
関係に入った第三者
が保護されます。
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権
利
関
係

地をＢに仮装譲渡する契約をした。Ｃが、ＡＢ間の契約の
事情につき善意無過失で、Ｂからこの土地の譲渡を受けた
場合は、所有権移転登記を受けていないときでも、Ｃは、Ａ
に対して、その所有権を主張することができる。

	 	 （2000-4-2　 ）

重要度

PointPoint
007
A
法律行為の要素の錯誤による意思表示は、無効である。

出題例
□	「意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者
は、その意思表示を取り消すことができる」旨は、民法の
条文に規定されている。	 （2013-1-1　 ）

重要度

PointPoint
008
A

法律行為の要素に錯誤があったとしても、表意者に重過失があっ
たときは、表意者は、自ら無効を主張できない。

出題例
□	民法第 95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤

があったときは、無効とする。」と定めている。意思表示を

なすに当たり、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。

	 	 （2009-1-1　 ）

□	ＡがＢに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表

示は錯誤によるものであった。錯誤を理由としてこの売却

の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるＡに重過
失があるときは、Ａは自らその無効を主張することができな
い。	 （2005-2-3　 　正解肢）

出る順
公式 1 5 とらの巻· 権3

言葉の意味
要素の錯誤とは、取
引の重要な部分の錯
誤です。

出る順
公式 1 5 とらの巻· 権3
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□	Ａが、Ｂに住宅用地を売却した。Ｂは、代金をローンで支

払うと定めて契約したが、Ｂの重大な過失によりローン融資
を受けることができない場合、Ｂは、錯誤による売買契約

の無効を主張することはできない。	 （2001-2-4　 ）

重要度

PointPoint
009
A

動機の錯誤であっても、その動機が意思表示の内容として表示さ
れた場合には要素の錯誤となり、錯誤無効を主張しうる。

出題例
□	民法第 95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤

があったときは、無効とする。」と定めているが、意思表示

をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容と
したが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合
は、法律行為の要素とならない。	（2009-1-4　 　正解肢）

□	ＡがＢに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表

示は錯誤によるものであった。錯誤が、売却の意思表示を

なすについての動機に関するものであり、それを当該意思
表示の内容としてＡがＢに対して表示した場合であっても、
この売却の意思表示が無効となることはない。

	 	 （2005-2-2　 ）

アドバイス
講師からの

ローン融資を受ける
ことができるかどう
かという点は住宅用
地の売買契約の重要
な内容であり、ロー
ン融資を受けること
ができると信じて売
買契約をしたＢに
は、要素の錯誤があ
ると考えられます。

出る順
公式 とらの巻·

アドバイス
講師からの

「甲土地を買いたい」
→「甲土地をくださ
い」のように、内心
の意思と表示は合致
しているけれど、意
思を形成した動機

（例：「甲土地の近く
に駅ができるから」）
に錯誤があること
を、動機の錯誤とい
います。なお、黙示
的であっても表示し
ていれば、要素の錯
誤となります。
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