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土壌・地下水に対応した土地取引の留意点と不動産市場の変化 

  本 間   勝1 

１．はじめに 

 健康保護を目的とした土壌汚染対策法の施行（平成 15 年）以降、土壌汚染対策の問題点は不動産取

引における問題にシフトしている状況にある。同法が要求しない「自主的調査」が増加し、浄化方法

も同法が絶対的に要求しない「掘削除去」が大半を占めるという不動産取引の都合による実態が把握

され、改正法（平成 22 年 4 月施行）に至った。一方で、平成 22 年 6 月に最高裁の判例が出たことに

より、司法の環境の瑕疵に対する判断に潜在的変化を感じることができる。不動産取引や環境管理に

おいて問題が生じることを予測し報告している立場から、土壌・地下水対応の現状と近年の判例傾向

について、特に不動産分野の視点から報告する。 

 

２．最近の土壌汚染に対する不動産業界の動向 

 

<Point> 

①不動産業界はバブル経済崩壊後、海外企業からの外圧で土壌汚染リスクの精査を求められ、土壌汚染を強く意識し

出したのは、土壌汚染対策法施行以降である。 

②現在は土壌汚染の表面的な概念は定着したが、誤認識により売買当事者間トラブルが絶えない。 

 

不動産業界における土壌汚染問題への認識は、バブル経済が崩壊する 90 年代前半あたりまでは、極

めて特殊なケースとしての扱いであったといえる。加えて、市街地を対象とした土壌汚染に関する国

の法整備が遅れていたことも一因である。 

1990 年代前半からのバブル経済崩壊による景気低迷によって、企業の収益は急速に悪化し、事業縮

小を余儀なくされ、大企業などが所有する工場敷地の売却が増加することとなった。この売却例では、

住宅市場における金利の低下による住宅ローンも後押しして、工場跡地から新築マンション分譲用地

に転用する例がよく見られた。これに伴い、外資企業による日本での土地取得も活発化し、大手流通

業などが日本市場をターゲットに進出を果たす例も増えた。事業の展開にあたり、土地を必要とする

が、当時から外資企業では、土地購入時におけるデューデリジェンス（物件精査）が当然のこととな

っており、土壌汚染の有無については厳しい事前チェックを海外取引慣習に準じて要求された。本来

は、この時、日本の地質を知る者が日本列島は世界有数の鉱山地帯かつ自然由来重金属が多く含まれ

るという土壌地質の特徴を理由に、独自の日本ルールを契約慣習として要求すればよかったのである。

しかし、土壌地質を詳しく扱っていなかった不動産事業者や一般事業者にとっては、ほとんどが無知

であったと言わざるを得ない。法的ルールが明確としていない中、海外慣習に準じて取引が行われた。 

 公害国会時代の農用地の土壌汚染対策以降、市街地の対策は一部の地方自治体による条例が担って

いた状況にあった。遅蒔きの感がした 2003（平成 15）年に土壌汚染対策法（土対法）が施行され、そ

の前後より、急速に国内におけるデューデリジェンスに対する認識が広まると同時に、土対法の施行
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により市街地における国レベルの対策法が初めてでき、全国に適用された。この法は、人の健康被害

を起こさないことを目的とした環境省所管の法である。よって、不動産取引の具体的なルールを示す

ものではない。しかし、同法において土壌汚染地の区域指定を受けた場合、その土地は土壌汚染地と

いうことになり、不動産売買時に影響が出ることから、不動産業において身近な土地取引における環

境問題となった。 

不動産業界では、土対法施行と同時に、国土交通省による宅建業法施行令の改正があり、取引時の

重要事項説明において、土対法の指定区域かどうかを明記する義務を定められ、運用した。これによ

って、重要事項説明の該当項目に初めて「土壌汚染」という用語が登場する。重要事項説明の義務項

目は、宅建主任者にとって宅地建物取引業法における一番厳しい説明義務項目といえる。土壌環境基

準が土対法の運用基準であるため、同基準は生活における環境暴露リスク評価の概念を積極的に導入

しておらず、土地用途別規制も無い。それでも、自然由来重金属は法の対象外となっていたので、自

然由来重金属含有土壌の対応については、現場での運用によって秩序をある程度保つことができた。

しかし、平成 22 年施行の改正法によって、自然由来重金属も法の対象となってしまったことから、汚

染地指定の判断が生活実態と乖離するケースも現れ、現場の混乱を起こしている。厳密に運用すれば、

都市部のほとんどの土地が土壌汚染地扱いされてしまう可能性がある。現状は、法の該当要件がすべ

ての土地になっていないから、この程度の混乱状況にとどまっていると考えた方が現実的であろう。 

このような状況から、現在では、土壌汚染の表面的な概念は不動産業界において定着したといえよ

う。問題点は、土壌汚染をある程度に知っているために、土地取引に混乱が起きていることである。

不動産業の商品である土地について、環境汚染の観点から土壌・地質を精査するという行為自体が、

日本の不動産事業史の中では非常に特殊なケースを除き通常の不動産取引において定着していなかっ

た。よって、ある程度知ったことにより、土壌汚染に対する恐れが増幅している。宅建業法第 47 条（業

務に関する禁止事項）では、土壌汚染等が存在する情報を知り得た場合には、当該情報を故意に告げ

ない又は不実を告げた場合に告知義務違反になる恐れがある。また、宅建業法第 31 条（業務処理の原

則）には、信義誠実義務を業者に課しており、現に大阪アメニティパーク土壌汚染事件では本条を適

用し、関与した業者に行政処分が科されている。この事件は、不動産業界に土壌汚染問題に対する衝

撃をもたらした。その結果、過度な事業リスクへの恐怖を抱き、本質的な生活環境リスク評価を忘れ

てしまった。汚染物質の存在が即、土壌汚染となり、物の瑕疵であるという認識が生まれてしまった

ことに問題がある。このような判断は、あまりにも短絡過ぎている。如何にこれまでの不動産業が商

品としての土地（土壌・地質を含む範囲）に対して正面から向き合っていなかったか、という証明で

もある。しかし、2011 年 3 月 11 日に東北地方太平洋沖地震（Mw9.0）が発生して以降、土地に関する

性質について関心を持つ市民も増えた。市民の意識変化が広く社会に普及し、不動産市場への変化も

少しずつ生じ始めている。 

 

３．法の要求と汚染地取引の実態 

 

<Point> 

①環境法における土対法が求める要求（3 条～5 条）の他に、土地売買を伴うときには、契約法に基づく対応が求めら

れる場合がある。 



2013年 10月 31日 

土壌・地下水汚染対策セミナー 

愛知土壌・地下水汚染対策研究会 

場所：ウィンクあいち（愛知県産業労働センター） 

 3 

②土対法に該当しない土地取引であっても、土壌汚染の状況が認められ、それらを知った事実は買主へ告知すること

が求められる。（契約時の法令と特約条項に注意を払うこと） 

③不利な条件に惑わされそうなときは、第三者機関（公的機関、NPO、非営利団体など）や環境弁護士に相談を。 

④瑕疵担保責任の条件が判例によって明確化されてきている。 

 

 

３－１．売買契約上の瑕疵担保責任 

 

土地の売買などに際して、土対法に準じず自主的に土壌を調査するケースが非常に多い。その結果、

該当物質の基準超過ないしは物質の発見が土地の瑕疵という扱いをするケースが見られる。一方で、

売主・買主双方が、売買契約前に汚染状況を知り得たうえで契約締結されていれば、原則として汚染

状況を織込み済で売買価格を決定しているのであるから、瑕疵とはいえないという解釈論も検討に値

する。このような状況から、使用目的に応じて環境リスク評価と適切な対処をすることが大切になる。

また、契約時に当事者間でどこまで知っているかを明確にして、書面等で残しておくことが大切であ

る。 

⇒瑕疵担保責任については、重要判例（６．）を参照。 

 

また、土対法に関係ない物質の汚染について見れば、ガソリンスタンド等の油汚染やダイオキシン

汚染現場などは同様に問題視されている。総じて、土地の汚染には非常に敏感となっている。 

⇒判例（６．）を参照。 

 

３－２．国土実態にそぐわない土壌品質の要求 

 

買主から土壌汚染が無いことの証明を求められるケースが多い。土壌汚染の定義が土壌環境基準値

以上の数値結果ということであるので、その数値が出た場合、掘削除去を求めるケースが非常に多か

った（今現在も多い傾向にある）。これは、当該物質の残存ゼロを要求するためである。この行動の背

景には、その後の消費者に対するイメージおよび過度な事業リスクの回避としての要求が強いことに

起因する。また、土地の利活用による再開発の工期の関係で、時間が短い掘削除去を安易に選択する

場合もある。さらに、人為汚染ではなく自然由来の基準値超過状況の場合は、知識のある技術者であ

れば、世の中の矛盾に心が苦しめられるであろう。 

加えて、地下水汚染が見られる場合、同様に残存ゼロを要求するが、深度が深く流動する性質や汚

染源の特定が困難であることから、期限までの浄化作業の見通しがつかないケース（将来リスク）も

ある。よって、適切な対応をアドバイスできる専門業者等の選択が重要となっている。 

 

４．不動産業における土地の概念 

 

<Point> 

①日本における不動産の考え方は、私有財産を認めていることから、「土地＝自己の資産」という概念が非常に強い。 
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②不動産市場は、個別性や希少性など他の経済市場とは違う特徴がある。環境問題よりも商売としての価格（収益性）

に着目してしまう傾向にある。 

 

日本における不動産の考え方は、私有財産を認めていることから、「土地＝自己の資産」という概念

が非常に強い。不動産に関わる者が土地という商品についてどこまで見ていたかと考えれば、一般的

には「建物が建つ場所」という感覚が強い。水はけが良いか、造成盛土がきちんとされているかとい

ったことには注意を払うが、地下に環境汚染リスクが存在するという感覚は無かった。開発業者にと

っては、文化埋蔵物のリスクは比較的古くから認識があった。文化埋蔵物発見は文化財保護法による

教育委員会への届出を必要とし、工事の一時中断を意味するから事業リスクとして考えられている。 

不動産市場は、環境問題よりも商売としての価格（収益性）に着目してしまう傾向にある。不動産

取引は基本的に相対取引である。購入希望者がいれば、売買は成立する。よって、「土壌汚染など関係

ない」という取引が都市部で出ている。 

 

＜仮想例＞  １． 土壌汚染のある東京銀座の土地 と 地方銀座の土地 

          （汚染の浄化は問わない）     （浄化を問う） 

２． 土地の希少価値 ＞ 土壌汚染の減少価値 の場合 

   →土壌汚染問題は無視する。 

 

そこに希少性と収益性を見出せば、土壌汚染など関係ないのである。しかし、汚染が発覚して当該

物件において社会に問題視され、当該物件の市場減退を招いた瞬間に誰かが大損をすることになる。

これはバブル経済の構図に似ている。 

 

５．原因者責任が追及しきれないケース 

 

<Point> 

①土対法に関係する場合、所有者責任を採用していることから重金属類の自然堆積（自然由来）や歴史的由来、盛土

由来で事業者の原因者責任の無い浄化を行わされる例もある。日頃の調査が大切。 

②土地所有の新たなリスクである。土地所有時には、事前に地質・地歴調査などを綿密に行い、責任の所在や対応方

法を明らかにする必要性も出ている。 

 

 環境法原則では、本来、汚染者負担の原則（原因者負担の原則）があり、汚染行為者が経済的負担

によって汚染状態の回復を図るという考え方が一般的である。しかし、原因者不明の汚染事例が多く、

この場合の社会的不利益を考えたときに汚染状態を放置している責任を考え、土地所有者の状態責任

を問う場合がある。土対法はこの状態責任の考え方を導入した法である。 

 土地売買の直前期に土壌調査を行う例が圧倒的であるが、厳しい時間制約の中で調査等を要求され

ると、調査会社にとって本来の調査が発揮できない結果もあり得る。また、時間に余裕があれば、低

コストで着実な原位置浄化策を浄化会社が提案することもできる。よって、土地所有の事業者は日頃

の土地の健康診断を行うことも事業運営の中で考えることが、継続的な環境配慮経営や地域の信頼を
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得た事業活動の継続ができることへも繋がるので、検討してほしい。 

 

６．最近の土壌・地下水汚染関連裁判例から見た法的リスク管理 

 

<Point> 

①指定調査機関は汚染調査の信頼要件をクリアさせた業務改善を図ること。 

②基準に基づく瑕疵判断だけではなく、売買後使用目的などを考慮した信義誠実に則った対応をすること。 

③売買においては、土壌汚染が起こり得るという使用履歴があれば、これまでの使用状況をよく説明する必要がある

こと。 

④瑕疵担保責任は善意、無過失が前提。瑕疵担保責任の拡大解釈は判例上終息した。考え方は最判（H22.6.1）以降、

定着しつつある。 

 経年による環境法令の制度変化に伴う遡及の考え方→遡及しない。（取引の安定性確保） 

 契約締結時の環境法制度と基準の有無と遵守の必要性。 

 →これからの問題点･･･契約締結前の調査の信頼性確保。 

  セカンドオピニオンと状態認識の共有化を明確にして、リスクヘッジする必要性。 

傾向要因 1960(S.35)～1970(S.45) 1970(S.45)～1980(S.55) 1980(S.55)～1990(H.2) 1990(H.2)～2000(H.12) 2000(H.12)～

土壌凝固剤による井戸水汚染
の蓋然性

4
ごみ処理施設建設反対根拠に
よる地下水汚染懸念

2
ゴルフ場農薬による水道汚染
懸念

1
産業廃棄物処理場建設反対の根
拠による地下水汚染懸念

1

ごみ処理施設建設反対根拠に
よる地下水汚染懸念

2
最終埋立処理場建設反対の根
拠によるダイオキシン地下水汚
染懸念

1

パイプライン建設反対根拠によ
る地下水汚染懸念

1

自然動物公園建設反対の根拠
による地下水汚染懸念

1

大腸菌による井戸水汚染死
亡事故

1
ミネラルウォーター販売採取水源
の汚染責任

1

上水道水汚染 1
テトラクロロエチレンによる地
下水汚染

1
温泉施設設置起因の塩素イオン
濃度上昇

1

井戸水ヒ素混入による健康被害 1

土地売買による説明責任・瑕疵担
保責任

9

反対根拠

汚染事故

土地取引

地下水汚染関連主要判例の時系列的傾向

※筆者が2013年10月1日時点のLEX/DB TKC法律情報データベースから抽出した地下水汚染に関連する判例30件を基に分類した。  

表―１．地下水汚染関連主要判例の時系列的傾向 

 

 昭和 35（1960）年からの地下水汚染に関連する主要な判例の内容傾向を表－1 にまとめた。ご覧の

とおり、訴訟傾向の要因は嫌悪施設等の建設反対根拠となっている懸念例（実際に汚染が起きている

わけではない）、汚染の事故が発生した例、土地取引に関する例、に集約できる。特に近年は土地取引

絡みの裁判が多いことが特徴である。 

 土壌・地下水汚染の判例数は近年の増加傾向によって、累積してきている。主要な判例等について

は、実務家等が執筆している判例を紹介する書籍や資料等が多く流通されているので、参考にすれば

よい。 
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 ここでは、下級審が多いものの、判決文の中で土壌汚染を判断する場合の重要な判断要素をもつ裁

判例をいくつか紹介する。 

 

横浜地裁平成 18 年 12 月 26 日判決 平成 14（ワ）第 4836 号 損害賠償請求事件 

自動車製造工場廃止に伴う敷地売却において、近隣住民らが工場による汚染物質の流出嫌疑を理由

に損害賠償を請求。裁判では、土壌測定方法の議論が続き、長期化。 

結局、鑑定人による裁判所鑑定を実施。汚染は一部地点の鉛の土壌環境基準超過のみ。 

証拠がないため、住民の訴えについて請求棄却。（控訴棄却） 

 

＜本件事件による汚染調査の信頼要件＞ 

１．土壌、地下水試料の採取過程が調査目的に応じ適正であること。 

２．採取過程から検査に至る過程で、試料が外部的侵襲を加えていないこと。 

３．検査も適正であること。 

紛争を回避するために、上記の状況を客観的に公正に証明する必要がある。 

 

東京地裁平成 14 年 9 月 27 日判決 平成 13 年（ワ）第 19581 号 損害賠償請求事件  

地中にコンクリート基礎やオイルタンク等が埋設されていたことが売買後に判明し、オイルが広範

囲に広がり、土壌汚染が発生したことも瑕疵担保責任に問われるかどうかを争った事件。 

 

土壌汚染の瑕疵は、土壌環境基準に抵触するかしないかだけが瑕疵の判断にはならない。 

取引通念上、通常有すべき性状を欠くか否かにより決定されるべき。 

 

 東京地裁平成 18 年 9 月 5 日判決 平成 15 年（ワ）第 16689 号売買代金返還請求事件 

建設会社が、機械販売会社から買い受けた土地について、土壌汚染が生じていたとして、売買の錯

誤無効による代金の返還を求め、予備的に瑕疵担保責任ないし債務不履行責任に基づき土壌調査及び

土壌浄化費用の賠償等を求め、一部認容した事件。 

 

売主が土壌汚染を発生せしめる蓋然性のある方法で土地の利用をしていた場合には、土壌の来歴や

従前からの利用方法について買主に説明すべき信義則上の付随義務を負うべき場合（説明義務）があ

る。 

 

 最高裁第三小法廷平成 22 年 6 月 1 日判決 平成 21 年（受）第 17 号 土地瑕疵損害賠償請求事件

（足立区）＜重要判例＞ 

 売買契約の目的物である土地の土壌に、売買契約締結後に法令に基づく規制の対象となったふっ素

が基準値を超えて含まれていたことが、民法 570 条にいう瑕疵に当たらないとされた事例。 

 

 売買契約の目的物である土地の土壌に、上記売買契約締結後に法令に基づく規制の対象となったふ

っ素が基準値を超えて含まれていたことは、①上記売買契約締結当時の取引観念上、ふっ素が土壌に



2013年 10月 31日 

土壌・地下水汚染対策セミナー 

愛知土壌・地下水汚染対策研究会 

場所：ウィンクあいち（愛知県産業労働センター） 

 7 

含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認識されておらず、②上記売

買契約の当事者間において、上記土地が備えるべき属性として、その土壌に、ふっ素が含まれていな

いことや、上記売買契約締結当時に有害性が認識されていたか否かにかかわらず、人の健康に係る被

害を生ずるおそれのある一切の物質が含まれていないことが、特に予定されていたとみるべき事情も

うかがわれないなど判示の事情の下においては、民法 570 条にいう瑕疵に当たらない。 

 

※瑕疵担保責任の本質（民集 64 巻 4 号参照） 

１．瑕疵担保責任の基礎には、「保証」の思想があること。 

２．瑕疵の有無は契約適合的な物であるか否かで判断されるべきこと。 

３．瑕疵の判断基準となる知見は契約時の知見によるべきものであること。 

４．瑕疵担保責任は契約当事者の想定外の問題を扱う制度ではないこと。 

 

 東京地裁平成 23 年 1 月 27 日判決 平成 20 年（ワ）第 2606 号 損害賠償請求事件（大田区） 

 原告が、被告から購入した土地に大量の油分が含まれていたとして、被告に対し、瑕疵担保責任に

基づき、処理費用相当額の損害賠償を求めた事案で、本件土地に指導基準を上回る油分が売買契約締

結時に存在したことは明らかであるので、本件土地には瑕疵があるというべきであるところ、本件認

定事実によれば、原告は、本件土地の瑕疵について悪意・有過失であったとして、請求を棄却した事

例。 

 

 瑕疵の有無は油分が大量に存在するか否かで決せられるのではなく、本件指導基準を超える油分が

存在するか否かで判断されるべきであるから、本件油分が「大量」であることを知らず、また、知り

得なかったとしても、瑕疵について悪意・有過失であることを否定することはできない。 

 

７．おわりに（今後の課題） 

 

 2020 年までの課題は、積極的な生活環境リスク評価を踏まえ、土地取引を念頭とした実態的な規制

への法制度整備といえる。その前提として、あらゆる主体が国民に国土を理解する機会を与えること

が大切である。残念ながら教育の世界では、土壌、地質、地盤といった領域や地理といった国土教育

が実質的に絶えてしまっている。大学入試はその一端を担いでしまっており、大学人の末端として責

任を感じている。土壌環境政策については、国土の形成や性質を見れば、現行法制度の矛盾に気が付

くはずである。日本は高度経済成長期以降、その中で得てきた技術や知見の次世代への「継承」を忘

れている。これまであった学校教育も改革の失敗から崩壊してしまい、元に戻すために動き出したば

かりである。 

 このような社会状況の中、土地を所有する事業者等は売買契機ではなく、日頃の土地の健康診断や

環境管理によって、低コストの改善策を見いだすことが事業活動においても重要である。 

 この辺の支援ができる更なる政策や金融支援、指定調査機関である地質事業者の協力やサービスに

よって、自然物である土地を理解したうえでの最善の対応策を関係者間で協議して欲しい。 


