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 ［研究論文要旨］  ［SYNOPSIS］

 　　目的：本研究は住宅の長寿化を重視し，既存戸建住宅

 の質の確保を目指している。中古住宅市場の活発な豪州

 とU．S．A．において，近年急激に普及している住宅の購

 入前検査の内容と現状を捉え，その実効性確立のための

 条件整備の動向を明確にする。また，中古住宅の質と安

 全性に対する買手の関心と，需要者向き住情報の現状を

 把握する。これらを通して，戸建住宅所有者が社会的に

 果たすべき役割と責任，それを支援する社会的条件を探

 り，良質な戸建住宅ストックの増加に有効な指針を得る

 ことが目的である。
 　　研究内容と方法：本研究内容は，第1に住宅購入前検

 査について，仕組み，担い手，社会的位置づけ，買手の

 関心などを多面的に分析する。第2に需要者向き住情報

 に関する買手の利用状況と，買手を支援する住情報の現

 状を捉える。

 　　豪州はクイーンズランド州ブリスベン市，U．S．A．は

 カリフォルニア州フレズノ市を対象地域に選び，両市で

 1997年8～12月に次の6種類の調査を実施し，比較した。

 ①不動産業者と州・市の関連機関への面接調査，②住宅

 検査事務所と金融機関への電話調査，③需要者へのアン

 ケート調査（豪州は有効291件の訪問面接調査，U．S．A．

 は有効100件の訪問配付郵送回収調査），④住宅検査実施

 事例調査（7件），⑤需要者向け住情報講座への参加・

 観察調査，⑥検査報告書事例と住情報資料収集。

 　　結果：佳宅購入前検査は，敷地・建物・設備について

 簡単な道具を使用して視覚的に行う。報告書では不良個

 所や改善・補修すべき個所を指摘し，買手に購入決定の

 ための判断情報を提供し，契約解消権と価格や補修の交

 渉権に根拠を与える。また，住宅の売買契約トラブルを

 避け，買手に住宅全体の現況を知ることの重要性を再認

 識させ，購入後に買手が補修や改善の具体的計画を立て

 やすくするなど，既存住宅の質確保に有益だといえる。

 な．お，U．S．A．では豪州より住宅購入前検査という新業

 種の発展を促す条件整備が進んでいる。

 　　　　Purpose：It　is　becoming　recognized　the　potencia1
 benefits　of　maintainig　houses　in　a　safe　condition，and　of
 optimising　thier longevity．This　study　aims　to　create　a　culture
 where　this　is　realized　in　Japan，In　the　U．S．A．and　Australia，
 the　market　for‘used’houses　is　active．Pre－purchase　home
 inspections　are　rapidly　becoming　common　as　a　means　for
 checking on the quality  of these 'used’houses, rior  to
 resale．These　inspections　identify　possib1e　defects　or　major
 costs　for　maintaining　the　safety　and longevity　of　the　homes．
 This　study　clarifies　the　process　of　Pre－purchase　home
 inspections，　and　considers　how　thier　effectiveness　is
 established．From　the　study，we　aim　to　find　out　the　social role
 and　responsibi1ity　of　owners／occupiers　of　detached　houses
 and　the　conditions　which　support　them，The　purpose　of　the
 study then，is to estublish useful guidelines for increasing
 used housing stock in good condition, in Japan－
 　　　　Method：This　study　firstly　analyses　the　processes　of
 Pre- purchase home inspections from the buryers point of
 view，　and　clarifies　the　effectiveness　of　this　process．
 Second1y，it　analyses　the　usage　housing　information　for
 buyers　and how this　infomation　is being　offered．
 　　　　We　perfo㎜ed　six　data　col1ection　activities　in　the　two
 locations　of　Brisbane（Austraha）and　Fresno（U．S．A．）from
 August　to　December　of 1997．These　were：1）Interviews　with
 Realtors　and　officia1s　in　city　and　state　govement；2）
 te1ephone　surveys　of　pre－puchase－home－inspection　offices，
 banks，and　insurance　companies；3）questiomaires　to
 consumers（Australia－291　samples；U．S．A．-100samples）；
 4）case　studies　of　the　pre－purchase　home　inspection　process
 （7samples）；5）participation　in　D.I.Y（Do　it　Yourself
 workshops；and6）collection　of　inspection　reports　and　of
 marteria1s　on　housing　infomation．
 　　　　　Conc1usion　：Pre－Purchase　home　inspections　are
 typically utilised by home buyers to evaluate the land,the
 house，the　utilities　and　appliances，visua11y　using　simp1e
 tools．The　comprehensive　inspection　detai1s　features　such　as
 defects，improvements　and　makes　recommendations　for
 repairs. It offers information which assists with decision
 making　by　the　potentialbuyer，giving　the　right　to　withdraw，
 or　to　negotiate　the　cost　of　repairs　with　the　seller．By
 Performing this inspection , potential problems related to
 buying and selling aspects of the contract cam be avoided, and
 buyers　are　informed　about　the　condition　of　the　house．
 Therefore，pre－purchase　home　inspection　has　utility　in
 maintaining　the　quality　of‘used’housing　stock．

－201－



 研’究No．9718
 佳宅総合研究財団
 研  究  年  報No．251998

 戸建中古住宅の質確保に関する研究

 ―豪州とU．S．A．の住宅購入前検査と住情報―

 主査　　中野　迪代＊１

 委員　　一棟　宏子＊2

 　　　　　　ドナ・ペンダーガスト＊3

 キーワード：1）プリパーチャス・インスペクション，2）メンテナンス，

 　　　　　　　3）自己責任，4）中古住宅市場，5）長寿化，6）社会的

 　　　　　　　住宅管理，7）住情報源，8）検査報告書，9）売買契約，

 　　　　　　　10）不良個所

 1．研究の目的

 　住宅を安全で快適に長期間使用していく「住宅の長寿

 化」には，①地球および社会環境を守ることを優先させ

 る環境保全型の生活様式を再考させ，その定着に貢献す

 る，②住宅という社会財の蓄積を質量とも促進させる，

 ③その地域の文化を漸進的に継承しやすくする，という

 3つの大きな意義がある。その実現には，住宅ストック

 の適宜適切な維持管理が必須であり，健全な中古住宅市

 場の存在が密接に関係している。

 　本研究では，住宅の長寿化の意義を重視し，既存戸建

 住宅の質の確保を目指して，中古住宅市場の活発な豪州

 （以下，文中では豪と表す）とU．S．A．（以下，文中で

 は米と表す）において，①近年普及している住宅の購入

 前検査の内容と現状を把握し，実効性確立のための条件

 整備の動向を明確にする，②中古住宅の質と安全性に対

 する買手（需要者）の関心と，③需要者向き住情報の現

 状を把握することを目的としている。これらを通して，

 戸建住宅所有者が社会的に果たすべき役割と責任，それ

 を支援する社会的条件を探り，良質な戸建住宅ストック

 の増加に有効な指針を得たい。

 り，②木造戸建住宅が多く，③歴史的住宅地と新興住宅

 地が併存し，④州機関が置かれ，⑤周辺地域の中心的な

 市で，⑥人口規模に大差がない地域から選んだ。調査年

 月は豪・米ともに1997年8～12月を中心として，豪は

 1996年8月，1998年5月，1998年8月に，米は1996年11

 月と1998年9月に補足的な調査を行った。具体的な調査

 方法と内容は2．2～2．7のとおりである。

 2．2不動産業者や関連行政機関への訪問面接調査

 　表2－1に示す機関や業者に対して1997年8～9月と

 1998年8～9月に訪問面接調査を実施した。

 表2－1 訪問面接調査対象リスト

 竈州

 2．研究内容と調査概要

 2．1研究内容と方法

 　本研究内容は大きく2つに分けられる。第1は，住宅

 購入前検査について，その仕組み，担い手，社会的位置

 づけおよび買手（需要者）の関心などを多面的に分析す

 る。第2は，需要者向き住情報に関する買手（需要者）

 の利用状況と買手（需要者）を支援する住情報の現状を

 捉えることである。豪はクイーンズランド州ブリスベン

 市，米はカリフォルニア州フレズノ市を調査対象地域に

 選定し，6種類の調査を両市において実施し，比較した。

 調査地は，①住宅購入前検査が近年急速に注目されてお

 ・B．B．C．（Brisban6City　Councils）
 Dopt．of　Devolopmont　and
 Planning．Biulding　Su～iccs
 8ranch，Contr210而ce
 ・B．B．C．D6pt．of　D6v61opm8nt　and
 planning，Biulding　Su（’ic6s
 Branch．Ch6n11sid6Building
 Su～6yors’O価1co
 ’Q．B．S．A．（Que6nsland　Building
 Su（’ic6s　Authority）
 ・Australian　lnstitutc　of
 Bui■ding　Su～oyors
 ・不動産業者　2件
 ・住宅購入前検査士　2件

 米国
 ・Stato　of　Ca1ifomia．Dopt．of
 Contractors　Statc　Lic6nso　lヨord
 ・City　of　Fr6sno．Dev61opm8nt　Dopt一■
 Building＆Sa代y　So～ic8s　Division
 ・County　of　Frosno，Public　Works＆
 Dovelopment　Se～ices　D6pt・。
 Community　D6v61oPm8nt　Division
 ・Th6Fr6sno　Be6（Nowspapor）
 ・Hom80epot　Fr6sno．Workshop　pa汽
 ・1．T．A．（lnsp8ction　Training）
 Associat6s
 ・不動産業者　2件
 ・住宅購入前検査士　5件
 ・不動産艦定士1件

 　調査内容は，①住宅購入前検査に対する不動産業者や

 関連行政機関の対応と，検査士養成機関や関連機関の情

 報について，②需要者向き住情報（住宅の建設，増築・

 改造，売買に関する事前情報と苦情相談など）提供機関

 と情報内容についてである。

 2．3住宅購入前検査事務所および金融機関への電話調査

 　電話調査は，①住宅購入前検査事務所を対象として，

 住宅購入前検査士，事務所，業務の実態および住宅購入

 前検査士資格，組織，養成機関に対する意見を把握する

 ＊1岐阜女子大学　教授
 ＊2大阪樟蔭女子大学　教授  ＊3クイーンズランドエ科大学　講師
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  ための調査と，②金融機関を対象に，融資や保険業務に

  おける住宅購入前検査への対応を探る調査からなる。調

  査は豪・米ともに職業別電話帳を使用して行った。

  　住宅購入前検査事務所の調査は，豪は「The1996

  Brisbane　yeｌｌow　Pages“Buiｌding Consuitams”」の項

  に掲載きれた160杜のうち，広告文として“Building

  Inspector”や“Building　Inspection”を用いた57社を対

  象に，1997年9月に実施し，14社の回答を得た．留守番

  電話や携帯電話にメッセージを残してかけなおす方法や

  調査拒否が多く，同答率は24．4％にとどまった。

  　米は，「The 1997 Valley yellow　Pages“Bllilding＆

  Home　Inspection　Services”」の項に掲載された全30社

  を対象に，1997年9月に実施した。30社のうち10社は既

  に番号が使用されていなかったり，業務内容が変わって

  いて，調査対象は20社となり，10社から回答を得た。回

  答率は50.0％である。

  　金融機関に対する調査も豪・米ともに上述の電話帳を

  使用して，10杜を目標として行った。豪は10社実施でき

  たが，米では時間不足で4社にとどまった。

  2，4住宅購入前検査と住情報に関する需要者調査

  　住宅購人前検査と住情報に関する需要者の行動と意識

  を，調査票によって分析した。

  　豪の調査は，1997年9～10月初旬に，QUT（クイ」

  ンズランド工科大学）の‘Housing’演習受講生による

  訪問面接（一部留め置き）で実施した。配布数349票，

  回収数333票，有効票数291票，有効回収率84，4％である。

  　米の調査は1997年10～12月にフレズノ・パシフイック

  大学の教員の助力で面接配布し郵送回収した。配布数

  200票，回収数103票，有効票数100票，有効回収率50．0％

  である。

  2．5住宅購入前検査の内容と報告書事例の調査

  　住宅購入前検査報告書は1996年8月～1998年9月の間

  に，豪ではブリスベン市とその周辺で5杜，延8件を，

  米ではカリフォルニア州から8社，延9件を収集し，内

  容と報告書の書き方について分析した。

  2．6住宅購入前検査実施事例調査

  　住宅購入前検査の具体的な実施方法を把握するために，

  豪・米両国において，建築後70～80年以上と30～40年経

  過した住宅を選び，各1世帯に協カを依頼した。実際に

  住宅購入前検査士を各国2社雇って，それぞれに建築年

  の異なる2住宅について通常の業務をしてもらい，観察

  とビデオによる調査を実施した。米で1検査が不可能に

  なり，実施件数は豪が延4件，米が延3件であった。

  2．7需要者向き住情報講座への参加・観察調査

  　住情報の1つとして，フレズノ市のTHE　HOME

  DEPPOTで毎週金・土・日に開かれているDIY講座に，

  1997年9月29日に参加するとともに，講師に講座や需要

  者への情報提供について聞き取り調査を行った。

  3. 住宅購入前検査と社会的認知の現状

  3．住宅購入前検査の概要

  　住宅購人前検査（Pre－purchase　Home　Inspection，住

  宅検査と表す）とは，住宅の売買契約に際して，対象と

  なる住宅の外部，内部，設備機器，排水，敷地周りにつ

  いて，主として視覚的に検査し，その現況を報告書にま

  とめて提出する業務である。屋根の上から小屋裏や床下

  まで，簡単な道具や機器を使って表面から詳細に調べる

  が，壁の内部などのように覆われたり，取り付けられて

  いるものを除いてまでは調べない。

  　米では1976年に住宅検査士の組織であるASHI

  　（American　Socjety　of　Home　Inspectors）が発足してお

  り，作宅検査士の存在が確認できる。当時の需要率は1

  ～3％であったが，1987年に情報開示法ができ，住宅の

  売手に適用されると，買手がそれを確認する形で徐々に

  広まった。とくに，ここ5年程は需要が急増しており，

  1997年のASHI統討では，購入住宅の約30％が住宅検査

  をしている 文1)。

  　豪では，使用率90％以上のクイーンズランド不動産協

  会版住宅・住宅地契約書に，1994年11月から住宅検査の

  報許菩（Building Inspection　Reports，報告書と表す）

  の添付の有無を記人する項目が加えられたのが，普及の

  契機といわれる。クイーンズランド州には住宅売買の情

  報開示法はなく，この報告書添付の責任は売手に，買手

  にはその請求権があった。しかし，1996年6月からは報

  告書添付に変えて検査日（Building Inspection Date）

  を書き，当日までに買手が報告書を入手することが契約

  の一条件となり，報告書入手の責任は全面的に買手に移

  った。違法性や重人な欠陥を理由に契約解消をするため

  には，報告書による証明が不可欠である。普及率は40～

  50%といわれている。

  　住宅検査は両国とも，報告書で表面から見た不良個所

  や改善・補修すべき個所を指摘して，買手に購入決定の

  ための判断材料を提供し，契約解消権と価格や補修の交

  渉権に根拠を与えている。依頼主は95％以上買手である。

  3－2　不動産業者，金融機関の対応

  　不動産業者は売買契約トラブルが減るので，両国とも

  買手に積極的に住宅検査を勧め，複数の業者を紹介した

  り，事務所に数社のパンフレットを置いている。

  　金融機関では，米の保険会社が住宅検査を条件にして

  いる。対象は全住宅，または築後5年以上の住宅などと

―－204－



 会社間に差がある。銀行は，両国とも住宅検査を融資条

 件にしていないが，豪では，対象の建築年が古くて融資

 額が多い場合に，評価する人の判断で住宅検査を要求す

 る。米の銀行は住宅検査とは無関係との回答であった。

 3．3行政の対応

 　豪には，住宅検査士に独自の免許や法律はないし，つ

 くる動きもない。しかし，豪・米では，新築や増築・改

 造などほとんどの工事に建設許可と施工検査が義務づけ

 られており，豪はその業務の民間移行（クイーンズラン

 ド州は1998年5月1日開始）にともなって建物検査士免

 許が新設されたため，住宅検査士はこの中に組み込まれ

 る傾向にある。その管轄は州全体の建設業・免許関係，

 需要者教育・保護を統括するQBSA（Queensland &#160;Building

 Services　Authority）である。既存住宅の検査に対する

 法的規制はない。

 　米では，1991年にテキサス州で最初に住宅検査士の公

 的免許が設けられ，1998年9月現在17州に同様の免許が

 ある。大部分は1996年以降に施行され，今後5年間にす

 べての州に広がると予想される。建設許可や施工検査業

 務を民間で行えるのはテネシー州のみで，住宅検査士は

 既存住宅のみを対象に検査する独自の資格である。カリ

 フォルニア州にはまだ住宅検査士の免許はないが，1997

 年に業務の最低基準を規定した法律ができ，検査をした

 住宅を同一事務所が工事をすることは違法となった（前

 述17州も同じ）。

 　両国とも訴訟が増えており，行政機関は需要者に対し

 て，保険に加入している業者を選ぶよう啓蒙している。

 4．住宅購入前検査士および事務所の実態

 4，1　住宅検査士像

 　豪と米で大差はない。8割以上が建設業者の免許所持

 者で，配管工の免許が各1名，豪に無免許が1名，米に

 民間機関の検査士免許所持者が1名いた。建設業の免許

 と経験を生かして自営でき，建設業より需要があると考

 えてこの仕事を始めている。就業5年以内が4～5割と

 多く，11年以上は2割。兼業が豪に1件，米に4件いた。

 4．2住宅検査業務

 　住宅検査業務についても，両国同傾向である。事業規

 模は1人が4～5割，2～3人が4割，4人以上は豪が

 1件，米は2件で，豪の方がやや小規模であった。訴訟

 や事故に備える保険に加入していない業者が1件あった。

 1ヵ月に1人が実施する検査平均件数は約35件，最大60

 件，兼業の場合は3～20件で，1件の所要時間は規模に

 よって1．5～10時間と差があり，平均2～3時間である。

 住宅検査以外に商業建築検査や施工検査，シロアリなど

 の害虫，ラドン，配管，電気などの専門的な検査業務も

 あわせて行っているものが，両国とも約5割あった。

 4．3　住宅検査費用

 　両国に大差はない。基準住宅規模1500～1800f&#8322;で

 ＄140～195（最高＄225，最低＄90），100ft&#8322;増すごとに

 ＄3～25上がる。

 4．4　住宅検査実施率と将来性

 　調査地域の市場で売買する住宅のうち住宅検査を実施

 している割合と，将来性を予想してもらった。現状は，

 豪が4～8割，米が5～9割実施で，大部分が今後も増

 えると答えた。米の実態統計（ASHI）では3割実施と

 なっている。

 5．住宅購入前検査士の資格，組織，養成機関

 5．1　資格，組織，養成機関の実態

 　公的免許の実態は前述した。公的免許制度のない豪や

 米の州では，基本的に誰でも住宅検査業を行える。実際

 には，大部分の住宅検査士は建設業者の免許所持者であ

 る。少数の無資格者は建設工事の経験のみで検査をして

 いる。
 　米にはITA（表2－1参照）のような民間の住宅検査士

 養成機関が多数あり，無資格者を含めた住宅検査業者や

 起業希望者に，業務全般や実技の講座を開き，試験をし

 て，独自の資格を与えている。また，ASHIやNAHI

 （National &#160;Association　of　Home　Inspectors，Inc．）など

 会員5000人程度の住宅検査士を組織する業者団体がある。

 カリフォルニア州では団体組織のCREIA（California

 Real &#160;Es－tate　Inspection　Association）が，住宅検査士の

 基準や免許について州議会に働きかけている。豪には建

 物検査士の公的免許や養成講座，民間組織はあるが，住

 宅検査士の公的免許，民間資格，組織，養成機関はない。

 5．2 資格，組織，養成機関に対する業者の意見

 　電話調査では，両国とも8割が住宅検査士独自の免許

 の必要性を認めている。米では民間の組織や養成機関に

 ついてもよく知っている。両国とも，実務経験が最も重

 要だと述べる検査士が多く，民間の養成機関については

 3割弱がその実効性に疑問を持っていた。

 6．住宅購入前検査に対する需要者の認識

 6．1 回答者像と住宅像

 　表6－1は回答者像と住宅像である。回答者の男女比は

 4：6とほぼ同じだが，平均年齢は豪43．3歳，米47．3歳

 と豪の方がやや若い（図6－1）。就業状態にも差があり，

 常勤は米が14％多く，無職は豪が16％多い。現住宅は両

 国とも木構造が多く，豪は73％，米が85％を占めるが，

 豪は木造外壁とブリックベニヤ外壁がほぼ同率に対して，
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 表6－1 調査回答者および住宅像（米国・豪州）

 …国  翻  米團
 回  1 o  2  1 O  29
 男  40 40． 18 405  外  22 22． 97 33．3 別 女  60 60． 73 59，5 木造スタッ＝1 63 63．O ホ ‡ 夫  40 40、 99 34．0 木造プ1」ツケヘ’ニヤ ‡ ｝ 114 392

 眉 妻  52 52．0 5 51．9 柵 ・ンガ造 4 4．o 52 17．9 性 阜身  7 7．O 30 10．3 造 F～C造  6 60  03
 その他  1．0 10 34  ブロツク造 10 ‡ ‡ 不明  O  0  O．3 鉄骨造  O  o 5 17

 就 常勤  7 71，O 66 57－O 混合  2 20 15 52
 簑 く一ト  16 16．0 45 155 その他  0  O 2 o，7 状 ㍍職  10 10．0 75 25．8 不明  2 20 5 1．7 態 不明  ■■ 3 30 5 17  ワ年未満 25 250 79 271

 年以内 12 12．0 40 13，7 現 8～12年未満 13 13．O 48 16，5 ～7年未満 44 44．O 30 44－7 住 2～22年未溝 20 20．O 63 21．6 7～12年未満 23 23．O 49 16．8 宅 22～32年未満 9 9．0 36 12．4 屠 2～22年未溝 11 11．0 47 16．2 築 32～42年未満 16 16．0 16 5．5 住 22～32年未満 6 6．O 16 5．5 年 42…52年未満 4 40 14 4．8 歴 32～42年未満 2 2，0 3 1．0 数 52年以上 11 110 29 100
 42～52年未満 1 1．0 3 10  不明  2 2．O 6 2．1 52年以上 1 1．O 1 O．3 現 OBで建設 1 1．O 8 2．7 不明  O  O 2 0．7 住 OBが簑春依頼 1 1．O 16 5．5 屹 あり  20 20，0 61 21，0 宅 工務店に依頼 18 18．O 一3 25，1 屠 多分あり 21 210 58 19．9 の 建売住宅馴入 15 15．O 22 7．6 予 ない  48 48－O 31 45．O 聰 中古住宅馴入 64 64．0 フ0 584 定 からない 11 11．0 41 14．1 得 その他  1 1，0 1 O．3 口 あり  81 81．0 215 73．9 法 不明  0  0 1 O．3 経 なし  19 190 73 25．1 OB あり  ‡ ‡ 49 16，8 膿 不明  O  O 3 1．0 証 なし  ‡ ‡ 一42 83．2 、　OBはオーナー’ ■  ‡ま 項目なし、  回 ％

 米は大部分がスタッコ外壁である。　また，築年数42年以

 上の住宅は両国同率だが，豪の方にやや新しい住宅が多

 い。現住宅の取得方法は豪と米で差があり，オーナービ

 ルダーや建設業者が建設した住宅（住宅建設と表す）は

 豪が，建売住宅購入（建売購入と表す）は米の方が多い。

 なお，オーナービルダーとは，所有者が自ら居住する自

 宅に限って，建設業免許がなくても，建設薬務管理をし

 て施工できる制度を使って自宅を建てる人を指し，豪で

 は特別の許可証がいる。

 6，2　中古住宅購入経験，購入手続き，自宅の経歴把握

 　豪・米とも，全世帯の約8割前後，また，住宅新築

 （住宅建設十建売購入）世帯の5割前後が中古住宅購入

 （中古購入と表す）を経験しており，いずれも米の方が

 やや多い（表6－1）。売却経験は両国とも全世帯の6割

 強で，米は現住宅取得方法による差はないが，豪の中古

 購入世帯では住宅新築世帯より売却経験が1．5割少なく，

 米よりも1割強少ない（図6－2）。豪の方が中古住宅間

 の買い替えがやや少ないといえる。購入手続きは，一部

 でも自分で行う人は両国とも2割前後しかおらず，業者

 に任すのが一般的である（図6－3）。自宅の経歴把握の

 程度を，現住宅の書類所持と増築・改造や修繕について，

 中古購入世帯に質問した。書類を所持している世帯は両

 国とも4割強であるが，米は豪よりも増築・改造（48％

 ／66％，以下％は豪／米で表す）や，修繕（38％／53％）

 の経歴をよく知っていた（図6－4，6－5，6－6）。

 6．3 住宅購入前検査の認知度と情報源

 　住宅検査の認知度は両国とも同傾向で6割弱が知って

 おり，3割弱が聞いたことがある。知らない人は約1．5

 割であった（図6－7）。情報源の上位3位は両国とも不

 動産業者，親戚・知人，マスメディアと同じであるが，

 米は不動産業者、親戚・知人に集中しており，豪は米よ

 りも，建築関係役人やショールーム・住宅見本市が情報

 源になっていて，両国間に有意差があった（図6－8）。

 6．4 住宅購入前検査実施と実施しない理由

 　中古住宅購人経験者が住宅検査を実施した率は，米の

 方が多い（46％／63％）。中古住宅居住世帯の場合も同

 傾向であった（49％／67％）（図6－9）。住宅検査をしな

 かった理由については，両国とも「必要ない」と「知ら

 ない」が突出していたが，豪は「必要ない」（45％／

 10・20代　　30代 40代　　　50代　　60代以峰　　不酬
 　　　　　＿二■ニニテメo売■一　■
 　　　　　！・一■・一オ・一ストうリ’ア
 回答者の年齢

 米国中古　N＝64

 竈州中古N＝1TO
 轟列

 図6－1

 0％　　　　20％
 　図6－4

 40％　　　　　60％　　　　　80％　　　　　100％
 現住宅の書類所持

 米目全体N＝100
 　箏簑N＝35
 　中古N＝64
 ■州全体N＝291
 　漸纂N三119
 　中古N＝169

 米国中古　N＝64

 ■州中古N＝170
 堅

 O｝　　　　　　20，　　　　　40完　　　　　60｝　　　　　80，　　　　　100”
 　　　　　　　　1亜～「・ない．■
 図6－2住宅の売却経験

 O％　　　　　　20％　　　　　40％　　　　　60％　　　　　80％
 図6一一5増築・改造経歴把握

 100％

 l1章1……、苧、蔓

 O％　　　　　20％　　　　40％　　　　60％　　　　80％　　　　10〔咄■
 　図6－3　中古住宅購入の手・続き

 米国中古　N：64

 ■州中古N＝170
 轟「

 O％　　　　20％
 　図6－6

 40莞　　　　　60％　　　　　80，‘　　　　100労
 修繕の経歴把握
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 米圓

 ■州
 雷鴛ま；，
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 　　　　図6－7 Pre．の認知度
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 図6－10 Pre．をしなかった理由

 米国全体N：100
 Pro．した人N＝51
 豪州全体N＝291
 Pr6．した人N＝98

 巨麺■1州．

 表6－2 購入する中古住宅の程度×検査で欠陥発見時

 　　　　 &#160; の購入（米国）

 の
 π　1＝ 少し手 分で  入しな 含計
 全なもの しする 理できる い

 分で理でる 13  30  8  4  55
 欠 蓬霧縞1二入つた 44．8 　76．9■一■’一．■一一‘1 88．9 40．0 63．2
 陥  一一一一■■‘．・一■　10 14  6  1  31
 発 なら  　34．5‘i・一一一■■■．． 　35．9’．一一一‘’．一一一 　66．7‘．一一I－1．一一一 　10．O●．一■■■i‘一■■ 　35．6一一一一■一’・I一■一■
 見 土地に価値那あ 8  11  5  1  25
 時 なら  　27．6■一一一’一一一．・ 　28．2’‘・一I　I■’’一一 　55．6■‘一．一一I一■■’ 　10．O1’‘一■■一．’．一 　28．7■’一一一■‘．一■一一一

 ．一1一一一一■’・一一一一1■■■‘一一I の その地墳1こ住みナ 10  22  5  2  39
 剛 いなら  34．5 56．4 55．6 20．0一■1■’一■■■ 　44．8一一■一一’一一一一一■’

 ■ 入 購入しない  8  1  1  5  15
 27．6 2．6  11．1 50．O 17．2

 舗  29  39  9  10  87
 33．3 44，8 10．3 11．5 100．O

 上段　　　下段％ 不明を　く

 表6－3 購入する中古住宅の程度×検査で欠陥発見時

 　　　　 &#160; &#160;の購入（豪州）

 の
 元　1こ 少し手 分で  入しな 合計
 全なもの しする 理できる い

 分で　理でる 47  66  18  11  142
 欠 程度なら‘●■一一一一iii一■．一一I■■一一1一 43．9 72．5 69．2 40．7 56．6
 陥 建物が気1こ入った 26  23  13  1  63
 発 なら  25．3 50．0 3．7  25．1
 見 一一■■一一’一一一1一一一■’‘一一一I1土地1：価値があ 21  29  9  2  61
 時 なら  　19．6一一一．．一一一一I 　31．9■■一一一一一一・11 　7．4．一’．一・一一一’・ 　24．3■’．一■■一’‘．一一一

 ．一一■■一一■‘一一一一．一I一一■■■一 の その地墳に住みナ 25  28  7  4  64
 賄 いなら  　23．4■■・一一一一1I’ 　30．8－1一一一一■’．一一 　26．91一一一一I1・‘．一 　14．8一一‘一1■一一’一一 　25．5一一一．■‘一一一1一・一

 ■■一．●‘■‘一一一一一■■11‘．一一一 入 購入しない  24  3  2  12  41
 22．4 3．3  7．7  44．4 16．3

 口1  10フ  91  26  27  251
 42．6 36．2 10．4 10．8 100．O

 上段　　　下段％ 不明　　く

 両国とも9割弱ある。また，豪の46％，米の55％は少し

 手直ししたり，自分で修理できる程度なら中古購入可能

 と考えており，その率は両国とも「完全に安全なものな

 ら」とする率（43％／33％）より高い。さらに住宅検査

 の結果，欠陥が発見された場合でも，その住宅を購入し

 ない世帯は，両国とも約17％しかおらず，6割前後が自

 分で修理できる程度なら購入すると答えた（表6－2，

 6－3）。

 6．6住宅購入前検査の有益性

 　住宅検査の有益性については，両国とも回答者の約6

 割が「非常に有益」と答え，実際に住宅検査をした人に

 限ると，豪が7割強，米は8割弱に増える。「まあまあ

 有益」と「有益」を加えるといずれも9割以上が有益だ

 と考え，米の住宅検査実施者は全員がその有益性を認め

 ていた（図6－11）。

 0％　　　　　20％　　　　40％　　　　60％　　　　80％　　　　100％
 嗜睡纂責＝驚漂杣＝篶　「

 図6－11 Pre．の有益性

 26％）が，米は「知らない」（22％／39％）が大差をつ

 けて多い、また，「自分でできる」が両国とも1割強

 （13％／12％）あった（図6－10）。

 6．5不良個所発見と購入の関係

 　次の移動で中古住宅を購入する可能性のある世帯は，

 7．中古住宅観

 　中古住宅市場の活況は，住宅需要者の中古住宅に対す

 る意識に左右されると考える。本章では，豪・米の戸建

 住宅所有者の中古住宅観について述べる。調査は，了承

 を得て，（社）住宅生産団体連合会「住宅は社会性を持

 った財」研究会（座長巽和夫京都大学名誉教授）の「生

 活者へのアンケート」の質問項目の一部を，6章の需要

 者調査に組み込んで行い，豪・米の戸建住宅所有者の中

 古住宅観を明確にするために，日本調査結果と比較した。
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7．1 比較する日本調査の概要

　日本調査は，全国の住宅展示場6個所への入場者を対

象に1996年9月に行われた。有効回答数は334件である、

表7－1に日本調査回答者および住宅像を転載しておく。

豪・米調査と日本調査の対象には，男女比の逆転や，

豪・米調査の現住宅がすべて戸健持家で木造の率が高い

などの差がある。築年数は大差ないといえるが，古い住

宅は豪・米の方が多い、日本調査の回答者平均年齢は

39．6歳で，豪・米（43．3歳／47．3歳）と比べてやや若い。

表7－1　日本調査回答者および住宅像

1＝I 334
性 男 200 59．9 木追 126 37．7
別 女 134 40．1｝ 鉄■造 63 18．9
邊 戸建住宅143 42．8造 RC遣＝ 43 12．9
て ＾合住宅120 35．9 その他 3 0．9
方 不明 71 21．3 不明 99 29．6
所 持豪 174 52．1住 5年以ド 56 16．8
有 借家 118 35．3宅 6～10隼 64 19．2
関 その他 4 1．2築 11～20年107 32．O
係 不明 38 11．4年 21年以上84 25．1

左伯1臭籔、右値二％数 不明 2 6．9

7．2　期待耐久年数

　一般的に住宅に期待する耐久年数を聞いた。豪・米と

も最も多いのは100年（35％／24％），次に50年（17％／

21％），80年（13％／16％），60年（11％／15％）と同順

位であり，全体の分布状態もほぼ同傾向である、しかし，

米は上4位間の差は小さいが，豪は回答者の1／3以上

が100年を期待して2位以下と大差があり，また，200年

以上も約1割いる。したがって，100年以上を期待する

人は米が28％に対して，豪は44％とより長い耐久年数を

期待しており，平均期待耐久年数も豪が84．3年，米が

71．7年と，豪の方が長い。なお，住宅新築世帯と中古購

入世帯では，両国とも中古購人世帯の期待耐久年数の方

が長くなる。

　日本の場合は50年が37％で最も多く，次は30年28％，

100年12％と続き，豪・米に多い100年以上を期待する人

は13％にすぎない。また，日本では30年以下を期待する

人が37％を占めるが，豪・米はわずかに8％以下である。

日本の回答者が住宅に期待する平均耐久年数は48．4年と，

豪・米の57～68％の長さしかない（図7－1）、

7．3住宅購入時の転売考慮

　豪・米とも住宅を購入する際に，将来売るときのこと

を「非常に考える」（45％／34％）と，「少し考える」

（44％／60％）人の合計は，実に9割前後になる。豪の

方が「非常に考える」率がやや高い。両国とも現住宅の

取得方法（住宅新築，中古購人別）による差はみられな

かった。

　豪・米では過去5年以内の転居が約半数，その内2回

以上が15～28％あり，今後10年間に転居する可能性も4

割が「ある」と考えている。このような転居率の高さが

調査結果に反映しているといえる。

　一方，日本では「非常に考える」がわずか7％，「少

し考える」が28％と，住宅購入時に転売を考える人が35％，

「あまり考えない」28％，「全く考えない」12％と転売

を考えない人が40％で，意見が二分している（図7－2）。

7．4　中古住宅の資産価値

　「土地には資産価値があるが，中古住宅にはほとんど

ない」という意見に同調する人は豪29％，米17％，この

意見に否定的な人は豪が62％，米が81％と，両国とも中

古住宅にも資産価値があるという考えが明確である。し

かし，米の方がその傾向が顕著で，中古住宅の資産価値

をより強く意識しており，両国間に有意差が認められた。

両国とも現作宅の収得方法別（住宅新築，中古購入別）

でも，全体と同傾向で差はみられない。

　日本の場合は豪・米とは逆の評価となり，この意見に

賛成が48％，反対が31％と土地の資産価値を重視する考

えが多数派であった（図7－3）。

　豪・米には，前述のように約8割が中古住宅の購入経

験を，6割強が住宅の売却経験を持ち，相当古い中古住

宅にも担保価値が認められているなど，中古住宅の価値

を実感できる中古住宅市場がある。また，豪に比べて米

の方が，中古住宅売買経験率が高い。これらの状況が，

日・米・豪それぞれの調査結果の差に現れたと考える。

7．5　メンテナンスによる中古住宅の価値の向上

　「メンテナンスを十分に行えば，住宅の価値は上が

る」という意見に，豪・米とも9割以上が同意し，メン

テナンスの効用を認めている。米ではこの意見に反対す

る人は皆無であった。

　日本の場合も6割がメンテナンスは中古住宅の価値を

上げると考えているが，この意見を強く肯定する率は，

豪が55％，米が46％に対して，日本はわずか6％にすぎ

ない（図7－4）。

　豪・米では，メンテナンスに必要な建築部材や部品の

市場が，一般需要者に対しても建設業者と同等に開かれ

ており，豪には古材の流通市場も身近にある。DIYでこ

まめに補修をしたり，住みながら中古住宅を蘇らして売

る例にもよく遭遇する。したがって，両国ではメンテナ

ンスの効用は当然視されているといえる。

7．6　中古住宅の帰属性

　「誰が住んでいたかわからない中古住宅は，価格が安

くても嫌だ」という意見に，豪の66％，米の80％が「嫌

ではない」と反対し，賛成派は豪14％，米9％とわずか

であった。両国とも「嫌ではない」が大勢を占めるが，

米の方が高率である。しかし，「全然嫌ではない」と強

く否定する率は豪が44％で，米の34％を上回り，両国間
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1叢は宥意差がある。両国とも現住宅の取得方法別朧宅

新築，中古購入別）でも全体と尚傾陶で，差は鞍か欝た覇

　欝本の場合は34％がこの意兇に賛成し，3人に！人は

中書住宅に誰かのお霞という感じを持ち，安くても購入

したくないと考えている．しかし，r嫌ではな騨」派も

4翻おむ，わずかではあるが賛成派を上漏る。豪・米と

は大差があるが将叢良質の中古住宅が増加すれぱ，中搬

住宅を嫌ではない人も増えると期待できる（図7一鋤．

　豪・米の麟答者は葡述したように，曝翻前後が現在中

古購入層で，婁割前後に中古住宅購入経験がある．また，

約懲割は次の住宅として申宵住宅を購入する町能性があ

るが，その半数前後は多少の補修個所を容認すると圃答

してい愚。これは，住宅を所翁者個人は帰属させず，そ

の住宅の持つ性能を欝禰して，補修・改善をしながら住

み継いでいこうとする姿勢の現れといえる．
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あることを確認し弊検査蝿蘇1の現状覇叢巻行うぬ州の建

築基難法に愈致しているか，菟た状況が斑好か，安全に

機能しているかなどが判断され1る．設計麟轡や住宅記録

簿を調べたゆ，撫轟行政機関に問い倉わせたむ，電蔵工

事や醗管工事などの専門的な部位の詳細検査はしないの

で，この検査には制約や限界のある菰とを開記し，奪門

的な詳細検査を推奨して，訴訟に対して防備している盤

　検嶽部位は，敷地状況．欄，屋根．小屋裏，床下，外

装，各室内装，建莫，禽所・浴議・洗濯塞の設備，給湯

・暖冷房・排水・瀦囎・電気配線（トラブルの蒋無の

み）などが一般的だが，その検査細願は事務所に議って

大差があむ，入手した中には約㊥OO項羅のものもあ燈た欝

　報告書の書式纏つ獅ても，認述式，コード式，塞形式，

それらの混禽式などと様寿である。コード武の段階は

「良い」ド適当」「悪い」r該当無し」が多いが，膿段階

のものもあった彌不良個所のある項懲には罵メントを欝

くが，その質，量撫もは差が大愚》㌔ごメントには損傷

の程度と説明の他に，尊門象への依頼を勧め，その緊急

麓癒X露月後などと指摘した勧，～般注意事項や点検の

時期を承したりする．譲た，褒現方法にも様々な工夫が

みもれた．報告書の枚数鶴，2－3枚から⑳枚を超すも

の戴で多様である．米では業者鐡体や教育機関嶽どが，

報告書の欝式を商晶として販売してお鯵，豪よりも詳し

いものが多い．
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敏僅宅購入購検査の内容と報告：欝灘1

　住宅検査は簡単な道具と計測機器を灘いて，主として

視覚的方法で，敷地境界線内とそこ1に建つ建物が健全で

黛住宅購入前検査実施箏例調査

　豪・米それぞれ婁業者に依頼して，僚宅検査の異体的

な手順やや鯵方を把握した。表9一薫は検鷹婁施住宅の概

要であ愚瀞豪・栄とも各慧件で，豪は建築後A一鋤3年

と鷺一諺年経過，米はC一釧年とD－46年それぞれ経過

した住宅である。住宅検査は延7件を実施した．

　3業者は，敷地周辺一・建物外蔀一窒内とマニ轟アルど

おりに進んだが，豪の1業者は小麗裏かも始め吟室内嘩

建物外部陣敷地懸辺と逆の順序であった．米の業者は騰

根を最初に行い，最後に藩替えてマスタを藩け，潔下と

騰根裏を調べた（写翼嚢一わ轟i蒙では高床式の住宅であ

ったため，床下は敷地周むの次に建物外部の一一部として

調べ響慶根もその続窓に検査した熱小騰裏の検査にも簡

単なマスクを藩けただけであった．塞内は天井，床，ド

アー，窓，造り付けの家具を，触ったり，叩いた勢，動

叢勲一肇検盗鍵施住宅の概要
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 かしたりして隅々まで丁寧に調べ，照明やコンセント，

 台所設備，換気扇や暖冷房機などは，簡単な討測器など

 を使って点検した。水回りは水を流して給排水とタイル

 などを丁寧に見，木部はとくにシロアリの可能性に注意

 していた（写真9－2）。依頼主への説明は，3業者はそ

 の都度，1業者はすべて終わってから行い，報告書は1

 業者は検査完了時に，3業者は2～3日後に渡された。

 書式はすべて記述式だが，豪の1業者はコード付き，米

 の1業者は不良個所の写真付きで，枚数は3業者が10～

 20枚，米の1業者は4枚と極めて簡単であった。

 写真9－1 マスクを着けて　　写真9－2 高床部の検査

 　　　　 &#160; &#160; 床下検査

 まあ口要

 　豪・米を比べると，豪では傾斜地が多いため，擁壁，

 高床の柱や柵，樹木類など敷地関係の検査が，米では

 種々の簡単な機器を使って，設備機器類の検査が重視さ

 れているようにみえ，米の方がより商業的であった。

 10．住情報に関する需要者調査

 10．1　住宅に関する重視事項

 　住宅のどの側面を重視するかで，居住者の住宅に対す

 る見方の違いを，米と豪で比較検討した（図10－1）。

 「非常に重要」「かなり重要」をみると，両固とも工事

 の質，構造をあげ，住宅そのものの質を最も重視してい

 ることがわかる。次いで，米が近隣関係や周囲の環境，

 住宅価格を重視しているのに対し，豪では住宅価格，立

 地，維持管理のしやすさ，安全性が確認できることをあ

 げて，住宅の見方に若干違いが認められた。豪では治安

 の良さが周囲の環境や近隣関係よりも，住宅そのものに

 関心を寄せる傾向に反映されているといえる、

 10．2　住情報の利用実態とその有効性

 　「住宅の売買」，「改装」，「住宅を借りる」，「自宅を貸

 す」と4つの局面における情報の利用実態をみた（図10

 －2）。

 　「住宅の売買」には不動産業者，マスメディア，モデ

 ルハウス・オープンハウスの利用率が高い。米では親戚

 　知人の情報も多い。「改装」には住宅雑誌・本，ショ

 ールーム，パンフレット・カタログが．主に利用され，豪

 　　　柱宅の立地
 学校・職場までの距託

 　近陵の治安と静け．さ
 　まわりの住宅の状態
 　　　　隣人関係
 　　　　庭の広さ
 　　建築工〕の賃
 　　　住宅のむ遺
 　　外齪・建築様式
 　　　　寝室歓
 　　　　閻取り
 　インテリアの状態
 メンテナンスのしやすさ
 　賃貸・転売の価値
 　　　往宅の価格
 安全性が確認ができる

 　　　　　　0　　　　　　20　　　　　40　　　　　60　　　　　　80　　　　　100％
 口どちらでもない口あまり重要でない圓重要でない国全く重暮でない■不明

 　　　　　　　　　　　　　　　上段は米国　下段は竈州
 　　　　　　図10－1住宅の重要度

 80％

 60

 40
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 0

 家の改装

 一■寸一一米8
 →一一■州■

 40％

 30

 20

 10

 0
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 80
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 40
 20

 　0

 家を借りるとき

 　　十米国． 　　十’州　　　「

 家の売貫

 　　十米目　．．　．．．
 　　一トー一■州

 　　　　　　　　　　＿．一．　　　　　　」

 ㍗箏抑ゲ

 図10－2生活の各局面における住情報の利用実態（一部略）

 では建築家・建設業からも情報を得ている。「住宅を借

 りる」場合，マスメデイア，親戚・知人がよく利用され

 ている。豪は不動産者が多いが，米ではほとんど利用さ

 れていない。「自宅を貸す」ケースは少ないが，貸す場

 合は親戚・知人，マスメデイアが利用されている。不動

 産業者は豪の利用率が高いのが特微である。なお，今ま

 で「利用したことがない情報源」として，両国とも役人

 関係，建築家・建設業をあげ，とくに，米の利用が少な

 い。一方，豪では親戚・知人の情報利用が少なく，住情

 報の利用実態に．違いがみられる。情報源の有効性につい

 て，「住宅の売買」では不動産業者の情報が最も高く評
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図10－3売買に役立つと思われる情報

1．立地・敦地・玩幻

二二二二；；二皿　■コ

5一防音・醐

ニニニI二三1曇；二］

100％
80

60

40

20

　0

・■“・・●州　　　　　　　　　　　　・・

　　ズ　　お
　考　4グ
ー

　図10－5将来必要となると思われる情報

9．讐持管理

60％

40

20

0

．名ぎ

80％

60

40

20

0

2．外団

ニニ■二三三：｛ニコニ：％
6．材料

0

　　　“　　　　　　　　　　　40

叶　　　　　　　　　　　　　　　　20

　　　　　　　　　　　　　　0

　　　　　中宗■
　　　　　・一・‘1・・・…　○州

尺叫ワ ！＼
～　、

7．籔O・U器システム

10．価格・回一ン・契約・手竈き

100％
80

60

40

20

　0

3．悶取り

十糸■
・一｛一一一‘■”

80％
　　　　　　　　“　　　ヤ宗■
60　　　　一山一　　　　一一斗一○川I

40

21

ノ怒似
㍗ダ　←’

60％

40

20

0

守米●
■一“■一一i○州

夕終

11．工疵盾・邊纂豪・インテリアテ．サ．イナー

図10－4

11・■一，”皿’　　円＾E｝、
80％6040200λ1一

〆

トピック別惰報の有益性（一部略）

価され，次いで米ではモデルハウス，親戚・知人，マス

メディアを，豪ではオークション，マスメディアを役立

つと評価している（図10－3）。

10．3事柄別に見た情報源の有益性評価

　知りたい事柄について，どの情報源が有益であるかを

尋ねた（図10－4）。全般に「立地，敷地，環境」「価

格・ローン・契約・手続き」は，不動産業者が有益と評

価されている。「材料」「構造」「修理」「防音・断熱」な

と㍉性能に関する情報や「建設業・建築家・インテリアデ

ザイナー」の情報は，専門家である建築家・建設業が有

益とされている。「問取り」「インテリアデザイン」「外

観」「設備・機器」の場合はモデルハウス，ショールー

ム，住宅雑誌，カタログ・パンフレットがあげられてい

る。

　米では，不動産業者，モデルハウス，親戚・知人等

「人を介した情報」が役立つとみているのに比べ，豪で

はマスメディア，住宅雑誌，ショールーム，カタログ等

「刊行物」情報を有益と評価しているのが特徴である。

10．4将釆必要になると恩われる情報

　中古住宅について今後必要になると思われる情報12項

目をあげ，その二一ズを尋ねた（図10－5）。両国とも最

も二一ズが高かった情報は「価格・ローン・契約・手続

き」で，過半数を占めている。次いで，「インテリアデ

ザイン・住宅改善」「景観・外観」「必要な情報が得られ

る場所」等の情報が求められている。米では「価格」

「インテリア」「景観」等に二一ズがやや集中している

のに比べ，豪の方が住宅について幅広く情報が求められ

ているように見受けられる。

11．需要者向き住情報，講座と相談機関

　需要者を対象とした住情報の提供と相談機関について，

米で得られた結果を中心に述べる。
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  11．1　Fresno　countyのCommunity　Development

  　　　Divisionにおける住情報の実態と役割

  　この部署の主な役割はHousing Rehabilitationプログ

  ラムの推進である。すなわち，低所得層の持家家主／借

  家貸主を対象に，住宅の質向上を目的として住宅改善の

  際に無利子で資金を貸し付ける。貸し付け金額はマネジ

  ャーの判断で決定，契約と計画をチェックし，支払い能

  力が検討される。1日約30人が相談にくる。ここでは，

  資金面を優先するが，積極的に補修，改造の見積もりや

  材料，施工についてのアドバイスを行っていた。

  11．2　ホームセンターの実態と役割

  　米では住宅の維持管理や増改築を日曜大工で行うケー

  スが多い。その場合，住民の多くは巨大なスーパーマー

  ケット方式のいわゆるホームセンターで資材を購入する。

  そこでは，日曜大工に必要な建材，設備，工具などあら

  ゆる資材が手に入るだけでなく，実際に工事を進めるた

  めの情報と技術教育を提供する役割も果たしている。そ

  こで，1997年9月にその最大手であるHome　Depotのフ

  レズノ店を訪ね，DIYワークショップに参加，実態につ

  いて観察調査を行った。

  1）workshopのシステムについて

  　Home　Depotは全国で約630店舗。各店舗には経験豊富

  なDIY講座の講師が1人おり，週末には店内で4～7ク

  ラスを受け持つ。クラスは自由参加で無料。

  2）workshopのプログラム

  　タイルの張り方や窓の取り換えなど基本的な内容を繰

  り返し教えるプログラムと，季節で需要が増すものを組

  み合わせている。基礎技術を教え，応用編としてビデオ

  の使用を勧めている。講師はプログラム編成や関連図

  書・ビデオ売場も担当している。

  　子どものDIYクラスは，4～10歳くらいが中心，男女

  比はほぼ半々。巣箱づくりなど様々な材料を使い，創造

  的な自由な発想で面白いものをつくる。子どものうちの

  経験が，大人のDIYを促進するといえよう。

  3）workshopの役割

  　自分で維持管理や工事をする場合，多種多様な材料・

  設備の中から目的に合うものを的確に選択，施工する技

  術を持つことが前提となる。その情報とノウハウを提供

  する場がホーム・センターの講座の役割である。身近な

  場所で，実際の工事に即して相談できるのが強みで，

  DIYの意欲と実行の促進・維持に役立っていると評価で

  きる。

  12．結語

  　本研究では，戸建中古住宅の質確保という住宅管理の

  面から，住宅購入前検査とその周辺の住情報の現状を多

  角的に明らかにするとともに，住宅購入前検査が戸建中

  古住宅の質確保に実効性のある制度であるかを，戸建住

  宅所有者の管理責任との関連を意識して，豪と米を比較

  しながら分析してきた。

  　住宅購入前検査とその周辺の住情報の現状については，

  ほぼその全容を把握できたと考える。両国とも不動産業

  者が情報の提供者となっており，住宅検査についても不

  動産業者が，主に売買契約上のトラブルを避けるために

  積極的に勧めている。購入者の自己責任が強められるわ

  けだが，同時に購人住宅のおおまかな現況を購入者に知

  らせることができ，かつ売手に補修を要求する根拠にな

  る。購入者はその住宅購入後の管理計画を立てやすくな

  るし，売手にはこの検査が圧力になり，売る住宅の質を

  ある程度の基準にあげようとするであろう。住宅検査実

  施者も7～8割は検査が有益だと考えており，住宅検査

  は戸建中古住宅の質確保に実効性のある制度だといえる。

  　豪と米では住宅検査の社会的位置づけや住情報源に差

  がある。米には住宅の売手に情報開示が課せられており，

  住宅検査にはそれを確認する役割がある。この業務の存

  在意義が豪より強く，住宅産業の新業種として急速に発

  展している。州政府もそれに対応して，新しい免許制度

  と法体系をつくりつつある。豪ではいまだに隙間産業的

  存在といえる。なお，両国とも業者間の技術と経験に差

  があり，訴訟が多くなっている。訴訟の対応に追われて

  やめる事務所も多く，ASHIによると，昨年は会員の1／5

  が入れ替わったといわれる。検査士の質向上と平均化を

  目指した教育と，訴訟に対して業者と需要者両方を支援

  する組織の充実が必要である。今後の研究課題としたい。
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