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　皆さんはスムストックのことをご存じでしょうか。スム
ストックとは、スムストック住宅販売士制度を根幹に据え
た新流通システムのことです。このスムストックの推進母
体が、私ども一般社団法人優良ストック住宅推進協議会
なのです。
　安心して既存住宅が買える世の中にするため既存住宅
流通市場を変革することをめざし、2008年7月、大手住宅
メーカー 9社グループが参画した任意団体として活動を開
始、2017年10月に一般社団法人へ改組を行い、2020年7
月現在では住宅メーカー10社を正会員とし、その系列流
通会社で構成される106社の準会員と、さらに協議会活動
に賛同、ご協力いただいている4社の賛助会員を擁する一
大組織として現在に至っております。
　協議会の年度末となる2020年6月末で、活動開始から
丸12年が経過し、市場に提供したスムストックの累積棟
数は11,977棟となりましたが、まだまだ社会への認知度は
十分とは言えず、一つひとつ実績を増やすとともに、認知
度向上のための啓発活動に日々積極的に取り組んでいます。

スムストックとは何か
　スムストックとは新流通システムであると述べました
が、どこが新しいシステムなのかもう少し詳しく説明しま
す。一つ目として、〈スムストック住宅販売士〉という協
議会が認定する有資格者が、いわば「目利き」として、そ
の物件を査定評価から販売までを一貫して取り扱うシステ
ムであることです。二つ目として、査定評価にあたっては、
協議会独自のスムストック査定方式を使用しています。三
つ目として、販売にあたっては、評価をした建物価格と土
地価格を明確に分けて表示をして販売活動を行います（協

議会の中では「スムストック3手法」と呼んでおります）（図

1）。
　そして、このシステムの中で取り扱う物件は、その認定
にあたり、協議会共通の基準として、①住宅履歴データ
の保有、②50年以上のメンテナンスプログラム、③新耐
震基準レベルの耐震性の保持（「スムストック3原則」と
呼びます）を満たしたものであり、スムストックとはこれ
らの基準を満たし、認定された住宅への協議会共通のブ
ランド名でもあるのです。

スムストックはなぜ必要なのか
　活動を開始した当時、一般的な一戸建て既存住宅の建
物部分の査定評価は、おおむね建築後20年程度で価値が
なくなるというものでした。なぜ20年を建築後経過した
建物が評価されなくなるのか。これには明確な理由はな
く、いわば流通業界の慣習的なものであり、さらに言えば、
建物はあくまでも土地の付帯物であるという考えが横行し
ており、その建物の存在自体が場合によっては土地価値
を下げる要因とさえなっていました。
　また建物価格を評価しない、あるいはできないのは、流
通担当者の建物に対する知識不足も大きな要因の一つで
はないかとも言われています。
　当協議会会員各社が問題視したのは、自分たちが提供
した建物も既存住宅流通市場では一律にこのような取り
扱いを受けてしまうことでした。
　しかし、会員会社の提供する建物は20年程度で価値が
なくなるものではありません。その建物の性能や品質が正
しく評価され、それに見合った価格をお客様にご負担い
ただいている以上、資産としての建物価値を証明すること
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図1　スムストックの概要

も、顧客に対するわれわれの使命であると考え、スムス
トックへの取り組みを開始したわけです。
　このようにスムストックへの取り組みは、いわばCS

（Customer� Satisfaction：顧客満足度）からスタートした
わけですが、これを実現するためには、流通システムの変
革まで行う必要があり、企業の社会的責任へとつながりま
す。これがスムストックの取り組み意義であります。
　最近は、スムストックのシステムとしての優位性や有効
性に着目、また評価をいただいており、このシステムを利
用したスムストック専用ローンやスムストック専用瑕疵保
険のご提供や、フラット35業務提携を実現しております。
　次に、今回のテーマでもある建物評価の新しい手法の一
つとして、活動当初から国交省からも注目され、高評価を
いただいているスムストック査定方式について説明します。

スムストック査定方式とは
　システムの中核をなし、スムストック住宅販売士の武器
とも言えるスムストック査定方式の建物査定式は、右図の
通りのもので（図2）、特許を取得しています。これは増築や
建築後に行われたリフォーム工事、さらには建物の性能を
向上させる工事まで一つの式で評価できる、他に類を見な
い画期的なものです。 図2　「スムストック査定」の計算式

スケルトン（S）の場合を6割とし（S：I＝6：4）、スケルトン（S）の流通耐用年数を 
50年（年率1.8％減価）、インフィル（I）の流通年数を15年（年率6.0％減価）で設定。
また流通耐用年数20年（残価0）の一般木造と比較した。
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　第一の特徴は、査定の基準価格となる建物価格を請負
契約または売買契約金額をベースとし、査定時の建築費
に調整した再調達価格とすること。
　第二の特徴は、その建物価格の60%を構造躯体部分（ス
ケルトン）価格とし50年で償却、40%を内装設備部分（イ
ンフィル）価格とし15年で償却する部位別償却方式を採
用。しかも、その建物が存在している以上、使用価値が
あるとし、それぞれの償却期間が過ぎても10%の残価が
残る評価をしています。
　その他、評価項目はハード面にとどまらず、暮らしやす
さなどのソフト面まで多岐にわたり、あらゆる視点からその
建物を適正に評価できるさまざまな工夫がなされています。
　総体的にまとめると、スムストック査定方式の特徴は、
安全・安心の性能面や快適性を評価でき、何よりも従来
の一般査定が万人受けを第一とし、可能な限り個性（独
自性）を排除する評価姿勢とは異なり、その建物の持つ
特徴を評価、いわば建築主のこだわりを評価できる唯一の
査定方式と言っても過言ではありません。
　この査定式は、活動開始後、すでに3度の改修を行って
います。時代の流れに対応できるよう常に変化をし、適正
な評価ができるように努めているからなのです。
　さて、スムストック査定方式は、新しい評価手法として
一定の評価をいただいてはおりますが、この査定評価が
いかに市場に受け入れられているかが、真の意味で重要
だと考えています。協議会実証データの一つとして、査定
額と成約額との乖離の平均のデータは1%程度であり、こ
の傾向はデータを取り始めてから変わっておりません。こ
れは、ほぼ査定額で成約できている非常に精度の高い査

定方式といえるのではないでしょうか（図3）。スムストック
では建物価格を明示して販売していますが、これは、査
定評価が実際に市場に受け入れられるかどうかを証明す
るためにも必要なことなのです。
　さて、このように査定評価され、成約に至ったスムス
トックの平均像は、築年数18.1年、延べ床面積は128.78㎡、
建物成約額は1,066万円です。その新築時の平均価格は
2,388万円なので、優良な既存住宅を新築時の45%の価格
で市場に提供できたと言えます。さらに、一物件当たりの
リフォーム実施金額は平均279万円で、その価格の44%の
124万円が査定評価に加算されており、そのことが購入者
に受け入れられていることが重要です（図4）。
　また、成約になった物件の建築年数別件数の比率を見
てみると、従来査定では価格がつかなかった築年数21年
以上の物件が約40%を占めており、しかも平均で568万円
の価格がついて成約されたということです。これがスムス
トックの実態なのです（図5）。

図3　スムストックの査定額と成約額の差異と割合（左）、査定額と成約額の分布（右）

図4　リフォーム工事の評価例

ほぼ査定した金額で
顧客に受け入れられている

このようなデータが取れるのは
当協議会だからこそ

実例 1   3年前に120万円の工事
リフォーム加算額　69万円（58%）

（築15年　建物価格1,073万円で成約）

実例 2   9年前に261万円の工事
リフォーム加算額　84万円（32%）

（築26年　建物価格719万円で成約）

実例3  14年前に491万円の工事
リフォーム加算額　55万円（11%）

（築33年　建物価格543万円で成約）
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特集　住宅地の不動産価値

スムストック住宅販売士制度の必要性
　先ほどご紹介したスムストック査定方式があれば、スム
ストック査定が誰でもできると思われるかもしれません
が、実際はそう簡単ではありません。査定にあたり、スム
ストック住宅販売士は、現地だけでなく、住宅履歴の一つ
である設計図書を読み解きます。しかし、住宅メーカーの
営業ならいざ知らず、一般の不動産流通担当営業は設計
図書への知識は皆無と言ってもよく、図面の種別さえ理解
できないのが実状です。
　不動産取引のプロと呼ばれる宅地建物取引士ですら同じ
ような状況なのですが、これは、その名称からくるイメー
ジとは異なり、じつは宅地建物取引士とは、もともと取引
にまつわる法律のプロとしての知識を求められているにす
ぎず、建物自体の知識の取得までは求められていないから
です。しかし、スムストックでは、一定の建物についての
知識や設計上の考え方の理解が評価上必須です。さらに、
各住宅メーカー固有の構造や商品知識も要求されます。だ
からこそ、スムストック住宅販売士が必要となるのです。
　それでは、スムストック住宅販売士とは何かというと、
会員各社所属の宅地建物取引士で、かつ所属する会社の
一定の建物知識や商品知識を習得した者が、協議会が実
施する試験に合格し、さらに協議会指定の研修を受講し
て初めて業務につけるという資格者のことです。すべての
建物知識の習得は難しくとも、所属する会社の建物知識
の習得は可能であるからです。
　従って、現在のところスムストック住宅販売士は、その

所属する会社の建物以外は取り扱いはできません。これ
は協議会としての課題の一つですが、将来的にはスムス
トック住宅販売士が協議会会員会社の物件なら所属会社
以外の物件もすべて取り扱えることができるクロス資格へ
の移行をめざしているものの、まだまだ乗り越えなければ
ならないハードルが多く存在することも事実です。
　もう一つ考えていただきたいのは、適正に評価した結果
で成約されていることです。たとえば、従来なら価格がつ
かなかった築年数21年を超える建物が平均568万円の価
格で成約できたり、適正に評価した結果、通常の査定金
額より高く評価される物件が成約できるのはなぜか、とい
うことです。これは、ひとえにスムストック住宅販売士が、
その持てる所属住宅メーカーの建物知識や商品知識を使
い、その物件の性能面や特徴をきちんと購入者に伝える
ことができるからにほかなりません。これが、スムストッ
ク住宅販売士が必要な理由なのです。

スムストックの挑戦
　今までの説明で、スムストックについて、少しはご理解
いただけたかと思いますが、流通市場に新しい流れをつく
るために、スムストックが何を行ってきたかを述べたいと
思います。
　流通市場の慣習として、取引上で重要視され、めざす
べきものは、「早く、安全で確実な取引」だったと思いま
す。もちろん顧客の立場から言えば、売却希望客はこれ
に「より高く」が、購入希望客は「いいものが適正な価格

図５　築年ごとの成約割合（左）と建物価格の推移（右）

（成約事例集計件数：
  2020年3月までの11,164件）

※東京カンテイ調べ

21~25年：696万円 / 31年以降：343万円

21年以降の建物平均価格は568万円
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で」、が加わるのでしょう。このため、仲介業者は、その
物件に対する引合いをより多く求めるため、査定にあたっ
ては、個性（個別性）を極力排除した「万人受け」を最
重要視し、本来は土地価格と建物価格の別々の資産価格
の単なる合算で構成されるべき一戸建て既存住宅の価格
が、新築建売住宅価格も含めた所在地域の土地建物総額
相場を強く意識した評価となってしまうのです。
　しかし、元来、不動産の商品としての価値は、そのもの
が持つ単一性、特殊性あるいは個性にこそ価値を見出す
べきものであったはずではないでしょうか。販売時のトー
クとして、「この場所で、この建物は、世界でこれ一つし
かない」というものもあったくらいです。
　スムストックは、この本来持っている建物の価値をあり
のままに、適正に評価をするという当たり前のことを行っ
ているに過ぎないのです。建物を個別の資産として評価し
たわけですから、建物と土地の価格を明確に分離表示す
べきだと考えています。土地を購入され、同時に建物を新
築される方も、購入を検討した土地価格に計画した建物
価格を合算して、その結果をもとに購入計画の可否を決
定されています。分離表示も本来は当たり前のこととなる
わけです。
　ところが、この当たり前のことを推進していくのが、じ
つは皆さんの想像以上に大変なことでした。まずはプレイ
ヤーである流通部門への理解を得ることが肝要ですが、
不動産現場の常識や慣習の壁を乗り越えるのには、従来
の業務への考え方やフローを見直さなければならず、じつ
に多くの力と時間が必要となります。いかに手間をかけ
ず、右から左にそのままその物件を動かすかに注力してい
た業務を、あえて、物件の良さを磨きだすためのひと手間
を加える業務に取り組まなければならないからです。ま
た、いわば面倒くさいことを行う業務への取り組みを継続
し定着させるためには強い意志が不可欠で、そのために
はスムストックの意義の真の理解が必須です。だからこ
そ、スムストック住宅販売士制度が必要となるのです。
　一方で、売主買主どちらにもメリットのある、いわばお
客様のために存在する制度のスムストックですが、まずは
スムストックそのものへの顧客の理解も必要で、スムス
トックの意義、特徴をきちんと説明できるスムストック住
販売士の存在がここでも必要となるのです。
　しかし現場では、顧客自身も従来の流通市場の常識に
捉われたり、それぞれ抱えられているご事情により、なか

なかスムストックが理解されず、従来の販売方法での取引
となってしまうことが多々あるのです。ここに挙げたこと
はわれわれが抱える課題の代表的なもので、一つひとつこ
れらの課題を乗り越え、事業推進や啓発に取り組んできた
結果が、先に挙げた12年で11,977件のスムストックなの
です。
　スムストックの拡大は、決して爆発的なものではありま
せん。しかし、そこに真の意義がある以上、いやあるから
こそ、われわれは決して歩みを止めず、着実に前へと進ん
でいきます。この思いは時が経つにつれ、協議会内にしっ
かりと熟成されて来ています。われわれのスムストックの
拡大推進への挑戦は続くのです。

スムストックの可能性
　今、わが国はコロナ禍の中、新しい暮らし方、新しい働
き方が求められています。特に、一挙に浸透したリモート
ワークに代表される新しい働き方により、住まい探しの大
きなファクターの一つだった「通勤の利便性」というニー
ズが緩和される可能性が出てきました。これは一過性のも
のか、限定的なものとなるかはもう少し様子を見なければ
なりませんが、トレンドの一つになることは間違いないで
しょう。この都心から郊外へ、都市から地方へ、Uターン・
Jターン・Iターンなど同様な動きは、過去来トレンドとし
て登場してきましたが、これを実現可能とするために付随
する諸問題により、実現されないケースも多かったと考え
ます。その中でも大きな問題であった仕事面での問題が、
このリモートワークで解決されるなら、大きな後押しには
なるでしょう。
　またこれは、少子高齢化がもたらした空家問題、高齢
者介護問題の解決へつながるかもしれません。最近、要
望が増加してきた親世帯との同居や近居で、親世帯のいる
郊外への近居ケース増加の可能性も広がったと言えます。
　じつは、コロナ禍以前から当協議会では、より積極的に、
その建物の保有する個性に着目した建物価値の評価方法
の模索に取り組み始めていました。ここでいう建物の個性
とは、その建物の建築主が、暮らし方から趣味嗜好にわ
たる住み心地のよさを求めた、いわば、こだわり部分のこ
とです。たとえば、ペットに優しい設備や仕様、海辺の近
くでサーフボード置き場や専用シャワーの設置、車が趣味
の方の作業スペースを持ったビルトインガレージ、リビン
グには薪ストーブ、映画を心置きなく楽しめるシアター
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特集　住宅地の不動産価値

写真1　スムストックは価値ある住まいを価値あるものとして次の家族
へつなぐ、そんな思いを込めた事業コピー（2019年度TVCMより）

ルーム、オーディオルーム、カラオケルーム、ピアノやド
ラムなど楽器をハードに弾くための防音室等々。あるいは
介護用の間取りや設備、仕様もあるでしょう。どれもこれ
も、かなりの費用がかかっていても、不要な人には邪魔で
しかないものです。しかし、同じ嗜好や価値観の方にとっ
ては、そこにこそ価値を見出してくれるはずではないかと
考えたわけです。このように、個性をもきちんと評価する
ことが、これからは重要になっていくと考えています。
　もともとスムストック査定方式は、お客様のこだわりを
評価していると前述しました。これは、こだわりを実現す
るためにかけた費用が含まれた請負契約金額を、そのまま
建物査定評価の基準にしているからです。しかし、より明
確にこれらを評価ポイントとして価格に反映するためには
どうすべきかということについて、われわれは研究を開始
しています。
　さまざまなこだわりを正しく評価するため、まずは購入
希望者が何を求めているのかを探ることを目的に、協議会
ホームページの物件サイトでは、住まい探しのこだわりを
そのままフリーワードで記入いただけるようにし、一方で
売却物件所有者もこだわりをアピールしていただくこと
で、紹介できる物件のマッチングを図れるように機能の強
化を終えております。スムストックの可能性の一つが見え
てきました。
　スムストックは既存住宅が対象です。既存住宅のメリッ
トの一つには耐震性、安全性はその存在自体が証明であ
り、快適性も経験として利用者から聞き取りが可能である
ことが挙げられます。
　もう一つ、先に少し触れましたが、暮らし方やそれを反
映した住宅にまつわるトレンドは繰り返されているという
ことです。スムストックはすべて大手住宅メーカー施工の
ものです。ましてや住宅メーカーはその時代の新しい住ま
いや住まい方を提案、実現してきたわけです。いま求めら

れているトレンドが既存の建物だからこそ、すでに取り入
れられているかもしれません。
　LDKの在り方はトレンドを反映するその象徴ですし、
リモートワークの拡大で急遽求められているワークスペー
スですが、過去に書斎や書斎コーナーを間取りに採り入れ
ることが流行った時代がありました。もちろんリフォーム
で対応することもできるわけですが、設計時から設定され
ているほうが建物にとってよいに越したことはありませ
ん。このように、既存住宅であること自体がスムストック
の可能性の一つであり、スムストックにはわれわれが気付
いてすらいない可能性が多くあるのです。

まとめ
　これからの住まいづくりや住まい探し、そして暮らし
方は「個性」がキーワードとなると考えます。その場所で、
自分らしい暮らし方を楽しめる住まいを求めること、個
性を大事にすることがトレンドの一つとなっていくで
しょう。このように個性を大事にしてつくられた建物の
その個性をきちんと評価をし、それを価値のあるものと
して受け止めてくれる購入希望者にきちんと情報が伝達
できるシステムが必要となっていくでしょう。これを実現
できるものは、今はスムストックしかないとわれわれは
信じています（写真1）。これが、われわれがスムストックを
選択し、その拡大推進に取り組んでいる理由なのです。


