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Ⅰ　借家編

第１　契約締結時の問題

（１）入居申込み時・契約締結時前

①申込金（申込証拠金）と手付金

Ｑ　

　アパートを仲介業者に案内され気に入ったので、業者に言われるがままに申込金５万

円を渡しましたが、妻が反対したため翌日申し込みを撤回し５万円を返してほしいと

言ったところ、「契約解除だから手付金は返せない。放棄してもらう。」と言われまし

た。申込金を返してもらうことはできないのでしょうか。

Ａ

「手付金に充当された」旨の業者の主張は不当なものですから、返還を要求し、返還して

もらって下さい。返還を受けられない場合には、行政庁や関係団体に相談すると良いで

しょう。

１　申し込み金の性質

1)　賃貸物件について、契約締結前に、仲介業者が、入居希望者から賃料の一か月分程

度を「申し込み金」等の名目で預かるということがあります。

この「申し込み金」は、入居希望者が、その物件を「冷やかしでみたわけではな

い。真剣に借りる検討をする意思がある。」ということの証明として、また、申込者

が他に現れた場合の順位の確保の手段として支払われるものであり、手付金の性質を

有するものではないと考えられています。

2)　したがって、手付金ならば没収が考えられますが、単なる申込み証拠金なので、入

居希望者が申し込みをキャンセルした場合には、業者に対して「申し込み金」の返還

を求めることができると解されます。

3)　確かに、貸主や仲介業者とすれば、申込みがあればそこで募集をやめてしまうこと

もあり、一旦なされた申込みがキャンセルされると、損害が発生するという不満があ

るかもしれません。この対処としては、迅速な審査を行い、契約の締結までもってい

くことで損害の発生を防止する以外にないと考えられます。

２　宅建業法施行規則第１６条の１２にも、「宅地建物の相手方等が契約の申し込みの撤

回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと」は許されないと規定
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　されています。

　　したがって、上記設例のように申込金の返還を宅建業者が拒否すれば、宅建業法違反

として行政指導の対象となることは明らかです（「宅地建物取引主任者講習テキスト

（平成１８年３月発行）」７７頁）。

３　かような預かり金を受領したときは、速やかに審査を行い、重要事項を説明し、賃貸

借契約を締結するべきです。

　　また、賃貸借契約の中で、手付解除の条項もきちんと特約をしておくべきです。賃貸

借契約も有償契約ですので、手付解除条項を特約しなくても、民法の手付解除の条項が

適用される余地はあります。しかし、あまり賃貸借契約で手付解除が広く知られている

とは思えませんので、手付金を没収するのであれば、手付解除条項を入れた賃貸借契約

を締結した後でないと、手付金の没収はできないと考えておくべきでしょう。

４　契約締結上の過失

1)　契約締結前にキャンセル等を行い、相手方に損害を与えたような場合、民法の解釈

では、「契約締結上の過失」として、損害賠償請求を行うことができます。

2)　しかし、この契約締結上の過失に基づく損害賠償請求は、あくまで契約締結前の問

題ですので、違約金とか手付没収とかの意味を持つものではなく、あくまで実費の損

害賠償請求とされています。

3)　したがって、設問において、貸主や仲介業者が損害を受けた場合、入居希望者は、

実費の損害賠償義務を負う可能性はあります。しかし、現実問題として、このような

キャンセルで貸主や仲介業者が受ける実損害は、大きくはないものと思われますの

で、あまり賠償請求などして紛争を生じさせない方が賢明と思われます。

【相談のポイント】

１　本件は、契約締結前のキャンセルの問題です。契約締結後入居前のキャンセルについ

ては、別の設問をご参照下さい。

２　上記のように、入居希望者が契約締結上の過失という意味での責任を負う理論的可能

性はありますが、実務では実損害が認められるとは思えませんので、あまり問題としな

い方が良いと思われます。

３　結論として、契約が締結できないうちにキャンセルされた場合には、申込金・預かり

金は全額返金するようにアドバイスした方が良いと思われます。さらに、「原則、契約

締結前にお金を預からない方が良い」とアドバイスすべきものと思われます。

メモ 
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②火災保険を賃借条件として保険加入

Ｑ

　私はアパートのオーナーですが、借主と契約をする際、借主にも保険に加入して貰う

必要がありますか。借主から、「貸主が火災保険に入っていれば借主は保険に入らなく

てもよいのではないか」と反論されないか心配なのですが。

Ａ

貸主が入っている火災保険と借主が入る火災保険では、保険の目的と補償の範囲が異なり

ます。従って、一見無駄のようですが、貸主も借主も保険に加入すべきです。

１　貸主が入る火災保険・借主が入る火災保険

1)  貸主が入る火災保険

　貸主が入る火災保険は、貸主の建物が火災などで損傷したときに建物の損失を補う

保険（建物の火災保険）です。

2)　借主が入る火災保険

　　　これに対し、借主が入る火災保険は、借主の家財が火災で焼失した場合に借主の損

失を補う保険（家財の火災保険）です。

3)　したがって、借主の保険は借主の家財の損失を補填するものですから、貸主が借主

に賃貸借契約で火災保険に入ることを強制するまでもないとも考えられます。

２　借主を加入させる目的は借家人賠償責任担保特約

　　借主に火災保険に加入させる目的は、借主に自分の火災の損失に対する備えをさせる

点にあるのではなく、この火災保険に「借家人賠償責任担保特約」を付けさせて借主の

失火で建物が焼失したときの借主の貸主に対する賠償責任を保険で肩代わりさせる点に

あります。

　　借家人賠償責任担保特約は、純粋な火災保険ではなく、いわゆる賠償責任保険になり

ます。つまり借主が失火等により貸主に対し法律上負うことになる賠償責任を保険会社

が肩代わりすることを目的としております。

３　問題の所在

　　借主の失火などで貸主の建物が全焼した場合、貸主は建物の火災保険に入って入れ

ば、貸主の火災保険から保険金がおります。

　　したがって、貸主が火災保険をかけていれば、借家人が借家人賠償責任担保特約付火

災保険に入る必要がないとも考えられます。

４　借家人賠償責任担保特約を付けさせる理由

　　借主にも、借家人賠償責任担保特約を付けて火災保険に加入させるのは、以下の理由
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　があるからです。

　1)　貸主の保険が一部保険の場合

　　　貸主の火災保険の保険金額が建物の時価よりも低い場合には、通常の火災保険では

契約した保険金額が上限となってしまうため、貸主の損害は火災保険だけでは補填さ

れません。その場合、貸主は、その差額を借主に請求することになります。ところ

が、借主の資力が十分でない場合、貸主は、その差額分の補償を、借主から受けられ

ないことになります。

2)　貸主の保険では補填されない場合

　　①　設備

　　　　原則として貸主の火災保険は建物自体の補償に限られるため、貸主が貸家の中に

備え付けた設備は、補償の対象外になることがあります。

　　②　賃料収入の補填

　　　　火災によって貸主は今後の賃料収入が得られなくなりますが、このような貸主が

得られなかった賃料収入については、火災保険により補填がされません。

　　③　このように、貸主の火災保険では補填されない部分について、貸主に損害が生じ

ないようにするため、借家人賠償責任担保特約付火災保険を借主に加入させる必要

があります。

５　借家人賠償責任担保特約は借家人保護になるか

1)　貸主に保険を払った保険会社からの借主への求償

　　　借主の失火で建物が焼失した場合、貸主が加入している保険会社が建物の火災保険

を貸主に支払うと、その保険会社は貸主が借主に対して有する損害賠償請求権を代位

取得して、借主に請求することができます（商法662条）。

　　　ただ、現在の普通保険約款では「代位求償権不行使条項」があり、保険会社は、故

意又は重過失のある借主に対してのみ求償権を行使することになっています。従っ

て、借主に故意又は重過失がない限り、借主は貸主の保険会社から求償されることは

ありませんので、この点だけ見ると、借主が借家人賠償責任担保特約付火災保険に加

入しなくとも特に不利益がないように見えます。

　　（注）　代位求償権不行使条項

　この条項が付帯された普通保険約款の代位に関する規程により、被保険者が借家人 (賃貸借契

約または使用貸借契約に基づき保険の目的である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人

を含みます。以下同様とします。）に対して有する権利を、保険会社が取得したときは、保険会

社はこれを行使しないものとします。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損

害に対し保険金を支払った場合は、この限りではありません。 
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2)　借主に故意・重過失があった場合

①　故意があった場合

　借家人賠償責任担保特約をつけても、故意に放火した場合には、借主の賠償責任

を保険会社が肩代わりしてくれません。したがって、借主の保護にはなりません

が、故意で火を付けた以上、保護されないことはやむを得ません。

②　重過失があった場合

　借主に重過失があった場合でも、借主の賠償責任を保険会社が肩代わりしてくれ

ます。したがって、貸主の保険が上記の一部保険の場合や、設備の損害、火災によ

り得られなくなった賃料相当額につき、借主は貸主から損害賠償請求されることに

なります。さらに、貸主に保険金を支払った保険会社からも、借主に重過失があれ

ば求償されます。これらの場合に借主が借家人賠償責任担保特約に加入していれ

ば、自分の加入している保険会社が貸主や貸主の保険会社の求償に対し、借主に代

わって支払をしてくれます。この意味では借家人賠償責任担保特約に加入している

ことが借家人の保護にはなります。

3)　まとめ

　　　以上のとおり、貸主が建物の損害全部が賄えるほどの保険に入っており、得べかり

し賃料の損害がないような場合で、かつ、借主に故意、重過失がなければ、借主は、

借家人賠償責任担保特約を付けなくてもよいということになります。

　　　しかし、得べかりし賃料の損害は、常に発生が予想されますので、結論として、借

家人賠償責任担保特約は、借家人の立場から見ても、必ず付けておいておいた方がよ

いと思われます。

６　借家人賠償責任担保特約の限界

　1)　借家以外の部屋も消失させた場合

　　①　借家人賠償責任担保特約は、保険会社の約款の解釈では、借りている部屋について貸主

が被った損害が上限となっています。ある保険会社のホームページでは、「アパートの一

室から火事を出してアパート全体を焼失させてしまった場合、この借家人賠償責任担保特

約で貸主に対し、アパート全体の損害を補填できない」と説明されています。もし、  損害

が借りている戸室以外の戸室にも及んだときは、「個人賠償責任保険を同時に加入してお

けば同一建物内の借用戸室以外への部分や隣接建物の損害についても保険金支払いの対象

となる」と説明されています。従って、火災が起きた場合、保険会社は、借家人賠償責任

担保特約では、借りている部屋の損害しか補填しないという態度を取ると考えておくべき

でしょう。

　　②　借家人の失火による賠償責任の範囲がどこまでかについては､、下記判例があります。
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　　　a.　借主の貸主に対する責任は貸室に限られない。

　　　　　借主の家主に対する賠償範囲は、原則として、借りている部屋に限られず、借

りている部屋と構造上不可分一体である部分に及びます（東京地裁昭和４７年１

２月２０日、大阪地裁昭和５４年３月２６日）。

　　　　　民法の一般的な解釈からは、「相当因果関係の範囲内の損害は借家人が賠償す

る義務」があり、従って、建物全体が燃えてしまえば、原則としては建物全体の

損害賠償をしなければなりません。

　　　b.　例外的に借主の責任は建物全部が燃えてしまっても貸室の損害に限られるとい

う判例。

　　　　　賠償範囲を借りている部屋の損害に限定した判例として、大阪地裁昭和５４年

３月２６日があります。同判例は、借主の具体的な過失が明確にならなかった判

例です。借主保護の見地から、借主の過失を緩やかに解する一方で、損害賠償の

範囲を借りている部屋に限定することでバランスをはかったものと思われます。

したがって、借主の具体的な過失が明確な場合にまで、同裁判例の射程を広げる

のは適切ではありません。

　　③　したがって、過失ある借主が、建物全体の損害について法律上の責任を負う場

合、借家人賠償責任担保特約付火災保険によって支払を受けられず、借家人負担で

賠償責任に応じなければならないことになります。

2)　個人賠償責任保険

したがって、保険会社の解釈に従う限り、アパートのような場合、火を出せば、借

りている部屋以外の部屋も消失してしまうおそれが強いので、借家人賠償責任担保特

約の他に、個人賠償責任保険にも同時に加入しておく必要があります。 

【相談のポイント】

１　賃貸した当初に借主に借家人賠償責任担保特約付火災保険に加入させたものの、更新

時に再契約を確認するのを忘れることがありますので、注意するよう伝えてください。

２　火災等の際には、まず、貸主の火災保険で保険金を取得するようにアドバイスしてく

ださい。そうすれば、上記で説明したとおり、借主に悪意、重過失がなければ、貸主側

の保険会社から借主に対する求償は行われません。

３　貸主の火災保険で補填されない損害について、借家人賠償責任担保特約付火災保険及

び個人賠償責任保険で補填する仕組みを教えてあげて下さい。

４　保険の内容は保険会社ごとに異なりますので、詳細は保険会社の約款に従って下さ

い。
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③アスベスト・耐震問題　（仲介業者の重要事項説明義務）

Ｑ

　賃貸の仲介を頼まれたオフィスビルに、アスベストが使用されている事実が判明した

場合、重要事項説明書にその旨を記載する必要があるのでしょうか。

Ａ

賃貸の仲介において、重要事項説明書にアスベストが使用されているか否かの調査結果を

記載して説明する義務があります。なお、これは売買の仲介においても同様です。

１　重要事項説明義務とは、仲介業者が、売買・賃貸の相手方等に対し、目的物件に関

し、一定の重要な事項について事前に説明する義務をいいます（宅建業法３５条）。ま

た、宅建業法３５条に定められている事項は、いわゆる例示列挙であり、３５条列挙事

由以外の事項であっても、重要な事項については説明義務があるとされています。

２　平成１８年４月２４日、宅地建物取引業法施行規則第１６条の４の２が改正・施行さ

れたことにより、宅地建物取引業者は「建物について、石綿の使用の有無の調査の結果

が記録されているときは、その内容」を重要事項説明書に記載しなければならなくなり

ました。

1)　記載の具体的内容

　　　国土交通省が公表している「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」

（重要事項説明書の書き方の指導書）においては、石綿の使用の有無の調査結果の記

録が保存されているときは、「その内容」として、調査の実施期間、調査の範囲、調

査年月日、石綿の使用の有無及び石綿の使用の箇所を説明することとする。ただし、

調査結果の記録から、これらのうちいずれかが判明しない場合にあっては、売主等に

補足情報の告知を求め、それでもなお判明しないときは、その旨を説明すれば足り

る、とされています。

　また、調査結果の記録から容易に石綿の使用の有無が確認できる場合には、当該調

査結果の記録を別添することも差し支えないとされています。

2)　説明義務の範囲

　　　また、このアスベスト説明義務は、アスベストの調査をしていなければ、全く重要

事項説明書に記載をしなくてよいわけではありません。アスベストの調査がなけれ

ば、｢調査なし｣と記載する必要があります。

　なぜなら、今回の改正の趣旨は、アスベストが使われているか否かの調査がされて

いる建物か否かを購入者に知らしめる点にあるからです。
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（２）契約締結時

①未成年者との契約

Ｑ

　アパートを１８歳の大学生に貸そうと思います。父親は連帯保証人になっても良いと

いっています。父親と入居者本人（大学生の子供）のどちらを借主として契約するのが

よいか、どのような契約方法をとれば良いのでしょうか。

Ａ

１　父親と１８歳の大学生の子供どちらでも契約者にして構いません。ただし、以下の点

に注意して下さい。

1)　１８歳の大学生の子供を借主とする場合、

①　両親の同意を取るか、両親が代理するか、の手続が必要です。

②　父親が連帯保証人になる場合は、父親一人で連帯保証契約ができます。

2)　父親を借主とする場合、

①　賃貸借契約は、父親一人で締結できます。

②　賃料不払いがあった場合に室内の動産類を差し押さえるのは、困難と考えて下さ

い。

3)　上記いずれの場合でも、他にもう一人連帯保証人をつけてもらうかどうかの判断を

する必要があります。

【解説】

１　未成年者との契約

1)　民法上、未成年者（２０歳未満の者）が自ら契約を締結するには、

①　法定代理人の同意を得て未成年者が契約をすることができます（民法５条１

項）。法定代理人は、通常は両親（親権者）であり、両親の同意書をもらえば未成

年者が自ら契約をすることができます（民法８１８条）。

②　契約書の署名欄は、以下のとおり記載します。

住　所　

借　主　甲　野　一　郎（１８歳の大学生）　印

（両親の同意書は、別途作成しても良いし、契約書の特約欄に以下の条項を入れ

て、両親の署名・押印を貰っても良い。）

特約条項　第○条（親権者の同意）

借主甲野一郎の法定代理人親権者父甲野太郎及び母甲野花子は､本契約書により､
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借主甲野一郎が賃貸借契約を締結することに同意いたします。

借主甲野一郎法定代理人親権者

父　　甲　野　太　郎     印

母　　甲　野　花　子     印

③　両親が離婚したり、死別したりして、親権者が一人の場合は、一人の親権者（片

親）の同意があれば、未成年者が自ら契約できます。

④　両親（親権者）がいないときは、未成年後見人が選任されます（民法８３８条１

号）。未成年後見人は一人ですので、この後見人の同意があれば、未成年者が自ら

契約できます。

2)　未成年者（２０歳未満の者）の法定代理人が契約を締結するには、

①　法定代理人が未成年者を代理して契約をすることができます（民法５条１項）。

法定代理人は、通常は両親（親権者）であり、両親が二人で未成年者の代理人とし

て契約をすることになります。

②　契約書の署名欄は、以下のとおり記載します。

住　所　

借　主　甲　野　一　郎（１８歳の大学生）

住　所　

借主甲野一郎法定代理人親権者

父　　甲　野　太　郎     印

母　　甲　野　花　子     印

③　両親が離婚したり、死別したりして、親権者が一人の場合は、一人の親権者（片

親）が代理人として契約をすることになります。

④　両親（親権者）がいないときは、未成年後見人が選任されます（民法８３８条１

号）。未成年後見人は一人ですので、この後見人が代理人として契約をすることに

なります。

3)　父親が借主として契約を締結するには、

①　父親一人が仲介業者の元に来て貰えれば足ります。

②　ただ、以下の特約条項を定め、入居者に制限を設けておくと良いでしょう。

第○条（特約条項）

本件貸室には、借主（父親）は、借主の子供甲野一郎（１８歳の大学生）以外の

者に居住させることはできないものとする。

２　未成年者と契約する場合の注意点

1) 両親が近くにいれば代理で未成年者を借主として、両親を代理人として契約を締結
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　する方法が良いと思われます。その理由は、以下のとおりです。

①　貸家の中には、大学生本人の個人の動産類があります。独立した占有とみなされ

ますので、貸家の中の動産類を差し押さえる必要がある場合には、父親が借主だと

大学生本人には未払い債務が発生しません。

したがって、貸家の中の動産類を差し押さえることはできません。

貸家の中の動産類を差し押さえるには、大学生本人を借主にしておく方が良いで

しょう。

②　両親が遠くにいて、契約に立ち会えないような場合、仲介業者は、借主本人に重

要事項を説明する必要があります。このような場合には、両親から同意書をもらっ

て、大学生の本人に契約をさせることが一番良い方法でしょう。ただし、同意書を

もらうときは、契約書のひな型をつけておいて下さい。

2)　未成年者を借主とする場合でも、父親を借主とする場合でも、結局家賃等の支払責

任を負ってくれるのは、借主となった父親か、連帯保証人となった父親かですから、

結局一人しかいません。

したがって、いずれの場合でも、更に他に一人支払責任を負ってくれる人を付ける

ように工夫する必要があると思います。

①　未成年者を借主とする場合には、父親が連帯保証人、もう一人連帯保証人を付け

てもらう。

②　父親を借主とする場合には、連帯保証人をもう一人付けてもらう。

③　もう一人つける支払責任者は、保証会社を使う等の方法も考えられます。

3)　未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は取り消すことが可能とされて

います（民法５条１項）。

したがって、後で賃貸借契約を取り消されないように、上記の各手続を履行するよ

うに注意して下さい。

【相談のポイント】

１　未成年者自体を借主としても、親を借主としても、それほど結果に差が出るわけでは

ありません。

２　親を借主とすると、子供が債務を負わないことにご注意下さい。ただ、これも厳密に

言えば、子供が契約解除後の不法占拠者になる場合には、子供に賃料相当損害金の支払

い請求をすることができます。

３　親権の共同行使という問題がありますので、片親だけしか同意をもらわなかったり、

代理人としての両親の署名・押印を欠かないように注意してください。

Ⅰ－１０



②連帯保証人の義務の範囲

Ｑ　

１　賃貸借契約が解除されたにもかかわらず、借主が明渡しをしない場合、貸主は、連帯

保証人に対して、借主に代わっての明渡しを請求することはできますか。

２　アパートの賃貸借契約書に「借主が行方不明になったときは借主は連帯保証人に明け

渡し手続き・残置物廃棄処分一切の権限を委任するものとし、連帯保証人は受託するも

のとする」との条項を入れた場合は、連帯保証人に明け渡しを行ってもらうことはでき

ますか。

Ａ　

１　明け渡し義務は借主が負う義務なので、連帯保証人に対して明け渡しを請求すること

は法律上できません。

２　借主が明け渡し手続を連帯保証人に委任する旨の条項は法的には無効と解される可能

性が高いので、この条項を根拠に連帯保証人に対して明け渡しを求めることも困難と考

えられます。

【解説】

１　借主が賃料を支払わなかったり、建物を壊して貸主に損害を与えた場合、貸主は、借

主に対して賃料や損害賠償を請求でき、併せて連帯保証人にも賃料や損害賠償の支払い

を請求することができます。

では、連帯保証人は、借主の債務を連帯保証する立場ですが、賃貸借契約が終了して

いるにも拘わらず、借主が建物から退去しない場合や、借主が行方不明等で連絡が取れ

ない場合に、連帯保証人に対して明け渡しを求めることはできるのでしょうか。

２　保証人（連帯保証人も含む）は、「主たる債務者がその債務を履行しないときに、そ

の履行をする責任を負う」とされています（民法４４６条）。

しかし、ある債務の内容が主債務者にしか実現できないような場合（一身専属的な債

務と呼びます）には、連帯保証人に対して履行を請求することはできません。この場

合、連帯保証人は主債務者が債務不履行により負う損害賠償債務等（金銭債務）の代替

性のある債務についてのみ責任を負うことになります。

例えば、歌手ＡがＸ社との間でコンサートを開催する契約を結び、マネージャーＢが

Ａの債務を連帯保証したという場合、Ｘ社は、Ａが歌を歌わないからといってＢに対し

て代わりに歌うように請求することはできません。Ｘ社は、Ｂに対しては、コンサート

が開かれなかったことによる損害の賠償請求等についてのみ、請求することができま

す。
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３　借主の明け渡し義務についても、借主自身だけが実現可能なものであり、上記のコン

サートの例と同様に考えられます。借主の家財等の所有物は、強制執行を行わない限

り、借主以外が移動・処分することはできないからです。

したがって、貸主は、借主に対しては借家からの家財の撤去・借家の明け渡しを求め

ることができますが、連帯保証人に対しては家財の撤去・借家の明け渡しそのものを求

めることはできません。

もっとも、借主が明渡しをしない場合には、賃料や賃料相当損害金が発生し続けるこ

とになります。この賃料等の支払いは、連帯保証人が保証人として代わって履行できる

性質の債務ですので、貸主はこの賃料等の支払いを連帯保証人に対して請求できます。

４　それでは、契約書で「借主が行方不明になったときは借主は連帯保証人に明け渡し手

続き・残置物廃棄処分一切の権限を委任するものとし、連帯保証人は受託するものとす

る」との条項を入れておけば、連帯保証人が借主の代理人として動産類を撤去すること

はできるのでしょうか。

1)　このような条項は、基本的には無効であると考えておいた方がよいでしょう。

2)　この条項は、契約時に借主が連帯保証人に対して明け渡し手続の委任をするという

ものですが、そもそも借主が契約の締結時にこの条項を十分に理解し、本当に委任を

する意思を持たない限り、この条項は有効とはいえません。

3)　契約時に委任の意思があったといえたとしても、現実に明け渡しが問題となった時

まで委任の意思が継続していたといえるかどうかが問題となります。

　法律上、委任契約は各当事者がいつでも解除することができるとされています（民

法６５１条）。したがって、契約当初に委任の意思があり、かつ失踪時にも委任の意

思が継続していることが必要です。

【相談のポイント】

１　「借主が行方不明になったときは借主は連帯保証人に明け渡し手続き・残置物廃棄処

分一切の権限を委任するものとし、連帯保証人は受託するものとする」との条項がある

から連帯保証人が片付けて明け渡しをしても、法律上問題はないとのアドバイスは、原

則避けて下さい。

２　連帯保証人が父親とか兄弟であるなど、あとで借主本人が出てきても不満を抑えられ

るような関係にあれば、「連帯保証人の責任で行うのであれば、連帯保証人から貸主宛

一切迷惑をかけない。」との念書を差し入れてもらって、連帯保証人の自主的判断と自

己責任で行うのであればやむを得ない、とのアドバイスが適切です。
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③貸主に一方的に有利な契約条項や特約

ａ．契約条項の有効性（契約が無効となる場合）

Ｑ

　　賃貸借契約に以下の条項があり、気になります。これらの条項に違反した場合に、直

ちに契約を解除されたり、またこの条項に拘束される結果になるのでしょうか。

１　「賃料を１ヶ月分でも遅滞した場合、貸主は契約を解除できるものとする。」

２　「賃料の支払を遅滞した場合、年３０％の利息（遅延損害金）を付して支払うもの

とする。」

３　「借主に子供が生まれたら、貸主は本契約を解除できるものとする。」

Ａ

１　１ヶ月分の賃料遅延のみでは、信頼関係が破壊されたとまではいえず、解除は認めら

れないと考えられます。

２　事業者を貸主、消費者を借主とする契約であれば、消費者契約法違反の条項となりま 

す。もっとも、条項自体が無効となるのではなく、１４．６％を超える部分の遅延損害 

金が無効（１４．６％までは請求できる）となります。

３　通常は、公序良俗違反の条項として無効になると考えられます。有効と判断される場 

合でも、貸主の解除権が制限されます。

【解説】

１　１について

1)　当事者の一方に契約違反行為があった場合には、当事者は、相当の期間を定めて履

行を催告し、その期間内に履行がない場合には、契約を解除できるのが原則です。

2)　しかし、建物賃貸借契約においては、借主の居住権保護の要請が強いため、上記の

原則が修正され、解除権が制限されています。

借主に契約違反があっても、その契約違反行為が、貸主と借主との間の信頼関係を

破壊すると認めるに足りない特別の事情があるときは、貸主からの解除は認められな

いとされています。

3)　したがって、借主に契約違反行為があっても、その違反内容が信頼関係破壊に至っ

ていないようであれば、貸主からの解除は、そもそも認められないということになり

ます。

4) １ヶ月分の賃料遅延のみでは、信頼関係が破壊されたとまではいえず、解除は認め

られないと考えられます。したがって、このような条項は無効であると考えられま

す。
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２　２について

1)　消費者契約法の規制

①　「事業者」と「消費者」との間で賃貸借契約が締結される場合、その契約には消

費者契約法が適用されます。消費者契約法では、遅延損害金を消費者が支払う旨

の条項について１４．６％を超える部分は無効とする旨の規定があります。

②　ここで、「事業者」か「消費者」かは、「事業として又は事業のために」契約を

するかどうかで決まります。

例えば、弁護士Ａ氏が事務所を借りれば、その弁護士は「事業者」ですので、

消費者契約法は適用されません。弁護士Ａ氏が自宅マンションを借りれば、その

弁護士は「消費者」となりますので、貸主が事業者であれば、消費者契約法の適

用があります。

2)　その他の規制

①　消費者契約法以外には、賃料不払いの遅延損害金の額を直接に規制した法律はあ

りません。利息を制限する法律として、利息制限法がありますが、これは金銭の消

費貸借について適用される法律ですので、賃料には当てはまりません。

②　もっとも、あまりに高額の遅延損害金を徴収する内容の契約は、公序良俗違反と

なる可能性があります。

したがって、現実的には、利息制限法や消費者契約法の規定を目安に遅延損害金

を定めておくのが良いでしょう。

3)　設問について

事業者を貸主、消費者を借主とする契約の場合、消費者契約法違反となりますの

で、１４．６％を超える部分の遅延損害金は無効となります。

３　３について

1)　借主が子供を産んだりすることは、通常の生活で起こることです。

私生活のための住居の賃貸借契約において、出産を解除の事由とすることは、実質

的に出産を制限することになります。

したがって、出産を解除の事由とする条項は、原則として、公序良俗に反するもの

として無効になると考えられます。

2)　もっとも、公序良俗違反として無効となるかどうかは、その契約が締結された状

況・建物の性質等から個別具体的に判断されます。

居住人員や居住者に制限を設ける規定も、合理性・必要性があれば有効となりえま

す。
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例えば、女子大生専用のアパートの賃貸借契約において、入居者を女子大生に限

り、恋人（男性）の同棲を認めないとすることは有効と考えられます。

【相談のポイント】

賃貸借契約の規定を作成するにあたっては、借地借家法、民法、消費者契約法等、様々

な法律の規制との関係を検討する必要があります。

 【参考条文】

 消費者契約法第９条（消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効）

 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 

 一　当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、

 　　これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、

 　　当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の

 　　額を超えるもの　当該超える部分 

 二　当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日（支払回数

 　　が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。）までに支

 　　払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、こ

 　　れらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、そ

 　　の日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち

 　　既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を

 　　超えるもの　当該超える部分

メモ 
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ｂ．契約条項の有効性（無催告解除条項の有効性）

Ｑ

　　契約書に「本契約の一に反した場合に直ちに無催告で解除できる。」旨の条項を入れ

ておけば、契約違反時にすぐに解除し明渡しを求めることができますか。

Ａ

　無催告解除の条項を入れておいたからといって、契約違反の場合すべてに無催告解除が

できるわけではありません。無催告解除ができるのは、貸主と借主間の信頼関係が著し

く破壊されており、催告をしても関係修復が期待できないような場合に限られます。

１　本来の解除の手続

1)　当事者の一方に契約違反行為があった場合には、当事者は、相当の期間を定めて履

行を催告し、その期間内に履行がない場合には、契約を解除できるのが原則です。

2)　売買契約の例を挙げると、Ａ氏がＢ氏に土地を売ったが、決済日に代金を払わない

という場合、Ａは、Ｂに対して「○日以内に代金○○円を支払え」と催告し、その期

限までに代金が支払われない場合には、Ａは売買契約を解除することができます。

２　建物賃貸借契約における解除権の制限（信頼関係の破壊が必要）

1)　建物賃貸借契約においては、借主の居住権保護の要請が強いため、上記の原則が修

正され、貸主の解除権が制限されています。

借主に契約違反があっても、その契約違反行為が、貸主と借主との間の信頼関係を

破壊すると認めるに足りない特別の事情があるときは、貸主からの解除は認められな

いとされています。

賃貸借契約は、継続的な契約であるため、継続中に些細な契約違反があっても、そ

の違反が貸主・買主間の信頼関係を破壊するものでなければ、契約を解除することは

相当でないというのがその理由です。

2)　したがって、借主に契約違反行為があっても、その違反内容が信頼関係破壊に至っ

ていないようであれば、貸主からの解除は、そもそも認められないということになり

ます。

３　無催告解除条項の有効性

1)　上記のように、無催告解除条項を入れておいても、借主の違反行為が信頼関係破壊

に至っていると認められなければ、そもそも（催告しての）解除自体認められませ

ん。

2)　では、信頼関係の破壊があるような場合、無催告解除条項があれば、無催告の解除

ができるのでしょうか。

この点については、借主が信頼関係を裏切り、賃貸借契約の継続を著しく困難とし
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た場合には、民法上要求される催告を要せずに契約を解除できると考えられています

（最高裁昭和２７年４月２５日判決）。

そもそも、催告というのは、契約違反者に再考を促し、契約を履行（不履行を是

正）してもらうために行うものです。

しかし、著しい契約違反があるような場合、もはや当事者間の関係修復は期待でき

ません。

そこで、もはや契約違反者に再考を促すまでもないような場合には、無催告解除が

認められるのです。

3)　したがって、賃貸借契約においても、借主に著しい契約違反があり、賃貸借契約の

継続がもはや困難という場合には、無催告での解除が可能となります。

４　実務上の解除の手続

1)　以上をまとめると、貸主から無催告解除をするには、

①　貸主からの賃貸借契約解除の要件を満たすこと（借主の契約違反があること、そ

れにより貸主と借主の信頼関係が破壊されているといえること）

②　信頼関係の破壊の程度が著しく、催告すら必要ないと考えられることが必要とい

うことになります。

すなわち、通常の手続で解除するよりも、無催告解除の方が難しいということに

なります。

2)　したがって、現実的には、借主の契約違反の程度が著しいと判断される場合であっ

ても、無催告解除の条項を使って解除するのではなく、念のために催告をした上で解

除をする方が無難と考えられます。

3)　なお、催告をした上で解除をする場合でも、一回の内容証明郵便で行うことが可能

です。

「○月○日までに未払賃料○○円を支払いを請求する。万が一、期限内に支払いが

ない場合には、改めて解除の意思表示をすることなく、本書により解除の意思表示を

行う。」というように、条件付きで解除の意思表示を行うことができます。

【相談のポイント】

　借主の契約違反の程度が著しければ、無催告解除も可能です。

　しかし、催告が必要か否かの判断が困難なケースも多数見受けられます。後に「催告を

すべきだったかどうか」が争点となってしまうリスク、解除手続が不適法と判断されてし

まうリスクがありますので、基本的には催告はしておくべきと考えておいた方がよいで

しょう。
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ｃ．中途解約条項の有効性（中途解約条項の有効性）

Ｑ

　　賃貸借契約書に「貸主は、２ヶ月の予告期間をもっていつでも本契約を解除すること

ができる。」という貸主からの中途解約の条項を入れておけば、いつでも契約を解除で

きますか。

Ａ

　中途解約条項自体は無効とはならないと考えられます。但し、貸主からの中途解約が常

に認められるわけではなく、中途解約を認めるに足りるだけの正当な事由が必要になる

と考えられます。

１　中途解約条項の有効性

1)　期間の定めのある賃貸借契約においては、貸主は、「その期間は賃料が得られる」

という利益を得ますし、借主は、「その期間は確実に借りることができる」という利

益を得ますので、期間内は貸主からも借主からも契約を解約することができないのが

原則です。

2)　ただ、借主からの中途解約条項については、貸主も納得して締結するものですし、

借主にとっては利益になるので、有効と考えられています。

実務では、転勤等による中途解約のトラブルを避けるため、１ヶ月程度の予告期間

を設けた借主からの中途解約条項が定められているのが、普通です。

3)　それでは、貸主からの中途解約条項については、認められるのでしょうか。

①　借地借家法においては、期間の定めのある賃貸借契約については、更新拒絶によ

る終了の規定はありますが、中途解約を認める旨の規定はありません。

そのため、貸主からの中途解約を認める条項は、「この節の規定（建物賃貸借の

更新等に関する規定）に反する特約で賃借人に不利なものは、無効とする」と定め

る借地借家法３０条により無効とされないかが問題となります。

②　この点については、貸主からの中途解約を認めたとしても、契約期間を定めたこ

とが直ちに無意味となるわけではないから、中途解約の条項と期間の定めは矛盾せ

ず、借地借家法の規定にも違反しないと考えられています（東京地裁昭和３６年５

月１０日判決参照）。

２　貸主からの中途解約が認められる場合

1)　上記のように貸主からの中途解約の規定自体が有効と解されても、常に貸主からの

中途解約が認められるかは、別の問題です。

2) 他の賃貸借の終了（契約違反による解除、期間満了による終了）の場合と同様、貸
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主からの中途解約の場合にも、借主の保護の観点から、中途解約により契約を終了さ

せるだけの正当な事由が必要になると考えられます。

3)　正当事由が認められるかどうかは、貸主が契約の終了を必要とする事情、借主がど

の程度契約の継続を必要としているか、それまでの経緯、建物の利用状況、建物の現

状、立退料の有無・額等、様々な事情から個別に判断されることになります。

したがって、中途解約条項があるからといって、「貸主がいつでも解約できる」と

いうことにはなりません。

期間の定めのある契約について中途で終了させるのですから、契約期間満了時に貸

主の更新拒絶が認められる場合と同程度かそれ以上の事情がなければ、正当事由があ

るとは判断されないと考えられます。

【相談のポイント】

1 貸主からの中途解約条項自体は有効ですが、実際にはこの条項を使って契約を終了

させることができるケースは少ないと思った方が良いでしょう。借主に著しい契約

違反があるような場合であれば、中途解約は認められやすくなりますが、そのよう

な場合には、契約違反による解除で契約を終了させる方法があります。

2 　借地借家法２７条の６か月前予告の定めは、特約による貸主の中途解除権に適用

があるか。

【答】

1) 特約による貸主の中途解除権に、借地借家法２７条の適用はありません。

2) 借地借家法２７条は、条文の体裁から、特約による貸主の中途解除権にも適用

されるかのようにも読めます。しかし、学説・判例は、この２７条は、「期限

の定めなき借家契約の解除条項」と解し、特約による貸主の中途解除権には適

用がないものとしています。

3) その理由は、借地借家法２７条が民法６１７条の特則と解されているからで

す。つまり、民法６１７条は、「期限の定めのない賃貸借」についての解除の

規定です。そのため、借地借家法２７条も「期限の定めのない賃貸借」にしか

適用されないと解されています。

4) したがって、もし借地借家法２７条は、特約による貸主の中途解除権にも適用

されるとすれば、借地借家法３０条の規定により「賃借人に不利なものは無

効」とされていますので、２か月の予告期間を定めた貸主の中途解除の特約は

２か月部分が無効となり、６か月の予告期間が必要と解する余地もあります

が、いまのところ、この理論を認めた判例は見あたりません。
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 【参照条文】

　借地借家法３０条（強行規定）

 　　この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

　借地借家法２７条（解約による建物賃貸借の終了）

　１ 　建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れ

　　　の日から六月を経過することによって終了する。

　２ 　前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用す

　　　る。

　民法６１７条（期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ）

　１ 　当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすること

　　　ができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ

　　　当該各号に定める期間を経過することによって終了する。

　　一 　土地の賃貸借　一年

　　二 　建物の賃貸借　三箇月

　　三 　動産及び貸席の賃貸借　一日

　２ 　収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の

　　　申入れをしなければならない。
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ｄ．原状回復義務（居住用借家契約における原状回復特約の有効性）

Ｑ

　　１　一般の、居住用建物の賃貸借契約の原状回復義務について、特約によって拡大で 

きる範囲はどこまでですか。

　 ２　その特約（原状回復義務拡大特約）が有効となるための基準を教えてください。

　 

Ａ

１　特約によって拡大できる範囲

借主に過大な負担にならない修繕（小修繕といわれる範囲のもの）については、特約

で原状回復義務の範囲を拡大することができます。たとえば、「破れていなくても畳や

襖の交換を退去時に要求する」と特約することによって、原状回復義務の範囲を拡大す

ることが法律上可能です。ただし、自然損耗についてまで原状回復義務の範囲を拡大す

るには、様々な工夫をする必要があります。

【解説】

１　自然損耗が、原則として原状回復義務の範囲とならない理由

貸主は、賃貸物件を借主に使用させる対価として、賃料を受領しています。

日常生活での使用による変色、汚れ等の自然消耗が原状回復義務の範囲とならないの

は、そのような原状回復の費用は、すでに、使用の対価である賃料に含まれていると

考えられるからです。

２　特約（原状回復義務拡大特約）が有効となるための基準

原状回復の特約が有効とされるためには、

1)　小修繕の範囲のものであること

1　特約で拡大される「項目」が契約書等で明確に定められていること

1　退去時に借主が負担すべき原状回復「費用」（負担する金額）を借主が契約書

等で予測できるよう明確に定められていること

1　負担の内容が合理的であること（負担割合・減価償却等の定めがあること）が

必要となります。

メモ 
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ｅ．賃貸人の義務の範囲・原状回復義務（自然損耗と原状回復）

Ｑ

　　入居者が通常使用していてすり切れてしまった畳、長年使用して黄色くなってしまっ

た襖等は、退去の際、原状回復として交換を請求できないと聞きましたが、何故でしょ

うか。特約で破れていなくても畳や襖の交換を退去時に要求することは許されないので

しょうか（判断基準は後記３）。

Ａ

１　自然損耗について

　1)　自然損耗とは、通常の使用によって、壁・床・天井その他設備などが汚損したり、

すり減ったりすることをいいます。

　今回の説例にあるような、壁紙が日焼けで変色したり、自然に汚れたり、引渡時に

青々としていた畳が歩いているうちにすり減ったりするのが、自然損耗の典型的な例

です。

　2)　自然損耗は、借主に原状回復・損害賠償請求できない理由

　　　貸主は、賃貸物件を借主に使用させる対価として、賃料を受領しておりますので、

借主が普段の生活で使ったため変色したり、汚れたり、すり減ったりした場合の回復

費用は、使用の対価である賃料に含まれていると考えられるからです。つまり、お金

を取って貸しているのだから、借主が使うことによって汚れたりすり減るのは当たり

前と考えて下さい。

　3)　判例上も、通常使用していて古くなったもの、汚れたもの、すり切れたもの（これ

らを自然損耗といいます）については、毎月の賃料で回収した分で貸主がリニューア

ルの費用を負担するべきものとして、借主の退去時の原状回復義務に含まれないとさ

れています。

２  原状回復義務を拡大する特約

　1)　原状回復の本来の意味は、上記のとおりですが、賃貸借契約に特約を定めれば、原

状回復の範囲を拡大し、借主に負担を求めることができます。

　この特約により借主の原状回復義務を拡大できる限度は、借主に過大な負担になら

ない修繕（小修繕といわれる範囲のもの）に限られるとされています。

したがって、特約によって、「破れていなくても畳や襖の交換を退去時に要求するこ

と」は、法律上可能です。

　2)　なお、原状回復費用の特約が有効と判断されるためには、特約で拡大される項目が 

　　明確に定められていることと、退去時に借主が負担すべき原状回復費用（具体的金 

　　額）を借主が予測できるよう明確に定められていることが必要となります。
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３　原状回復義務を拡大する特約の例

　1)　拡大できる範囲（小修繕）

　　　本来、原状回復義務の範囲ではありませんが、契約で特約すれば、借主の原状回復

義務に含むことが可能な小修繕の例としては、以下のものがあります。

①　畳の交換費用

②　襖の張替費用等

③　ハウスクリーニング費用など

　

【相談のポイント】

１　自然損耗に対する補修・クリーニング費用等は、原則、貸主側の負担となります。

２　ただし、例外的に、小修繕については、特約によって、借主の負担と定めることが出

来ます。

１　原状回復義務の範囲を拡大する特約が有効とされるためには、修補費用が高額でない

小修繕であること、借主が契約時に自己の修繕義務の内容・負担額を認識できる程度

に、特約の内容が明確であることが必要となります。

【判例研究】

【最高裁判所判決　平成１７年１２月１６日】

要旨　建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化

または価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費

等の必要経費分を賃料の中に含ませて、その支払いを受けることにより行われている。そうする

と、建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、

賃借人に予期しない特別の負担を課することになるから、賃借人に同義務が認められるためには、

少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に

具体的に明記されているか、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを

合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であ

る。

メモ 
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ｆ．事務所の原状回復特約

Ｑ

　　事務所・店舗・工場などの事業用建物賃貸借と、一般の居住用建物賃貸借とで、どこ

まで特約による原状回復の拡大ができるかについて、違いがあるでしょうか。

Ａ

１　原状回復に関する特約について

　一般の居住用建物賃貸借では、自然損耗は、原則、借主に原状回復請求をできませ

ん。

また、一般の居住用建物賃貸借では、原状回復義務を拡大する特約については、借

主に過大な負担にならない修繕（小修繕といわれる範囲のもの）に限られるとされて

います。

２　事業用建物賃貸借契約と現状回復の特約

1)  事業用建物賃貸借においては、居住用建物賃貸借に比べ、原状回復義務に関する特

約の有効性が認められやすい傾向にあります。

2)  たとえば、新築オフィスビルを出版会社に賃貸したケースにおいて、原状回復特約

に基づき、賃借当時の状況にまで原状に回復して返還すべきと判断した判例がありま

す（東京高裁平成12年12月27日）。

この判例では、「オフィスビルの賃貸借の原状回復義務について、一般に、賃貸物

件のクロスや床板、照明器具などを取り替え、場合によっては天井を塗り替えること

までの原状回復の範囲を拡大する旨の特約がなされる場合が多い」と認定し、「借主

の保護を必要とする居住用の借家契約とは異なり、市場性原理と経済合理性の支配す

るオフィスビルの賃貸借では、借主の使用方法が非常に異なるので、原状回復費用

を、あらかじめ一律に賃料に含めて徴収する方法を採らずに、借主が退去する際に借

主に負担させる旨の特約を定めることは、経済的にも合理性がある」としています。

この判例の背景には、本件オフィスビルを、借主が印刷機器を設置するなどして印

刷工場として利用していたことや、機械の熱によってクロスが焼け洗浄でシミなどを

落とすことが事実上不可能であったこと、天井やパーテーションに多数のボルト跡が

あるなど、次に一般のオフィスとして賃貸するためには大幅な原状回復工事が必要で

あったという事情があります。

3) 個々の事例によって異なりますが、一般的には、消費者保護の観点が強い居住用建

物賃貸借に比べ、借主の負担能力が高く、借主が多額の原状回復費用を負担しても商

売上の損得で借りる事業用建物賃貸借の方が、原状回復義務を居住用より特約で拡大

しても、法律上有効と判断される可能性が高いものと考えます。
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4)　ただ、事務所・店舗・工場などで具体的にどこまで特約で原状回復義務を拡大して

も、法律上有効と判断されるかの一律的な基準を作ることは難しいと思われます。

　　　特約が有効となる要素としては、

①借りたときの建物の状況

②当初の内装設備の状況

③礼金（権利金）の金額とその金額が決まった事情

④家賃の額

などを総合考慮して公平の観点から、特約の有効性の限界が定まるでしょう。

5)　原状回復の特約を作るときの注意

従って、実務上は以下の点に配慮します。

①　原状回復義務に関する特約が協議された事情をできるだけ契約書に残す。

②　これは、居住用の借家でも同じであるが、原状回復の具体的内容を工事目録等

で詳細に定める。

③特約の具体例

「特約○条　本件では、借主の要望により権利金を免除したため、退去に当た

り、別紙原状回復工事目録の工事は、原状回復義務に関する特約借主の負担によ

り行うものとする。」

【相談のポイント】

１　原状回復義務に関する特約は、居住用の借家契約では、原則、小修繕についてのみ、

借主の負担と定めることができます。ただし、特約で拡大される項目が明確に定められ

ていること、及び、退去時に借主が負担すべき原状回復費用を借主が予測できるよう明

確に定められていることが、特約の有効性の要件とされています。

２　事業用建物賃貸借契約においては、原状回復義務の範囲を拡大する特約は、居住用建

物賃貸借契約に比べ、有効性の判断が緩やかになされている傾向にあると考えられてい

ます。

メモ 
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ｇ.原状回復特約の条項の有効性と最近の判例

Ｑ

１　最近敷金に関する最高裁判決が出て、自然な汚れ・擦り切れについて、特約で原状回

復の一環として借主に負担させることは認められなかったと聞きましたが、本当です

か。

２　この判例により、これまでの実務の処理を変更しなければいけませんか。

Ａ

１　最高裁判決は必ずしも自然な汚れ・擦り切れ（通常損耗・自然損耗）について、特約

で立ち退き時に借主に負担させることを一律禁止していません。 

　1)　最高裁判決の内容

　　　建物の借主に対し、通常損耗についての原状回復義務を負わせる特約（通常損耗補

修特約）の有効性について、平成１７年１２月１６日最高裁判決がでました。最高裁

は以下のように述べております。

　　①　賃借人に通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない

特別の負担を課すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なく

とも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条

項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸借契約書では明らかでない場合に

は、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内

容としたものと認められるなど、その旨の特約（以下「通常損耗補修特約」とい

う。）が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。

　　②　「賃借人が住宅を明け渡すときは、住宅内外に存する賃借人又は同居者の所有す

るすべての物件を撤去してこれを原状に復するものとし、本件負担区分表に基づき

補修費用を賃貸人の指示により負担しなければならない。」という特約では、上記

要件を満たさない（明確な合意になっていない）。

　2)　上記判例の解説

　　　最高裁は、通常損耗補修の原状回復の特約自体を無効にしているのではありませ

ん。通常損耗は借地借家法の原則からは貸主が負担するのが原則です。従って、賃貸

借契約当事者が通常損耗についての原状回復義務についてまで、例外的に負担するこ

とを明確に認識させて合意の内容にすれば、かかる特約も有効になります。

　3)　下級審判例について

　　①　また、原状回復特約を含む借家契約が、消費者契約法施行後に更新された場合に

ついて、消費者契約法１０条により原状回復特約が無効とされ、敷金の返還が認め

られた事例が､下級審ですがあります(京都地方裁判所平成１６年３月１６日判決、
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　　　消費者契約法１０条により特約が無効と判断された裁判例として大阪地方裁判所平成１５

年６月３０日判決等)。これは消費者契約法施行(平成１３年７月７日施行)前の本来なら適

用されない賃貸借契約に、「消費者契約法施行後に更新された」ことを理由に消費者保護

法を適用した判例です。

　　②　これまで裁判所は、借地借家法の趣旨から契約内容の解釈の問題として借主保護をは

かってきたが、消費者契約法が施行されたため、消費者保護の観点で立法された同法を利

用する姿勢を見せたものと考えられます。

　　③　消費者契約法１０条について

　　　　消費者契約法は、業者と消費者との間では、情報量等や交渉力に格差があるため、契約

の無効を規定することで、消費者保護を図るというものです。

　そして、消費者契約法１０条は、この「契約の（一部）無効」について定めたもので、

①法令の定めに比べ消費者に不利な特約で、②信義則に反し、③消費者の利益を一方的に

害するものは、無効となると定めています。

 　

　

　

　

 　

　

　

　

　

　【参照】　「消費者契約法の解説」（平成12年6月経済企画庁交付）抜粋

 ＜消費者契約法10条によって特約などが無効となる場合＞ 

(1)　民法、商法等の法律中の任意規定によれば消費者が本来有しているはずの権利を特約によって

　　制限し、又は任意規定によれば消費者が本来果たすべき義務を特約によって加重している場合 

　（すなわち、民法、商法等の法律中の任意規定から乖離している場合）であって 、かつ、

(2)　当該条項の援用によって民法第１条第２項で規定されている信義則に反する程度に一方的に消

　　費者の利益を侵害する場合（すなわち、当該乖離が消費者契約において具体化される民法の信 

　　義則上許容される限度を超えている場合） 

【参考条文】

 消費者契約法第１条（目的）

 　この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の

　一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思

　表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その

　他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費

　者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目

　的とする。 
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【参考条文】

 消費者契約法　第１０条（消費者の利益を一方的に害する条項の無効）

 　民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の

 権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第１条第

 ２項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

　4)　本件原状回復特約が賃借人の利益を一方的に害する（消費者契約法第１０条に違反

する）ものか否か

      京都地方裁判所平成１６年３月１６日判決は、以下のように述べ、原状回復特約は借

主の利益を一方的に害すると判断しています。

　　①　借主側の不利益

　　　a.　借主が賃貸借契約の締結時に明渡し時に負担しなければならない自然損耗等に

よる原状回復費用を予想することは困難であり、賃貸借契約締結の意思決定に

あたっての十分な情報を有していない。

　　　b.　原状回復費用の単価等が定められている場合であっても、具体的な自然損耗等

の有無、原状回復の要否又は原状回復費用の額は明渡し時でないと明らかにな

らない。

　　　c.　借主が自然損耗の有無等を争おうとすれば、敷金返還請求訴訟を提起せざるを

得ず、この点も借主にとって負担となる。

　　②　貸主側の事情

　　　a.　貸主は将来の自然損耗等による原状回復費用を予想することは可能。

　　　　　貸主は、原状回復費用を賃料に含めて賃料額を決定することが可能。

　　　　　あるいは、借家契約締結時に賃貸期間に応じて定額の原状回復費用を定め、そ

の負担を契約条件とすることも可能

　　　b.　このような方法をとることによって借主に対し、原状回復費用の高い安いを賃

貸借契約を締結するかどうかの判断材料として提供することができる。

２　今後貸主・管理業者がとるべき対策

1) 上記最高裁判例がいう「通常損耗についてまで借主が負担することの明確な合意

（特約）」があるというためには、できるだけ具体的に「原状回復の対象（範

囲）、回復の程度、借主が負担する費用額」を明示して、借主に納得してもらうこ

とです。
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　具体的には、

①　通常損耗の対象を明らかにするため、例えば「畳の取り替え」「襖紙の取り替

え」と項目を具体的に記載しておきましょう。

②　「通常（自然）損耗も原状回復の対象になる」という特約を賃借人に理解させ

るため、例えば「擦り切れ、汚損がない場合でも、借主の負担で畳表、襖紙は交

換していただきます。」と記載しておくとよいでしょう。

③　原状回復費用・算定式をあらかじめ明示しておくとよいでしょう。

　　例えば「襖の張り替え代　１枚単価３１５０円×４枚＝１２６００円」と書き

ます。

2)  しかし、上記京都地方裁判所平成１６年３月１６日判決によれば、金額の明示が

あったとしても消費者契約法１０条に違反する特約と判断される可能性があります。

　そこで、京都地方裁判所平成１６年３月１６日判決も念頭に置いて処理を行うので

あれば、

①　原状回復費用を賃料に含めて賃料額を決定する

②　借家契約締結時に賃貸期間に応じて定額の原状回復費用を定め、その負担を契約

条件とする

等の対応が望ましいでしょう。

【相談のポイント】

　　原状回復義務に関する特約については、消費者契約法１０条により、特約が無効と

判断される可能性があります。

　そこで、信義則に反し、消費者に一方的に不利な特約と判断されないよう、

　①　原状回復費用を賃料に含めて賃料額を決定する

　②　借家契約締結時に賃貸期間に応じて定額の原状回復費用を定め、その負担を契

約条件とする等の対応が望ましいでしょう。

メモ 
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ｈ.敷金（敷金返還時期の特約）

Ｑ

　　法律上、敷金は、明け渡し完了後「直ちに」返還する義務があると聞きました。しか

し、明け渡し後、建物の点検等を行い補修をするので、現実問題として明け渡し後３０

日位後に、敷金の返還額を決めて返還を行いたいと考えます。

１　どのような対処をしたらよいのでしょうか。

２　また、敷金返還の約定を作るときは他にどのような点に注意すれば良いでしょう

か。

Ａ

１　精算に要する期間内に返還するとの特約をしておくと良いでしょう。また、特約で、

敷金の返還場所を貸主の住所地と定めておくことも必要です。

２  賃料が増減額された場合の敷金額の不変更、担保設定及び譲渡の禁止、振込手数料の

負担、という点に注意すると良いでしょう。

【解説】

１　敷金返還の時期について

　　敷金返還請求権は、賃貸借が終了して家屋が明渡されるまでに生ずる賃料相当額の損

害金債権その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権（損害金

等）を控除し、なお残額がある場合、その残額につき具体的に発生するものと解されて

います（最高裁昭和４８年２月２日判決）。

　　すなわち、敷金返還請求権が具体的に発生するのは、損害金等の有無・額が確定する

か、または、その確定に合理的な期間の経過があって初めて具体的に発生し、返還義務

が生じるものといえます。

　　したがって、敷金の返還時期について、契約上返還時期が定められていなくとも、明

渡し後３０日程度であれば、上記の合理的期間の範囲といえ、問題はないと思われま

す。

　　ただ、どの程度の期間が「合理的期間」かは、賃貸物件の広さ、賃貸期間、使用形態

等の種々の要素によって判断されるため、一律に論じることは困難ですので、後日、そ

の「合理的期間」を巡って紛争となるおそれも考えられます。

　　したがって、貸主としては、「精算に要する期間内に返還する」との特約をしておく

と良いでしょう。

２　敷金の返還場所のを定め

　　敷金の返還場所を定めなかった場合、民法の原則により貸主が借主の住所まで持参し 

　て支払うことになってしまい、既に借主が遠方に転居している場合には、転居先を管轄 
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　する裁判所で訴訟を提起されるリスクが生じます。そこで、敷金の返還場所を貸主の住 

　所地として定めることにより、このリスクを回避することができます。

３　その他の注意点

　1)　賃料に増減が生じた場合に、敷金の増減を行うとなると、賃料の増減額の手続が煩

雑となるので、あえて賃料の増減があっても敷金額の変更はないものとしています。

　2)　敷金返還請求権に質権等の担保を設定されたり、譲渡されたりすると、敷金の精算

時に借主以外の者と協議・交渉したり、敷金から控除した借主の債務について、異議

を申し出られる等煩雑な問題が生じる虞があるので、担保権の設定や、債権譲渡を禁

止する必要があります。

　3)　貸主が振込により敷金を返還する場合、特約に定めがなければ、債務の弁済義務を

負う貸主が振込手数料を負担することになります。特約により、「借主の負担とし振

込額から差し引くこと」とすることも可能です。

【相談のポイント】

１　敷金の返還時期は、明渡し後の「合理的期間」の判断が画一にはできないので、特約

で定めておくとよいでしょう。特約で定める期間としては、敷金返還の現実の事務の流

れに沿って定めるべきだが、履行遅滞の紛争を回避するために、一定の余裕を考え３０

日程度の期間を定めるのが標準的といえる。

２　敷金の返還方法について特約を定めない場合は、民法の原則に戻り、借主の住所で行

うことになる（持参債務の原則）。

  

【判例研究】

①【最高裁判所第２小法廷判決昭和４８年２月２日】

　　敷金返還請求権は、賃貸借終了後家屋明渡完了の時において、それまでに生じた右被担保債権を

控除しなお残額がある場合、その残額につき具体的に発生するものと解すべき家屋賃貸借における

敷金は、賃貸借終了後家屋明渡義務履行までに生ずる賃料相当額の損害金債権その他賃貸借契約に

より賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するものであり、敷金返還請求権は、賃貸

借終了後家屋明渡完了の時において、それまでに生じた右被担保債権を控除しなお残額がある場

合、その残額につき具体的に発生するものと解すべきである。

②【最高裁判所第１小法廷判決昭和４９年９月２日】

　要旨　家屋の賃貸借終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、特別の約定の 

ないかぎり、同時履行の関係に立たない。
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ｉ．賃借人からの退去予告手続き（期間満了による退去の事前告知）

Ｑ

　　借家が空室となってしまう期間をできるだけ短くするため、特約で、借主に対し、

「期間満了１ヶ月前には更新するかしない（期間満了時に退去する）かを予告しなけれ

ばならない。。退去予告をしない場合は、当然に更新され、借主は１か月前に予告する

か、１か月分の違約金を支払い即時に解約できる。」との定めはできますか。

Ａ

１　借主が契約を更新しない場合に、６か月未満の期間の予告（例えば期間満了１か月前

の予告）に限り、契約期間満了前の予告を義務づけることは可能です。但し、借主に対

し、期間満了の６か月以上前に予告することを義務づけることはできません。逆に、借

主が６か月未満の期間の予告（例えば期間満了１か月前の予告）によって、更新しない

旨の申し入れができるとの特約は有効です。

【解説】

１　借地借家法２６条１項は、「建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、

当事者が期間の満了の１年前から６月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の

通知・・・をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみ

なす。」と定めています。借家法２条１項も同様の定めとなっています。

２　このように、法は、契約を更新しない場合には、契約の当事者、すなわち、貸主又は

借主のいずれかから、更新の１年前から６か月前までの間に更新拒絶の意思表示をす

る必要があると定めています。

３　また、借地借家法３０条、借家法６条は、借家契約の更新等に関する特約で、借主に

不利なものは、無効とする旨を定めています。

　　借主からの更新拒絶については、期間満了前の予告期間を短くすることは、借主が更

新拒絶しやすくなるので、予告期間を６か月未満とする特約（例えば１か月前とか３

か月前とすること）は、有効となります。

４　なお、借家契約の中には、特約で、「契約終了１か月前の予告で解約できる」という

借主の中途解約権を規定している場合があります。

この中途解約規定があれば、それだけで、期間満了１か月前の時点で、借主が解約の

申し入れを行うことが可能なわけですから、この場合に、さらに借主による更新拒絶

の予告期間を定めることは、いわば屋上屋というべきものですから、実務的にはあま

り意味がないでしょう。
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５　借主に対し、期間満了の６か月以上前に予告することを義務づける特約は、借地借家

法２６条１項又は借家法２条１項の定め以上に更新拒絶をしにくくするので、借主に

不利な特約となり無効です。

【相談のポイント】

１　期間満了による終了において、借主に更新しない旨の申し入れを義務づける場合、借

地借家法２６条１項、借家法２条１項の定め６か月前よりも借主に不利な条件を特約で

定めることはできません。

２　借主の中途解約権を規定している場合は、中途解約の解約予告期間と、更新しない旨

の予告期間とを統一した方が、契約書の内容がわかりやすくなり、解約を巡るトラブル

を避けることができます。

 【参照条文】

　借地借家法

　　第２６条 （建物賃貸借契約の更新等）　

　　１　建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前

　　　から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ

　　　更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新し

　　　たものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

　　　（２項、３項は省略）

　　第３０条（強行規定）

　　　この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

　借家法

　　第２条（法定更新）

 　　　当事者か賃貸借の期間を定めたる場合に於て当事者か期間満了前六月乃至一年内に相手方

　　　に対し更新拒絶の通知又は条件を変更するに非されは更新せさる旨の通知を為ささるとき

　　　は期間満了の際前賃貸借と同一の条件を以て更に賃貸借を為したるものと看做す。

　　　（２項は省略）

　　第６条（片面的強行法）

 　　　前七条の規定に反する特約にして賃借人に不利なるものは之を為ささるものと看做す。
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ｊ．賃料不払いによる解除

Ｑ

　　 マンションを貸しています。借主が家賃を１か月滞納しています。契約書を見た

ら、「家賃を１か月分でも滞納したら、直ちに何らの催告なくして本契約を解除でき

る」と、書いてありました。契約書にこのように書いてあるので、直ちに賃貸借契約

を解除できますか。

Ａ

１　契約書に「家賃を１か月分でも滞納したら、直ちに何らの催告なくして本契約を解除

できる」との記載があったとしても、１ヶ月程度の滞納では借家契約を解除できないの

が通常です。

　　なぜなら、判例・実務上は、このような契約書の文言にもかかわらず、「信頼関係の

破壊」があったといえる状況にならなければ、借家契約の解除はできないとされていま

す。そして、１ヶ月程度の滞納では、この「信頼関係の破壊」があったとは認定されな

いからです。

２　では、どのような状況になれば、貸主・借主間の「信頼関係」が破壊されたと認定さ

れるのでしょうか。

　  通常、少なくとも３ヶ月分以上の家賃の滞納があるとか、今後も必ず家賃の滞納が続

くような状況がないと、信頼関係の破壊があったと認定されません。

３　では、なぜこのような「信頼関係の破壊」という基準が必要となるのでしょうか。そ

れは、次のような理由があるからです。

1)　借家契約の場合、契約の解除が容易に認められると、借り主の生活の拠点が奪われ

ることになり、路頭に迷う借主が多数生じることになるからです。

いわゆる居住権の保護という政策的な理由です。

2)　借家契約は、何年間にも渡り、借主が家賃を払い続けるという信頼関係の上に成り

立つものです。長い賃借期間の間に、家賃がたまたま１～２ヶ月遅れたということも

まれではありませんから、たった１度の家賃の遅れでその信頼関係が破壊されたとい

うのでは、借主に酷な結果になるからです。

言い換えれば、長い契約関係があるのだから、貸主・借主の信頼関係の破壊されな

い程度の契約違反（１度くらいの家賃の遅れ等）は、大目に見てあげる（契約解除の

理由としない）のが合理的という考えに基づく理由です。

４　無催告解除特約

裁判例では、本件のように、契約書上無催告解除特約がある場合でも、貸主が催告す
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ることなく、いきなり解除できる場合については、「これがため契約を解除するに当た

り催告をしなくてもあながち不合理とは認められないような事情が存する場合」（最判

昭和４３年１１月２１日）に限定しています。

例えば、賃料１ヶ月分を滞納している借主に対して、無催告解除特約があることを理

由に、契約を解除する通知をしても、信義則に反して認められない等の理由により、解

除が認められないでしょう。

【相談のポイント】

１　賃貸借契約において、債務不履行に基づく契約解除を行うためには、「信頼関係の破

壊」といえる程度の債務不履行が必要であり、１ヶ月分の賃料滞納では、信頼関係の破

壊は認められない。少なくとも２～３ヶ月の賃料が滞納され、しかも、催告しても支払

わないという場合に初めて解除できると考えた方がよいでしょう。

２　無催告解除が認められるためには、著しい信頼関係の破壊が認められる必要がありま

す。したがって、契約書に無催告解除の特約を定めている場合でも、不払いがあれば、

常に文書で催告しておき、いざとなれば、債務不履行により解除することができる状況

にしておくか、あるいは、解除する際の通知に、「本書到達後３日以内に滞納賃料全額

を支払わない場合には、解除する」といった記載をすることによって、催告後に解除す

る形をとった方がいいでしょう。

メモ 
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④入居前キャンセル

Ｑ

　　今月２０日に契約期間を来月１日から２年間とするアパートの賃貸借契約を締結し敷

金（２ヶ月分）、礼金（２ヶ月分）、来月分の賃料・共益費、仲介手数料（１ヶ月分）

を支払い、鍵も預かりました。しかし、事情が変わりどうしても転居できなくなりキャ

ンセルせざるを得ないので申し入れようと思いますが、支払い済みのお金は返してもら

えるのでしょうか。

Ａ

　原則として、入居後の中途解約と同様の処理がされることになりますが、話し合いによ

る解決を試みると良いでしょう。

１　賃貸借契約を締結した以上、建物に入居しなくても契約は既に成立していることにな

ります。したがって、入居前といえども借主の都合で解約する場合は、中途解約の条項

に則した手続きによって解約をするのが原則となります。その場合、一般的な契約に従

うと、以下の処理のようになるのが通常です。

1)　礼金は返還されない。

礼金は契約成立に対するお礼という意味合いを持つものであり、形式的に処理すれ

ば、一度は契約が成立している以上、返還はされないということになります。

2)　賃料は、予告期間にしたがって徴収される。

中途解約の条項がない場合、その賃貸借契約に期間の定めがあるときは、期間満了

まで借り続けなければいけないのが原則です。ただ、一般的には、中途解約の条項が

契約書に定められています。「借主は１ヶ月前迄に貸主に通知し、本契約を中途解約

することができる」というような規定がそれです。

契約を締結している以上は、この中途解約の条項にしたがって処理することになる

ので、予告期間が１ヶ月ならば１ヶ月分の賃料を負担しなければならないことになる

でしょう。

この予告期間というのは、貸主が新たな借主を探すための期間として設けられてい

るものですので、入居前だからといって予告期間が不要ということにはなりません。

3)　敷金は返還される。

敷金は明け渡し時に返還されるのが原則です。通常は原状回復費用等が差し引かれ

ることになりますが、未払の賃料等がなく、かつ入居前であれば、通常は全額が返金

されることになります。

4) 仲介手数料は返還されない。
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仲介手数料は、宅建業者が仲介を行い契約を成立させたことに対する報酬ですか

ら、報酬は発生してしまいます。ただ、不動産の売買で契約成立後に手付解約された

ときと同様、仲介業者が仲介手数料全額を取るのは妥当ではないと思われます。実務

的には、半額程度を支払うことでの解決を目指してはどうでしょうか。

２　設問について

1)　上記に従うと、礼金（２ヶ月分）と仲介手数料（１ヶ月分）は、返金されないと

いうことになります。

2)　敷金（２ヶ月分）は、契約書に従い、返金されることになります。

3)　来月分の賃料・共益費については、中途解約条項がどのようになっているかに

よって、処理が異なります。解約予告期間が１ヶ月であれば、この賃料等も返還さ

れないことになるでしょう。

4)　このような処理になるとすると、「入居すらしていないのに、何故賃料４ヶ月分

以上の支払いをしなくてはならないのか」との不満を持つ方もいらっしゃるでしょ

う。しかし、形式的に見れば、入居前解約も中途解約と法的には同じである以上、

やむを得ないということになります。貸主によっては、話し合いをすれば、任意に

多少の返金等の処理をしてくれるかも知れませんので、話し合いをしてみる価値は

あります。

３　上記のようなトラブルを避けるため、本来は貸主・仲介業者の側で以下のような特約

を定めておくと良いと思われます。

第○○条（特約条項）

本契約締結後契約期間開始前（本物件引き渡し前）に乙により解約の申し出があっ

た場合の敷金、賃料等は次の通り精算するものとします。

（1）礼金は、返還しない。（又は、「礼金は、全額返還する。」）

（2）仲介料は、半額返還する。

（3）敷金は、全額返還する。

（4）前家賃のうち、１ヶ月分は返還しない。

【相談のポイント】

１　契約締結前のキャンセルと異なり、契約締結後は入居前でも正式な解約手続が必要に

なることをアドバイスしてください。

２　ただ、入居前キャンセルの負担がもし４ヶ月分程度になってしまうのであれば、公平

感から言えば、入居者の負担が仲介手数料の負担も入れて賃料２～３ヶ月分程度に抑え

る必要があると思われます。
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第２　契約期間中の問題

（１）賃料に関する問題

①賃料の滞納

Ｑ　

店舗の貸主ですが、借主が前々月の９月分（８月末日支払）と、前月の１０月分（９

月末日支払）、さらに当月分賃料（１０月末日支払）の３か月分を滞納し、１１月末日

である本日時点で翌月の１２月分も支払われていません。契約書には「賃料を２ヶ月以

上滞納したときは、貸主は催告なしで契約を解除できる」とあります。

１　本件で賃料の滞納を理由に契約を解除できるでしょうか。できるなら手続きを教え

てください。

２　また、店舗の借主から「保証金を２４か月分も差し入れているのだから、延滞賃料

分は保証金から充当してくれ」との要求がありました。そのような充当を認めなけれ

ばいけないのでしょうか。保証金を充当してもなお十分余裕があるような状態だと、

契約の解除は難しいのでしょうか。

Ａ　

第１　契約解除の可否・手続（質問１）について

１　契約解除の可否について

一般的には、３か月程度の賃料滞納があれば、「信頼関係の破壊」があったとし

て、契約解除が認められます。本件では、１１月末日現在、４か月分の滞納があるの

で、賃料の不払いについて何か同情すべき特別の事情がない限り、契約解除できる可

能性が高いものと思われます。

２　解除手続きの方法について

1)　借主に「平成１９年９月分～１２月分の合計４か月分の賃料計○万円を支払って

下さい。本書到達後３日以内に支払われなければ、本書をもって、改めて通知する

ことなく賃貸借契約を解除します。」との内容で内容証明郵便を郵送してくださ

い。指定期間内に支払がなければ賃貸借契約は解除されるので、借主を退去させる

ことができます。

2)契約書に無催告解除の特約があっても原則として催告のうえ解除するのがよいで

しょう。
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【解説】

１　賃貸借契約を解除するための要件

1)　借主を退去させるには、まず賃貸借契約を解除することが必要です。

賃貸借契約に限らず、契約の解除には、

①　契約を守らない債務者に対して相当期間内に契約上の債務を履行するよう請求

（催告）し、

②　これに従わない債務者に契約解除の意思表示をすることが必要です。

2)　催告する際に定める相当期間とは、債務の履行に通常必要とされる期間のことを言

い、金銭の支払については、通常特別な準備は必要ないので、３日程度で法律上は十

分ですが、なるべく解除を避けたいと考え、相手方も賃料の支払いに努力する可能性

があれば、５日～２週間程度を指定することになります。

２　解除にあたり、借家契約に特有の制限はあるか？

ただ、本件のような建物賃貸借契約は、ある程度の長い期間に渡って、貸主が目的建

物を貸し、借主はこれを利用するという関係にあります。このような当事者間の継続的

な契約関係においては、長い間に多少のトラブルは当然に発生しますから、ささいな契

約違反が発生しても契約関係を維持するのが合理的です。このささいな契約違反が発生

しても契約関係を維持させるため、法律的には「借家契約は信頼関係を基礎とした継続

的契約である」と定められており、契約を解除するためには、「家賃の滞納が貸主・借

主の信頼関係を著しく破壊すること」が必要とされています。借主の居住権を厚く保護

するという意図もあります。

３　しかし、滞納が３か月分以上になれば、常識上、その後の支払の可能性や遅れている

分の一括支払いの可能性が少なくなります。いくらささいな契約違反を問題にしないと

いっても、貸主にとって家賃滞納は重大事ですので、通常は３か月分以上の滞納があれ

ば、「もう借家人に使わせてはおけない」と考えられますので、「信頼関係を著しく破

壊する」と言えます。逆に、１か月分程度の滞納では、貸主の損害も大きくはなく、ま

た、借主も通常の家賃の支払いに戻せる可能性が高いので、信頼関係を著しく破壊する

とは評価されていません。

第２　滞納賃料と保証金の充当（質問２）について

　　借主の未払賃料を保証金で充当し、未払いをなくす請求には応じる必要はありませ

ん。

【解説】

１　充当に応じる義務の有無について
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未払賃料につき、貸主は保証金を充当する法的義務は負っていません。

保証金について、その預託の趣旨が敷金と同様、入居者が退去するまでの一切の債務

を担保するための預かり金であるという場合は、敷金と同様に考え、借主の保証金返還

請求権は、借主が建物を明け渡し、滞納賃料や原状回復費用等借主の債務を控除してな

お余りがある場合に発生する債権と考えることができます。

また、実質的にも、「入居者が退去するまでの一切の債務を担保するための預かり

金」という性質なのですから、建物を退去する前の段階においては、借主は、担保を減

少するような行為（未払賃料への充当等）ができないわけです。

したがって、賃貸借契約の継続中に、借主の側から滞納賃料への保証金の充当や、保

証金返還請求権と賃料債権の相殺の申し出がなされた場合でも、貸主がこれに応じる必

要はありません。

２　契約解除の可否について

多額の保証金が存在するという事情は、先ほど述べた「信頼関係の破壊」を否定する

（解除を認めない）方向で判断される材料といえます。

すなわち、これまでの裁判例としては、信頼関係の破壊の有無についての判断は、賃

料不払いの期間のみならず、賃料不払いに至る事情、従前の賃料支払い状況、解除の意

思表示後の借主の対応、敷金・保証金によって担保されている額等、諸般の事情を考慮

して判断されています。「保証金を２４か月分も預かっているのだから、賃料３ヶ月分

の滞納ではいまだ信頼関係の破壊とまでは至っていない」と判断し、賃料の滞納を理由

に契約解除を認めてくれない可能性もあります。

【相談のポイント】

１　賃貸借契約において、債務不履行に基づく契約解除を行うためには、「信頼関係の破

壊」という事情が必要。賃料３ヶ月分の滞納があれば、「信頼関係の破壊があった」と

判断してくれる場合が多い。

ただし、原則として、催告と相当期間経過という要件も必要となる。

２　信頼関係の破壊の有無についての判断は、賃料不払いの期間のみならず、賃料不払い

に至る事情、従前の賃料支払い状況、解除の意思表示後の借主の対応、敷金・保証金に

よって担保されている額等、諸般の事情を考慮して判断される。

　　そのため、多額の保証金を預かっている場合には、より長期間の家賃滞納の事実が

あってはじめて、賃貸借契約の解除が認められることがある。

３　保証金を預かっていても、借主からの滞納家賃と保証金との相殺には、応じる必要は

ない。
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②賃料の値上げ

Ｑ

１　２年前に、賃料月額１０万円のアパートを普通借家契約で借りました。契約更新時期

が迫っていましたが、昨日、貸主から更新後の賃料を２万円値上げし１２万円にすると

一方的に言われました。あまりに高く納得できません。

値上げには応じたくないので、更新契約書を交わすことができないまま更新時期が来

てしまいました。とりあえず、私は更新後は家賃を幾ら払えばよいのでしょうか。

２　賃料の値上げ請求がなされた場合に、値上げ額が正当か否かはどのように決まるので

しょうか。

３　契約書に「次回更新の際には、１０％の家賃の値上げをする。」との記載があった場

合は、当然値上げに応じなければなりませんか。

Ａ

１　貸主との話し合いにより、更新後の新賃料額について合意できない場合は、契約更新

後、借主は、値上げ請求前の賃料（本件では月額１０万円）以上の金額で借主が相当

だと考える賃料を支払うことになります。

　　例えば、貸主が２万円値上げするとの請求をしたことに対して、借主が５０００円

だったら値上げしてもよいと考える場合は、値上げ請求を受けた後は、１０万５００

０円の賃料を支払うことになります。値上げ自体に納得がいかないのであれば、これ

までどおり１０万円の賃料を支払います。

２　貸主と借主の間で値上げ額が決まらない場合には、貸主は、賃料値上げ請求の調停を

提起し、そこでも話し合いがまとまらない場合には、調停を不調にした後、賃料増額

請求訴訟を裁判所に提起し、裁判所が不動産鑑定士による賃料の鑑定を行って、値上

げ請求が正当か否か、値上げできる賃料額がいくらかを決めることになります。

　　賃料の増額手続については、貸主・借主の関係が、その後も継続していくことに配慮

して、いきなり裁判で決着を付けるのではなく、裁判所で調停委員によるアドバイス

を受けながら話し合いをする調停手続を経て、それでも合意できない場合には、裁判

で決めるという手続（調停前置主義）になっています。

　なお、アパートの家賃の値上げで、裁判が起こされることは、あまり考えられません

が、将来訴訟で仮に１１万円への値上げが認められた場合、値上げ請求された時点に

遡って、借主は、現実に払った家賃との差額に年１０％の利息を付けて精算しなければ

なりませんので、ご注意下さい。
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３　値上げ請求に当然に応じる必要はなく、前記2)と同様に、この１０％の値上げが妥当

か否かを裁判で争うことが可能です。

　　その場合は、特約自体は有効ですので、特約により貸主から更新後の賃料について増

額請求できるものと扱われますが、借主としては、更新後の賃料についても、従前ど

おりの賃料１０万円以上で相当だと考える賃料を支払うことになります。

　　なお、後に説明するように、賃料の自動増額の特約に応じて、増額後の賃料を支払っ

て更新した場合でも、増額後の賃料が不相当である場合には、借主は、改めて賃料の

減額請求が可能とされています（最高裁Ｈ17.3.10判決）。

　　　

【解説】

１　賃料値上げ請求の手続き

1)　借地借家法上は、建物の賃料が、土地建物の税金等の負担の増減、土地建物の価値

の増減、その他経済事情の変動により、今の賃料が近隣同種の建物賃料と比較して不

相当である場合は、当事者は、相手方に対して賃料額の増減を請求することができる

旨が定められています（借地借家法３２条１項本文）。

但し、一定の期間建物の賃料を増額しない旨の特約がある場合は、貸主は、その期

間中は増額請求ができません。普通借家契約による場合、借主による減額請求を制限

する特約は無効となります。

2)　貸主が、賃料の値上げを求める場合は、まず、借主に対して、値上げ請求の通知を

行います（通常は、内容証明郵便等相手に到達した日にちが確認できる方法で文書で

送付します）。

3)　借家契約では、貸主が一方的に賃料の値上げを請求しても、その時点から請求され

た値上げ後の賃料を支払わなくても、借主の債務不履行にはなりません。

4)　借地借家法では、賃料の増額について、貸主・借主間の協議で合意できないとき

は、値上げの請求を受けた者（借主）は、貸主の賃料値上げの主張が正当であるとい

う裁判が確定するまで、借主が相当と認める額の賃料を支払えば、賃料不払いにはな

らないと定めており（借地借家法３２条２項本文）、裁判での結論が出て初めて、値

上げされた賃料が請求の時に遡って確定するという立場を取っています。

なお、借主が相当と認める額の賃料は、値上げ請求前の賃料を下回ることはできま

せん。

したがって、本問の場合に、借主が仮に相当な賃料は９万円と考えて、その賃料し

か払わない場合には、毎月１万円の賃料が未払いとなり、債務不履行により、借家契

約が解除される危険が生じます。
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5)　また、貸主の値上げ請求が正当であるとの判決が確定した場合、値上げ請求が借主

に届いた時点から、値上げを認める判決が確定するまでの間について、借主は貸主に

対し、毎月の不足額について、それぞれの支払期から、支払い済まで年１割の利息を

付して支払うことになります（借地借家法３２条２項但書）。

1) なお、借主が、値下げ請求をした場合には、貸主は、借主に対して相当と考える賃

料を請求できるとされており（借地借家法３２条３項本文）、増額請求の場合と、減

額請求の場合とでは、相当と考える賃料を決めることができる当事者が異なります。

　【参考条文】

 借地借家法第３２条（借賃増減請求権）

 　１　建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若し

 　　くは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の

 　　建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、

 　　将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間

 　　建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

 　２　建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、

 　　増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことを

 　　もって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足が

 　　あるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わ

 　　なければならない。

 　３　建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、

 　　減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求す

 　　ることができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が

 　　正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領

 　　の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

２　貸主による値上げ請求に対する対応

1)　値上げ後の賃料の金額について、当事者間で協議を行います。その場合に、近隣の

同種同程度の借家の賃料の広告を集めたり、不動産業者から近隣の最近の値上がり

率、相場賃料を聞き出す等して、情報を集めて交渉してみるとよいでしょう。

2) 任意の話し合いで賃料の合意が出来ない場合は、貸主が、賃料増額の調停を提起し

ます。
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賃料増額（減額）請求は、原則として、調停手続を行わないと、訴訟を提起するこ

とはできないとされています（調停前置・民事調停法２４条の２）。

3)　調停手続では、調停委員に不動産鑑定士が関与する場合など、専門家の意見を聞き

つつ、妥当な賃料について合意できる可能性がありますが、当事者間で合意が整わな

ければ、調停は不調により終わります。

4)　調停が不調になった後は、貸主が賃料増額請求訴訟を裁判所に提起します。

a.　裁判手続では、不動産鑑定士による鑑定を行い、相当な賃料を算定します。

b.　鑑定には、物件の規模・価格にもよりますが、数十万円の費用がかかります。

c.　鑑定費用は、原告となる貸主が裁判所に予納し、その後、判決の結果に応じて、

訴訟費用として、原告(貸主)・被告(借主)の負担の割合を裁判所が決定します。

３　賃料の値上げ額の決め方

　1)　入居当初、合意で定めた賃料をその後の事情の変化で値上げをする場合、どの程度

の値上げができるかは、何を基準に判断するか。

a.　貸主・借主間で最後に合意した賃料に、周辺の賃料相場・不動産価格の相場等が

最終合意時から値上げ請求がなされた時点までの間に、値上がりした割合（変動

率）を掛けることによって算定される賃料額が重視されます（「スライド方式」と

呼ばれる計算方法）。

b.　上記の変動率は、最終の合意賃料に掛けて値上げ後の家賃額を決めることにご注

意下さい。例えば、当初の契約で家賃が１０万円と合意した場合、その後何回かの

更新によって最後に３年前に１１万円と合意された場合、この３年間での賃料相場

の変動率を算定し、最後の合意賃料の１１万円に変動率を掛けることになります。

c.　例えば、直前３年間に、周辺の賃料相場が１０％上昇した場合、最後に合意した

賃料額である１１万円に、１０％を掛けた分（１万１０００円）を上乗せした１２

万１０００円が妥当な値上げ賃料ということになります。

d.　なお、不動産鑑定士による賃料の鑑定では、上記スライド方式以外にも、いくつ

かの算定方法を組み合わせて相当賃料を算定しますが、一般的に最も重視されるの

が、このスライド方式です。

2)　ご注意いただきたいのが、問題となった同一条件の隣の部屋をつい最近の世間相場

である１３万円で貸せたとしても、１３万円までの値上げは認められないという

点です。

４　裁判による値上げ賃料確定後の不足分の精算

　　例えば、平成１９年８月１日に貸主から家賃を月額１０万円から１２万円に値上げす

る通知が借主に届き、話し合いが付かずに、裁判となり、１２万円の値上げ請求が正当
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　であるとの判決が平成２１年７月３１日に確定した場合、借主が、値上げ請求後も毎月

１０万円の家賃しか支払っていなかったとすれば、家賃が毎月末日限り翌月分を支払う

契約である場合は、平成１９年８月末に支払われる同年９月分の賃料の不足分２万円に

ついて、平成１９年９月１日から平成２１年７月３１日までの期間について年１割の利

息を付した金額を支払うことになります。同様に、平成１９年１０月分については、平

成１９年１０月１日から平成２１年７月３１日までの期間につき、平成１９年１１月分

については、平成１９年１１月１日から平成２１年７月３１日までの期間につき、年１

割の利息を付して支払うことになりますので、各月の賃料ごとに利息を計算することに

なります。

したがって、協議や裁判が長引いて、賃料増額請求から、判決の確定までに時間がか

かる場合、後に精算する不足分が意外に高額になる場合があるので、注意が必要です。

５　家賃を更新時に自動的に増額させる特約の有効性について

　　家賃を自動的に増額させる特約は、無効とする裁判例もありますが、近時の判例は自

動改定特約だからといって一律無効とはしません。①賃借人に著しく不利益であるなど

の特段の事情がある場合に限り部分的に無効として、その部分につき貸主からの増額請

求を認めないものや（東京地裁H13.3.7判決）、②自動増額特約自体は有効としつつ、

借主が増額後の賃料を一旦支払った場合でも、借主からの賃料減額請求を認めること

で、貸主・借主の利益調整を図る判例が多くなってきています（特約の効力を否定せず

に、特約が存在する場合でも賃料減額請求が可能であると判断した判例として、最高裁

H17.3.10判決）。

なお、家賃を一定期間増額させない旨の特約については、法律上有効とされ（借地借

家法３２条１項但書）、その期間は、家主は賃料増額請求ができないことになります。

【相談のポイント】

１　借主は、賃料増額請求を受けても、直ちに増額された賃料を支払う必要はありません

が、後に、その増額請求が正当であったとの判決が確定した場合には、増額請求を受け

た時点から、増額後の賃料に対する不足額に年１０％の割合による利息を付して支払わ

なくてはなりません。したがって、店舗など、賃料自体が高い物件では、増額請求から

判決確定まで、長期間かかった場合に、精算額が意外に高額になる場合があるので注意

が必要です。

２　ときどき、貸した当初の家賃が安かったので、今回の値上げで、周辺相場と同額まで

賃料を引き上げたいと希望する貸主がいますが、これは法律上、できないことを説明し

てください。つまり、いったん安く貸した場合には、世間相場が上がっても、その変動
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　率に応じて、以前合意で貸した安い賃料を割合的に増額できるだけで、いきなり周辺相

場と同額にはできないという意味です。

４　賃料の自動増額条項は、貸主が賃料の増額請求をするのと同様の効果は認められます

が、増額の幅（例えば１０％と定めても、その１０％）には拘束力はなく、借主は裁判

で、正当な増額とされる範囲を争うことが可能であると考えてください。また、借地借

家法３２条の賃料増減額請求規定は、強行規定（特約で適用を排除できない規定）と解

されているので、増額後の賃料が不相当な場合は、特約があっても借主から減額請求す

ることが可能となります。

【判例研究】

【最高裁判所判決　平成１５年１０月２１日】

要旨　いわゆるサブリース契約については、借地借家法３２条１項の適用が認められる。ただし、同

条に基づく賃料の減額請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては、土地の所有者が賃借人

による転貸事業のために多額の資本を投下することを前提として当初賃料額及び賃料自動増額特約

等が定められたことを重要な要素として考慮すべきである。

メモ 

　 

　 

　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅰ－４６



③賃料の値上げと供託

Ｑ

　　賃料１０万円の貸家の契約を１０年前に締結した貸主です。１０年間、ずっと同じ賃

料だったため周りの相場と開きができたことから、借主に２万円の値上げを申し入れた

のですが、納得してもらえませんでした。

１０万円の受領を拒否したところ、借主は供託してきたのですが、供託された賃料を

受領してもよいでしょうか。

受領してもよいとすれば、どんな手続きが必要ですか。

Ａ

　供託された賃料を受領することはできますが、その際に、供託された金額が増額賃料の

一部であることを明らかにして、供託金の還付を受ける必要があります。

【解説】

１　持参の場合

1)　貸主が賃料の増額請求をした後に、借主が従前の賃料を持参した場合において、貸

主が特に異議を述べずにそのまま賃料を受領したときは、賃料債務全額に対する弁済

として受領したものと扱われ、貸主は賃料増額請求の意思表示を撤回したものとみな

される可能性があります。

2)　したがって、増額請求後に、借主が従前どおりの賃料を持参した場合には、貸主

は、以下のいずれかの方法を取るとよいでしょう。

①　賃料の領収証に、「平成１９年○月○日増額請求後の賃料月額○万円の一部とし

て」と記載して、あくまでも増額後の賃料の一部として受領したことを明確にして

おく。

②　「平成○年○月分の賃料として」と領収証を書いて受領し、遅滞なく「先日の賃

料は、値上請求後の○万円の賃料の一部として受領する」旨の通知書を借主に送っ

ておく。

２　増額請求後の借主による従前の家賃額の振込

　　値上請求後に、借主により従前の家賃額の振込があった場合は、特別な対処をすぐに

する必要はありません。（下記【相談のポイント】３参照）しかし、値上請求後１年以

上も、借主から値上前の賃料送金を受けながら、値上げのための交渉・調停・訴訟等を

行わないと、やはり値上請求を撤回したとみなされる危険もあります。
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３　供託の場合

　1)　供託の場合はどうでしょうか。借主は、貸主が増額賃料の一部として受領し賃料全

額として受領することに異議を唱え、そのため貸主が賃料全部に対する受領拒絶とみ

ることができる場合には、賃料を法務局に全額供託することが可能です。この場合に

供託すべき金額は、増額請求に対して、借主が相当と考える賃料額で供託することに

なります（一般的には増額請求前の金額で供託する例が多いでしょう）。

　2)　このように、貸主の賃料受領拒絶があれば、賃料増額請求に対して、借主は賃料を

供託することができます。この場合、貸主が、法務局（供託所）から還付請求手続を

行う際に、そのまま供託金を受領してしまうと、賃料債務「全額」に対する弁済とし

て受領したものと扱われてしまい、賃料増額請求を撤回したものとみなされたり、増

額請求後の賃料に対する不足分の請求権を放棄したとみなされる可能性があります。

つまり、借主が持参した賃料を異議無く受領してしまった場合と同じように扱われ

てしまうのです。

そこで、供託実務では、供託者と被供託者との間で債権額に争いがある場合に、被

供託者が債権の一部に対する弁済として受領する目的で供託金の還付を請求すること

が認められております（「債権の一部に充当する旨の留保付き供託受諾に基づく還付

請求」（昭和３５年３月３０日民事甲７７５民事局長電報回答））。

3)　本問の貸主は、「増額請求後の賃料債権の一部に対する弁済として受領する」旨を

供託物払渡請求書に記載して供託金還付請求手続を行っておくとよいでしょう。

【相談のポイント】

１　賃料増額請求後に、借主が持参した賃料を貸主が受領する場合には、領収証に増額請

求後の賃料の一部として受領する旨を明記しないと、増額請求の効力が無くなる危険が

あることをアドバイスしてください。

２　賃料増額請求後に、借主が供託した賃料を貸主が受領する場合には、供託物払渡請求

書に債権の一部に充当する旨の留保付き供託受諾に基づく還付請求であることを記載し

て還付請求を行わないと、１と同様に、増額請求の効力が無くなる危険があることをア

ドバイスしてください。

３　賃料が振込で支払われてしまった場合には、振込後すぐに内容証明郵便等で、増額請

求賃料の一部として受領すること、以後賃料が振り込まれても同様に一部として受領す

る旨を通知してください。
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④賃料の値下げ

Ｑ

　　店舗を借りていますが、隣りも同じ広さの店舗で同じ貸主ですが借りた時期が異なり

ます。隣りの賃料は月額１６万円でこちらは２０万円です。同額に値下げしてほしいの

ですが、どうすればよいですか。

借主側の希望する値下げた賃料（１６万円）を家主に支払い、家主が受け取らない場

合には、供託すればよいと友人は言いますがそれでよいのですか。

Ａ

１　借主から値下げの請求をしたとしても、貸主からの請求額を支払う必要があります。

値下げ請求をすれば、勝手に値下げした賃料額を支払えば済むということにはなりま

せん。

つまり、貸主は、借主から値下げ請求を受けた後も、話し合い・調停で賃料の値下げ

について合意するか、又は、訴訟で賃料の値下げ額が確定するまでは、貸主の方で従

前の賃料額（２０万円）以下の金額で、貸主が相当であると考える金額の賃料を請求

することができます。借主は、この貸主の判断した請求額を支払わないと、賃料の不

払いとなってしまいます（借地借家法３２条３項）。

例えば、家主は値下げすべきでないと考えれば、貸主が値下げ請求を受けた後も、月

額２０万円の賃料を借主に請求し、借主は、話し合い・調停で賃料の値下げについて

合意する、又は、訴訟で賃料の値下げ額が確定するまでは、月額２０万円の賃料を支

払う義務を負います。

このように、借主が一方的に値下げ請求後の賃料を決めて、家主に支払ったり、供託

しても、賃料の不払いが生じて、借家契約を解除される危険が生じますので、友人の

アドバイスは誤りといえます。

２　なお、同種同面積の隣室が１６万円で貸しているからと言って、本件の借主の家賃が

当然に１６万円に下がる訳ではありません。

　　裁判では、例えば、月額２０万円の賃料を合意した時期から、値下げ請求した日まで

に、周辺の賃料相場がどれだけ下落したか、その下落率を２０万円に掛けて相当な賃

料を計算する考え方が重視されます（スライド方式）。

例えば、今から３年前に賃料を月額２０万円とすることを合意した後、隣室になかな

か借り手が付かないので、今から１年前に月額１６万円に減額したとしても、周辺の家

賃相場が今から３年前に比べて１０％しか下がっていない場合には、本件の相当賃料は

月額１８万円ということになり、月額１６万円までは下げられないことになります。
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【解説】

１　賃料値下げ請求の手続き

1)　借地借家法上は、建物の賃料が、土地建物の税金等の負担の増減、土地建物の価値

の増減、その他経済事情の変動により、今の賃料が近隣同種の建物賃料と比較して不

相当である場合は、当事者は、相手方に対して賃料額の増減を請求することができる

旨が定められています（借地借家法３２条１項本文）。

2)　借主が、賃料の値下げを求める場合は、まず、貸主に対して、値下げ請求の通知を

行います（通常は、内容証明郵便等、相手に到達した日にちが確認できる方法で文書

で送付します）。

3)　しかし､借家契約では､借主が一方的に賃料の値下げを請求しても､その時点から当

然に賃料が値下がるわけではなく､その後も貸主は､自分が相当と考える賃料を借主に

請求でき､借主はその請求額を支払わないと賃料不払いによる債務不履行となります｡

4)　借地借家法では、賃料の減額について、貸主・借主間の協議で合意できないとき

は、減額の請求を受けた者（貸主）は、借主の賃料値下げの主張が正当であるという

裁判が確定するまで、貸主が相当と認める額の賃料を借主に請求することができると

定めており（借地借家法３２条３項本文）、裁判での結論が出て初めて、値下げされ

た賃料が確定するという立場を取っています。

5)　この場合の貸主が相当と認める額の賃料は、値下げ請求前の賃料を上回ることはで

きません。

6)　また、借主の値下げ請求が正当であるとの判決が確定した場合、値下げ請求が貸主

に届いた日から、値下げ請求を認める判決が確定するまでの間について、貸主は借主

に対し、毎月の取りすぎの賃料分について、それぞれの支払期から、支払い済まで年

１割の利息を付して返還することになります（借地借家法３２条３項但書）。

7)　なお､貸主が､値上げ請求をした場合には､借主は､貸主に対して相当と考える賃料を

支払えば足りるとされており（借地借家法３２条２項本文）､減額請求の場合と､増額

請求の場合とでは、相当と考える賃料を決めることができる当事者が異なります。

２　借主による値下げ請求に対する対応

1)　値下げ後の賃料の金額について、当事者間で協議を行います。その場合に、近隣の

同種同程度の借家の賃料の広告を集めたり、不動産業者から近隣の相場賃料を聞き出

す等して、情報を集めて交渉してみるとよいでしょう。

2) 任意の話し合いで賃料の合意が出来ない場合は、借主が、賃料減額の調停を提起し

ます。
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3)　賃料減額請求は、原則として、調停手続を行わないと、訴訟を提起することはでき

ないとされています（調停前置・民事調停法２４条の２）。

4)　調停手続では、調停委員に不動産鑑定士が関与する場合など、専門家の意見を聞き

つつ、妥当な賃料について合意できる可能性がありますが、当事者間で合意が整わな

ければ、調停は不調により終わります。

5)　調停が不調になった後は、借主が賃料減額請求訴訟を裁判所に提起します。

　①　裁判手続では、不動産鑑定士による鑑定を行い、相当な賃料を算定します。

　②　鑑定には、物件の規模・価格にもよりますが、数十万円の費用がかかります。

　③　鑑定費用は、原則として原告となる借主が裁判所に予納し、その後、判決の結果

に応じて、訴訟費用として、原告（借主）・被告（貸主）の負担の割合を裁判所が

決定します。

３　賃料の値下げ額の決め方

　1)　入居当初、合意で定めた賃料をその後の事情の変化で値下げをする場合、どの程度

の値下げができるかは、何を基準に判断するか。

　　①　貸主・借主間で最後に合意した賃料に、周辺の賃料相場・不動産価格の相場等が

最終合意時から値下げ請求がなされた時点までの間に、値下がりした割合（変動

率）を掛けることによって算定される賃料額が重視されます（「スライド方式」と

呼ばれる計算方法）。

　　②　上記の変動率は、最終の合意賃料に変動率を掛けて値下げ後の家賃額を決めるこ

とにご注意下さい。例えば、当初の契約で家賃が２０万円と合意した場合、その後

何回かの更新によって最後に３年前に２４万円と合意された場合、この３年間での

賃料相場の変動率を算定し、最後の合意賃料２４万円に変動率を掛けることになり

ます。

　　③　例えば、直前３年間に、周辺の賃料相場が１０％下落した場合、最後に合意した

賃料額である２４万円から、１０％を掛けた分（２万４０００円）を差し引いた２

１万６０００円が妥当な値下げ賃料ということになります。

　　④　なお、不動産鑑定士による賃料の鑑定では、上記スライド方式以外にも、いくつ

かの算定方法を組み合わせて相当賃料を算定しますが、一般的に最も重視されるの

が、このスライド方式です。

2) ご注意いただきたいのが、問題となった同一条件の隣の部屋が最近の世間相場であ

る１６万円で貸しているとしても、１６万円までの値下げは認められないという点で

す。
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４　例えば、平成１９年８月１日に借主から家賃を月額２０万円から１６万円に値下げす

る通知が貸主に届き、話し合いが付かずに、裁判となり、１６万円の値下げ請求が正

当であるとの判決が平成２１年７月３１日に確定した場合、貸主が、値下げ請求を受

けた後も毎月２０万円の家賃を請求し、借主が支払っていた場合には、家賃が毎月末

日限り翌月分を支払う契約である場合は、平成１９年８月末に支払われる同年９月分

の賃料の過払い分４万円について、平成１９年９月１日から平成２１年７月３１日ま

での期間について年１割の利息を付した金額を返還することになります。同様に、平

成１９年１０月分については、平成１９年１０月１日から平成２１年７月３１日まで

の期間につき、平成１９年１１月分については、平成１９年１１月１日から平成２１

年７月３１日までの期間につき、年１割の利息を付して支払うことになりますので、

各月の賃料ごとに利息を計算することになります。

　　したがって、協議や裁判が長引いて、賃料減額請求から、判決の確定までに時間がか

かる場合、後に精算する過払い額が意外に高額になる場合があるので、注意が必要で

す。

【相談のポイント】

１　借主は、賃料減額請求をしたからと言って、直ちに減額請求分の賃料の支払義務を免

れるわけではありません。

２　例えば、同種同面積の隣室が空室になり、新たに家主が貸す際に、賃料を大幅に下げ

て貸したとしても、以前より借りている借主の賃料が隣室と同額にまで当然に減額でき

る訳ではありません。

あくまで、減額請求できる金額は、最終合意賃料に周辺相場の下落率を掛けた金額で

あることを説明してください。

メモ 
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⑤連帯保証契約の解除

Ｑ

　　３年前、会社の同僚から頼まれてアパートの借家契約（期間２年の普通借家契約）の

連帯保証人になったのですが、その同僚は１年半で会社を辞め、その１年後には貸主よ

り６か月分の未払賃料を請求されました。契約の更新について、私は何も署名・押印し

ていません。元同僚はまだアパートに住み続けています。

１　私が連帯保証人として滞納家賃を支払う義務はありますか。

２　このようなことが続くのでは、この先不安なので保証人を辞めたいのですが、一

方的に保証契約を解除することができるでしょうか。

Ａ

１　連帯保証人として、滞納家賃を支払う義務があります。

２　原則として、保証人が一方的に保証契約を解除することはできません。

【解説】

１　連帯保証人の責任

　1)　借家契約の連帯保証人の責任は、原則として、借家契約が終了し借主が建物を明け

渡すまでの間は継続します。

　2)　連帯保証契約について、連帯保証人の中途解約条項があれば、借家契約の継続中も

連帯保証人から解約することが可能ですが、通常は、そのような特約は定められてい

ません。

　3)　連帯保証人は借家契約が終了し、建物明け渡し完了までの間に生じる借主の債務を

保証する責任を負うことは、借主が会社を退職したり、破産をしたりした場合でも、

変わりありません。

２　実際の対処

　1)　連帯保証人は、保証人を降りたいのであれば、借主に新たな連帯保証人を捜させ、

貸主に連帯保証人の交替を承認して貰う必要があります。

2)　貸主の同意が得られたときは、貸主・連帯保証人・新連帯保証人間で合意書を作成

する必要があります。

３　ただ、以下の特別な事案について法定更新後の賃料滞納について連帯保証人の責任を

限定した裁判例があります。

　1)　東京地裁平成１０年１２月２８日判決の結論

　　　判例は、貸主の請求を認めず、連帯保証人は滞納賃料の支払いを免れた。
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　2)　判例の立場

①　法律的には原則として法定更新後の延滞賃料についても連帯保証人は責任を

負うとしており、「法定更新後の延滞賃料について連帯保証人は責任がある」

とする従来の裁判例と立場を異にするものではありません。

しかし、以下の「特殊事情」を理由として、法定更新後の未払賃料等につい

て、連帯保証人の責任を否定しました。信義則によって、連帯保証人の責任を

減縮したものといえます。

②　本件では、法定更新となった平成８年までは、２０年間に渡り、借主に延滞

がある都度、貸主は連帯保証人に連絡し借主への支払いを促すよう要請し、実

際に連帯保証人は借主に対し支払いを促していました。

ところが、平成８年の法定更新の際には、貸主は連帯保証人の辞任の意向を

承諾し連帯保証を求めず、かつ、それまでのように貸主から連帯保証人に対

し、延滞状況を知らせ借主に支払いを促す要請もしませんでした。つまり、

連帯保証人はその責任を約２０年もの長期にわたって果たしており、貸主は

法定更新後は連帯保証人としての活動を期待していなかったという事情が

あったわけです。

加えて、連帯保証人は、本物件を仲介した立場でやむを得ず連帯保証をした

こと、貸主も不動産賃貸を業（目的）とする株式会社であること、等の特殊な

事情がありました。

このような特殊な事情の下では連帯保証人には「更新後の延滞について保証

責任を負わない特段の事情が認められる」として、法定更新後の未払賃料等

について、連帯保証人の責任を否定しました。

　

【相談のポイント】

１　借家契約の連帯保証人は、一旦なったら容易に解約できません。

２　借家契約の継続中に連帯保証人の責任を免れるためには、貸主が納得する別の連帯保

証人を連れてきて、交代するための交渉を行い、合意によって解約するほかありませ

ん。

３　なお、最近、家賃の保証会社を連帯保証人の代わりとする契約も多くなっています

が、借主又は家主が保証料を負担する必要があり、また、借主の資力・信用も問われる

ため、保証会社に連帯保証人の替わりになって貰うことも容易ではありません。

メモ    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅰ－５４



⑥連帯保証人の債務の相続

Ｑ

　　夫は友人が賃借しているマンションの連帯保証人になっていましたが、１ヶ月前に夫

が他界しました。ところが、マンションの貸主より、借主である夫の友人が夫の生前に

発生した賃料４ヶ月分を滞納しているので支払ってほしいとの連絡がありました。私

が、夫は亡くなったことを伝えると、貸主に「それじゃ、奥さんが払って下さい。」と

言われました。

請求された４ヶ月分の滞納賃料を支払う義務がありますか。

Ａ

１　相続開始前の賃料支払い義務について

1)  連帯保証人である夫の生前に発生した家賃未払いに対応する保証債務は、通常の金

銭債務と同様、相続の対象となります。

したがって、相続人は、保証人の生前に発生した保証債務については弁済の必要が

あります。

2)　なお、連帯保証人の推定相続人が相続放棄をすれば、相続人たる地位を失うので、

保証債務を相続しないで済みますが、相続放棄をすると、被相続人固有の財産も相続

できなくなります。

相続放棄は、相続人が相続の開始及び相続財産（資産と負債）を知った時から３か

月以内に、家庭裁判所に放棄の手続を行う必要があります。

3)  次に、相続人は、被相続人の債務のうち、どの範囲で義務を負うかが問題となりま

す。この点につき、諸説ありますが、判例は一貫して、金銭債務のような可分債務に

ついては、法定相続分に応じて負担すればよいという立場をとっています（大決大

５．１２．４）。

本件の場合、妻と２人の娘が相続人であるため、夫の生存中に発生した滞納家賃に

ついての保証債務（金銭債務）、妻が２分の１（２か月分）、娘２人がそれぞれ４分

の１（１か月分）ずつの割合で支払う義務を負うことになります。

２　以上のとおり、夫が借家契約の連帯保証人であった場合に、夫が死亡すると連帯保証

人の責任が、相続人である妻や子に及ぶ可能性があります。本件のように４か月分の滞

納家賃の保証債務ではあまり考えられませんが、夫の遺産と比較して、連帯保証人の債

務やその他の債務の合計額が過大である場合は、相続放棄や、遺産の範囲でのみ相続人

の債務を負担するという限定承認の手続を執るべきことも考えられますので、そのとき

は弁護士等に具体的に相談することをお勧めします。
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【相談のポイント】

１　借家契約の保証人が死亡した場合、その相続人は、原則として、連帯保証人の責任を

も承継することになる。

２　保証人が死亡する前に既に発生していた延滞賃料については、各相続人が法定相続分

に応じて承継することになる。

３　連帯保証人の相続人としては、連帯保証人の責任を免れるためには、相続放棄の手続

を行うか、貸主の了解を得て、連帯保証契約を終了させる必要がある。

 【参考条文】

　　民法　第８８２条（相続開始の原因）

　　　　相続は、死亡によって開始する。

　　同　　第８８７条（子及びその代襲者等の相続権）

　　　　被相続人の子は、相続人となる。

　　２　被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第８９１条（相続人の欠格事由）の　　　

　　　規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相

　　　続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではない。

　　３　前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第８９１条（相続人の欠格事由）　　　

　　　の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

　　同　　第８８９条（直系尊属及び兄弟姉妹の相続権）

　　　　次に掲げる者は、第８８７条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる　　　

　　　順序の順位に従って相続人となる。

　　　一　被相続人の直系尊属。ただし、親等のこと異なる者の間では、その近い者を先にする。

　　　二　被相続人の兄弟姉妹　　　　

　　２　第８８７条第２項の規定は、前項第二号の場合について準用する。　　

　　同　　第８９０条（配偶者の相続権）

　　　　被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第８８７条又は前条の規定に　　　

　　　より相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

　　同　　第８９６条

　　　　相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相

　　　続人の一身に専属したものは、この限りでない。　　

　　同　　第９３８条（相続の放棄の方式）

　　　　相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

　　同　　第９３９条（相続の放棄の効力）

　　　　相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
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（２）借家の利用関係に関する問題

①修繕義務と賃料債務

Ｑ

１　４LDKの平家建の貸家を賃料月額１０万円で借りていますが、北側の１部屋に雨漏

りが生じ、その部屋だけ使えなくなりました。貸主に言っても「今お金がない」とか、

「老朽化しているのでしかたない」などの言い訳をして補修しようとしません。借主か

らの対抗手段として、補修するまで月額１０万円の賃料の支払いをストップしようと思

いますが許されますか。

２　また、雨漏りの補修費用の見積もりを取ったところ、修繕費が５０万円とのことでし

たが、当方で負担して修繕した場合は賃料５ヶ月分（５０万円）と相殺することはでき

ますか。

Ａ

１　修繕義務ついて

1)  貸主は、原則、借家を修繕する義務があります（民法606条１項）。貸主は、「借

主が借家を使用するのに困らないように修繕する義務がある。」とされます。

　　　ただし、例外的に、

　　　①　主要な構造部分の損傷が激しく、耐久年数が尽きかけている場合の大修繕

　　　②　家賃が世間相場に比べあまりに安い場合

　　　には、修繕義務が認められない場合があります。

2)　今回の設例においては、一般的には、貸主に修繕義務があるとされる場合が多いと

思われます。

２　賃料の支払い停止

　1)　次に、貸主が修繕義務を履行しない場合に、賃料全額の支払いを拒絶することはで

きるのでしょうか。

　2)　この点、建物の一部が貸主の修繕義務不履行により使用できなかった場合につき、

「修繕義務の不履行が借主の使用収益に及ぼす障害の程度が一部にとどまる場合に

は、借主は当然には賃料支払義務を免れないものの民法６１１条１項の規定を類推適

用し、借主は賃料減額請求権を有すべきと解すべき」と、判断した判例があります

（名古屋地裁昭和６２年１月３０日判決・判時１２５２号８３頁）。

3) すなわち、上記裁判例によれば、貸主が修繕をしない場合には、借主は貸主に対し

減額請求をすれば、当然に家賃が下がり、下がった分の賃料の支払義務は免れること

になります。もちろん、その金額に争いが生じるときは、判決で本来いくら下げるべ

きであったかが確定することになります。
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　　　また、上記裁判例においては、２階建て建物の２階部分のうち、約２／３が使用で

きない状況にあったが、家賃全体の２５％相当額の減額請求を認めています。

　4)　上記設例においては、２階北側部分以外については、借主は使えるわけですから、

借主は貸主に対し、北側部分を利用できなくなったことによる相当額の減額請求がで

きるにとどまり、家賃全部の支払いを拒否することはできません。

　　　にもかかわらず、借主が家賃全額の支払をストップした場合には、借主は過度に賃

料支払義務の履行を怠ったと判断され、最悪の場合、貸主から債務不履行（賃料不払

い）を理由とした解除の主張がなされる可能性もあります。

３　民法６１１条１項の減額請求権と借地借家法３２条の家賃減額請求権の違い

　1)　民法６１１条１項の減額請求権は、減額の意思を表示すれば、貸主が修繕義務を履

行しない間は、使用収益できなくなった範囲に応じ、賃料の減額が法律上も効果を発

生します。

　　　すなわち、裁判で正当な減額の金額が決まるまで、借主は自己の主張する減額した

家賃を払っていれば足ります。

　2)　借地借家法３２条の家賃減額請求権では、減額の意思を表示しても、直ちに法律上

の効果として賃料の減額が発生するわけではなく、貸主はとりあえず自己の主張する

減額されていない家賃を請求でき、後に、示談、調停、訴訟で確定したときに、年１

０％の利息をつけて精算することになります。

　　　すなわち、裁判で正当な減額の金額が決まるまでの当面、貸主が家賃を決定するこ

とができます。

４　修繕費と家賃の相殺

　1)  上記修繕費を借主が実際に支出した場合、原則、家賃債務と相殺することができま

す（民法６０８条１項・借主の費用償還請求権）。

　2)　ただし、この修理がいわゆる修繕として妥当なものであったか、修繕の金額が妥当

なものであったかは、別の問題となります。

　　　仮に、修繕のみならず、建物価値が増大する工事まで含まれていた場合には、その

分は修繕費ではなく、次に述べる有益費となってしまいますので、賃料との相殺はで

きません（民法６０８条２項）。

3) 修繕費を貸主に請求できるのは、本来貸主が負担すべきものですから、借主が通常

の工事に比べ、異常に高い工事費を支出していた場合には、貸主が負担すべきものと

はいえないので、通常の工事費の分しか請求できません。
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【相談のポイント】

１　借主は、借家の一部が使用できない状況が継続する限り、一方的な意思表示により、

賃料の相当額を減額することができ、その結果、相当額の家賃の支払いをストップする

ことができます。

ただし、相当額以上の賃料の不払いを行い、後に、裁判でこの減額は不相当であり、

かつ、信頼関係を破壊するような減額だといわれてしまうと、最悪の場合、借家契約が

解除されてしまうので、注意してください。

２　修繕工事に着手する前に､借主から貸主に対し､工事をすること､工事費については、

家賃と相殺することを内容証明郵便で通知しておいてください｡これは､法律上の要件で

はありませんが､この通知をしておけば､貸主が自発的に修理に動くチャンスを与えられ

ますし､借主が工事費を立て替えた場合に､後の裁判等で借主が有利な立場となります｡

３　修繕工事は、できるだけ相見積（細目も記載された見積もり）をとり、費用の妥当性

  を確保すると共に、必要最小限の工事内容にとどめておいてください。

 【参考条文】

　民法　第６０８条（賃借人による費用の償還請求）

　１　賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、

　　直ちにその償還を請求することができる。

　２　賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第１９

　　６条第２項の規定（価値が残っていれば）に従い、その償還をしなければならない。ただし、

　　裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

　　民法第１９６条（占有者による費用の償還請求） 　（１項省略）

　２  占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が

　　現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることが

　　できる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還につい

　　て相当の期限を許与することができる。

 民法　第６１１条（賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等）

　　 　賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の

　　割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。

　２ 　前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができな

　　いときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
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②借主が負担した必要費・有益費と賃料債務

Ｑ

　　一戸建の貸家を借りていますが、門扉から玄関までの間が土であるため、雨の日はぬ

かるんで通りづらいのでコンクリートを打ちました。この工事にかかった費用を貸主に

請求したところ、「借主が貸主に無断で勝手にやった工事だから、その費用は支払えな

い。」と言われました。借主から一方的にこの工事費用を賃料と相殺することはできま

すか。

Ａ

１　コンクリート敷設工事費用の法的性質について

1)  借主が借家の維持のために貸主が本来負担しなければならない費用（必要費）を支

出したり、借家の価値を増すような改良費用（有益費）を支出したときは、特約がな

い限り、原則として、貸主に請求することができます（民法６０８条）。

2)  しかし、借主が支出した費用が以下の必要費にあたるか、有益費にあたるかによっ

て、貸主に対して費用を請求出来る時期が異なり、必要費であれば賃料と相殺するこ

とができますが、有益費である場合は、賃料との相殺はできないことになります。

①  必要費とは、借家の現状維持・原状回復、及び、目的物の通常の用法に適する状

態に保存するために支出された費用で本来貸主が負担すべき費用のことをいい、必

要費は借主が支出した後直ちに貸主に請求できます（民法６０８条１項）。

②  有益費とは、建物の価値を増加させるために支出した費用（いわゆる改良のため

の費用）のことをいいます。

a.　有益費を支出した借主は、賃貸借契約終了時点において、その改良行為の価値

が残っていて、建物の価値が増加している場合に限り、その増加部分に相当す

る金額又は、改良のために支出した有益費の金額のどちらかを選択して、貸主

に請求することができます（民法６０８条２項）。

b.　有益費については、そもそも貸主が本来負担すべき費用でないため、賃貸借終

了時の精算になります。

　さらに、貸主が有益費の支払の猶予を裁判所に求めた場合に、裁判所は支払

期限の猶予を命じることが可能です。

c.　なお、有益費は借主の負担とする特約も有効となるため、建物賃貸借契約に、

このような特約がある場合には、仮に建物価値が増加したままであったとして

も、借主は費用請求ができません。

3) 門扉から玄関までの間を、土からコンクリートにする工事は、当該貸家の価値を高

める改良工事と解するのが一般的です。
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　そこで、原則、このコンクリート敷設工事費用は有益費にあたるので、借家契約が

終了しないと、貸主に請求することはできません。

２　賃料との相殺の可否について

1)  借主が未払賃料債務と借家のために支出した工事代金債務を相殺するためには、貸

主に対して相殺の意思表示をする時点において、工事代金の支払期が到来しているこ

とが必要となります（相殺適状・民法５０５条１項）。

2)  本件のように借主がコンクリート敷設費用を負担した場合には、その費用は有益費

となり、支払期は借家契約が終了した時点となるので、契約継続中は、貸主に対して

有益費の支払を請求することはできません。そのため、借家契約継続中に、借主が貸

主に対し、コンクリート敷設工事費用と賃料を相殺することはできません。

【相談のポイント】

１　借主が借家の補修・改良のために費用を支出した場合に、必要費であれば、貸主に対

して支出後直ちに請求できますが、有益費の場合には、借家契約が終了しないと請求で

きません。

２　但し、実務上は、必要費・有益費のいずれを支出する場合でも、借主が借家（又はそ

の敷地等）に手を加える場合は、事前に貸主に工事の内容、必要性を通知してから行う

べきです。

　　特に借りている建物自体に手を加える場合、借主が改良工事だと思って実施しても、

貸主から見れば無断増改築だとして、借主の保管義務違反として借家契約の解除等、別

の紛争に発展する可能性もあるので注意が必要です。

　　また、建物自体に手を加える場合、造作の設置と評価される場合は、造作の買い取り

請求の問題となります。造作の設置は、有益費の問題にもなりませんので、ご注意下さ

い。

３　本件のコンクリート敷設工事についても、その敷設の仕方が特殊で一般的な改良に

なっていないと、有益費の請求どころか、借家契約の終了時において、貸主から撤去し

ろと要求される場合もあるので、工事実施前に、具体的な工事内容を通知し、貸主が異

議を申し出ないことを確認したうえで工事を行うべきです。

４　また、借家の保全・維持に必要な工事を行う場合でも、貸主に対して、工事の内容、

必要性、費用を書面で通知し、貸主による工事の実施を求めるべきでしょう。それでも

貸主が工事を行わないような場合に、借主側でやむを得ず実施したということにすれ

ば、後に必要費として請求する際に、借主側の工事の正当性を主張しやすい状況になる

でしょう。
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③改装または原状変更禁止特約

Ｑ

　　一戸建の店舗を洋服店に賃貸しています。賃貸借契約書には、「改装または原状を変

更しようとするときは貸主の書面による承諾を要する」との特約がありましたが、借主

である洋服店の店主から、口頭で「外壁の正面と内装をきれいに塗り替えたい。」との

連絡を受けました。貸主である私は、口頭でも承諾していませんし、書面による承諾書

も勿論出していません。にもかかわらず借主は勝手にどんどん工事を進めてしまいまし

た。しかも、これまで白色だった建物の壁をどぎついピンク色に塗り替えてしまいまし

た。

１　無断改装で契約を解除できるのでしょうか。

２　解除が無理だとしても、建物の外壁を白色に塗り直させることはできないでしょう

か。

Ａ

１　契約の解除はできないものと考えます。

２　状況によっては、直ちに元の白色の壁に塗り替えを請求することもできる場合がある

と考えられますが、通常は、退去の時の原状回復として、元の白色の壁への塗り替えを

請求することになると思われます。

【解説】

１　借家契約では、借主は、借家契約に定められた用法にしたがって使用収益する義務を

負うので、建物の改装や内装変更に貸主の承諾を要するとすることも一定の合理性が認

められます。

したがって、本問の「改装または原状を変更しようとするときは貸主の書面による承

諾を要する」との特約も有効であると考えられます。

２　本問の借主が、貸主の書面による承諾はおろか、口頭での承諾を得ることなく、建物

の壁をピンク色に塗り替える工事を行ったことは、上記特約に違反する行為であり、契

約を解除できるようにも思えます。

３　しかし、一般的に、借主による無断改装が特約違反にあたる場合でも、

①　その改装の内容が賃貸人に対して殊更不利益を与えるものではなく、

②　その除去・復旧が容易であり、

③　建物の用途、借家契約の目的からして改装の必要性が認められるような場合に

は、それらの事情が、信頼関係を破壊するとはいえない特別の事情にあたると考え

られ、借家契約の解除までは認められないものと考えられます。
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４　本問の壁の塗り替えによる改装については、借家契約上では、建物を「洋服店の店

舗」として賃貸しており、店舗は、営業上一定時期ごとに壁の塗り替え等の改装を行

い、建物の美観を維持する必要性が高く、壁の塗り替えによる原状復旧も容易といえま

す。また、貸主も店舗として貸す以上、そのような工事が将来行われることは特別な事

情がない限り了解していたものと解されることからすれば、殊更貸主に不利益を与える

ものとはいえないので、当事者間の信頼関係が破壊されたものとはいえず、貸主が本件

借家契約を解除することはできないと考えます。

５　ただ、状況によっては、契約は解除できなくとも、契約違反の是正として建物を直ち

に白色に塗り直すよう請求できる場合もあります。

1)　たとえば、店が住宅地に近く、ピンク色に塗ったことで近隣の住民の強い反対運動

が引き起こされるなど、建物利用の範囲を超えているような塗り替えをした場合や、

2)　一戸建てのビルで、上に家主が住居として住んでおり、一階部分を貸したところ勝

手にビルの一階部分の外壁を派手なピンク色に塗り替えたりした場合には、借家人に

ビルの一階部分の外壁の管理占有権限はありませんので、違反の是正を貸主は借主に

要求できるものと考えられます。

3)　ただ、本件では一戸建てで、借家人である借主が建物の外壁についても占有管理し

ているといえますし、上記のような特殊な事情がなく、ピンク色に塗ることが建物の

利用として相当な場合も多く、合理性があり、貸主の損害も認められないような場合

には、「貸主の承諾を得なかった」という特約違反はあるにしても、それだけでは信

頼関係を破壊したとはいえませんので、契約解除も是正請求もできない場合が多いの

ではないかと思われます。

６　増改築禁止特約に違反して、借主が貸主に無断で建物の大幅な改修工事を行った事案

について、以下のとおり、特約違反があるとしつつも、解除は認めないとした裁判例が

あります（東京地判平成６年１２月１６日）。

　1)　借主は、新たに外壁を築造して、シャッター四基を設置するとともに、事務所部分

について、壁面の一部、天井を撤去して、新たにこれらを築造し直した上、事務所部

分の一部を建物の外部とし、階段を移動させるなど大幅な改修というべき内容の工事

を行った。

　2)　建物の賃貸借において、賃借人が本件のような増改築禁止条項に違反して増改築を

行った場合、原則として契約の解除原因となる。

　3)　但し、増改築が賃貸借契約の当事者間の信頼関係を破壊するに足りないと認める特

段の事情があれば、賃貸借契約の解除は認められない。

　4)　特段の事情を判断するに当たっては、なされた増改築の規模、程度、復旧の難易、
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賃借建物の用途、目的、賃貸人の制止、これに対する賃借人の言動、従前の契約関係

の経緯、賃借人の主観的事情等諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。

　5)　本件工事は、その規模、内容ともに軽微なものとはいえないが、被告（貸借人）と

しては、本件工事を行う緊急性、必要性、合理性があり、増改築部分の復旧も比較的

容易であって、本件建物の用途目的に適っており、従前から本件建物の維持、管理、

補修は専ら被告（貸借人）が行ってきたものであり、被告（貸借人）が原告（賃貸

人）の制止を無視して本件工事を強行したような事情は認め難く、原告（賃貸人）も

本件建物の価値の増加による利益を受けるのであるから、本件工事が原告（賃貸

人）、被告（貸借人）間の信頼関係を破壊するものとはいえず、原告（賃貸人）、被

告（貸借人）間の信頼関係を破壊するに足りないと認める特段の事情がある。

　6)　したがって、賃貸人は本件賃貸借契約を解除することはできない。

【相談のポイント】

１　無断改装を禁止する特約がある場合でも、無断改装を行ったからといって、貸主は直

ちに借家契約を解除できる訳ではなく、その改装の内容・程度・必要性・原状復旧の難

易・貸主に与える不利益等を考慮して、信頼関係の破壊には至らないと判断される場合

は、解除できないことに注意が必要です。

２　但し、信頼関係の破壊には至らないとする特別の事情の存否が裁判で問題となる場合

は、これらの事情は、借主側で主張・立証する責任があります。

３　借主が、無断で建物を改造したり、復旧困難な工事を加えるような場合には、貸主

は、借主や工事業者に対して、書面で工事の中止・復旧・解除を通知する方が良いで

しょう。ただし上記の通り、法律上、解除が認められる場合は少ないと思われます。

４　また、改装・改修を行おうとする借主は、トラブルを避けるために、事前に工事の内

容・その必要性を貸主に書面・図面等で説明し、承諾を得る努力をした上で、工事に着

工してください。仮に、貸主がいやがらせで承諾を拒んだとしても、借主が誠実に振る

舞ったことが、裁判上、「信頼関係の破壊に至らない特別な事情」の判断において有利

に働くことが期待できます。

メモ    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
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④ペット飼育と迷惑行為

Ｑ

１　判例を見ていると、契約書にペットの飼育を禁止する特約や迷惑行為（騒音等）を禁

止する特約がある場合と、それらの特約がない場合とでは、契約解除が認められるか否

かの判断について、実質上それほどの違いがないように思いますが、わざわざ契約書に

ペット飼育禁止や迷惑行為禁止を書かなければならないのでしょうか。

２　ペット飼育を例外的に許可するときは、原状回復を特約で拡大できますか？

Ａ

１　ペット飼育禁止特約を契約書に定める意味があります。言い換えれば、ペット飼育禁

止特約を定めないと法律上は、借主にペット飼育禁止を要求することはできませんし、

借家契約上の用法違反としての責任追及も難しいと思われます。

２　ペット飼育を例外的に許可するとき、原状回復を拡大した特約を定めることができま

す。その際は、ペット飼育禁止の条項のある契約書を使用したうえで、ペット飼育特例

許可の特約を定めておくことがポイントです。

【解説】

１　一般の借家契約におけるペット飼育の可否

1)  禁止特約がない場合

ペットの飼育禁止を賃貸借契約書で定めていない場合（禁止特約がない場合）、借

家の状況に合わせたペット飼育は、建物の使用として一般的にありえることですか

ら、「通常の用法に従った使用」の範囲として、用法違反にならないといえます。た

とえば、常識上、アパートにおいては室内犬の飼育程度であれば用法違反とはならな

いと考えられますし、庭つきの一戸建てでは、大型犬の飼育も用法違反にならないと

考えられます。

2)　一般的な対策（ペット飼育禁止特約）

ペットについては、近隣とのトラブル・臭い・傷等の原状回復のトラブルが発生し

やすいことから、通常は特約でペット飼育を禁止している例が多いと思います。

近時はペットの飼育を希望する借主も多く、ペット飼育可能アパート・マンション

も増えてきましたが、そのようなアパート・マンションとして特色を出す場合以外

は、原則としてペット飼育禁止条項を定めておく方がよいと思われます。

3)　ペット禁止条項に違反した場合の原状回復義務

なお、ペットの飼育を許可していない場合（ペット飼育禁止特約がある場合）に、
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借主がペット禁止条項に違約したときは、借主の原状回復義務は原則として重いも

のとなります。ペットによる汚損等も契約による原状回復義務の範囲となるからで

す。

２　ペット飼育を例外的に許可するときの対策

1)　ペット飼育禁止の条項のある契約書を使用して、ペット飼育を特例として許可する

旨の特約を定めると良いでしょう。

ペット飼育禁止の条項のある契約書を使用するのは、「あくまで例外として許可し

た」という事情を残すためです。

2)　さらに、例外的な許可が、「十分な原状回復（原状回復の拡大）が条件であった」

ことを証拠として残します。

3)　ペット可能アパートのように飼育を原則的に認めた場合でも、原状回復の必要があ

れば借主の責任となります。但し、もともとペット飼育を前提として賃貸されている

ものですから、例外的な許可の場合よりは、原状回復の義務は軽くなります。

３　ぺットに関する判例として次のようなものがあります（東京簡裁平成１４年９月２７

日判決）。

　　判例の事案

①　家賃１３万９０００円、敷金３ヶ月分（４１万７０００円）ペット飼育可とし

て、専門業者によるペット消毒の特約があった。

②　借主は１年８ヶ月分の居住期間のうち約３ヶ月間、小型犬のチワワを飼育用の

ケージ内で飼育した。

③　退去にあたり貸主は５０万円余りを原状回復費用として請求した。

④　判例はペット消毒の特約は有効としたが、認めた費用は６万円のみ。

メモ
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（３）貸主・借主の変更

①貸主が貸家を売った場合の法律関係・注意点

Ｑ

　　アパートを借りていますが、見知らぬ人が「このアパートを元の所有者から買った。

今月からは家賃は自分に払って欲しい」と言ってきました。

１　家賃は誰に払えばいいのですか｡また､その判断をする際に注意することは何ですか。

２　貸家の所有権が、新所有者に移転した旨の登記がなされていた場合、新所有者から退

去を求められると出て行かなければならないのですか。

３　私が、この家から退去する際、敷金は返ってくるのですか。また、誰に敷金の返還を

請求すればよいのですか。

Ａ

１　家賃の支払先について

1)　借家の売却と貸主の地位の当然移転

①　借家人が借りている建物を、借家人がいる状態で、所有者である貸主が第三者に

売却した場合、買主は貸主の地位も、この売買契約と同時に売主（旧貸主）から承

継します。借主の承諾も不要ですし、売主（旧貸主）から借主に通知しなくても、

貸主の地位は当然に移転してしまいます。

②　借主にとっては、「この人が家主だから借りた。なぜ自分に断りなく貸主が変更

されてしまうのか。」と不満に思う方もいると思います。

しかし、貸家が売却されても、借主は、自己の借家権を新しい所有者（買主）

に対して主張して引き続き住むことができますし、貸主の義務は、借家を借主に使

わせることなので、貸主の個性は余り問題にしません。また、敷金・保証金等の返

還義務も、新しい所有者に引き継がせる方が、退去時の精算も容易です。さらに

は、新所有者の方が敷金等を返還する資力のある場合が多いので、通常、借主に不

利益はないと考えられます。したがって、貸主の地位は、貸家の売買とともに当然

に買主に移るものと考えられています。

③　したがって、貸主の地位が新しい所有者に移転したときは、売主（旧所有者・旧

貸主）は、敷金の返還義務も免れることになります。売却後、新所有者が破産した

としても、借主は旧所有者に敷金の返還を求めることができません。

2) 新所有者が新たな貸主として、借主に対し「貸主（新所有者）だから賃料を払え」

と請求するためには、旧所有者から建物の移転登記を受ける必要があります（最判昭

和３３・９・１８）。新所有者が借家の所有権移転登記を取得した後は、借主は新所

有者に対し、賃料を支払う必要があります。

Ⅰ－６７



これに対し、新所有者が所有権移転登記を取得するまでの間、借主は、新所有者・

旧所有者のいずれに対しても賃料を支払うことができます（最判昭和４６・１２・

３）。

3)  賃料を支払う際の注意事項

借主は、新所有者から賃料の請求があった場合、旧所有者（従前の貸主）に対し問

い合わせを行ったり、登記を確認するなどして、本当に所有権が移転したかどうか、

確認する必要があります。

この調査の結果、まだ登記が移転していないようであれば、借家の所有権移転の事

実確認は容易ではないので、旧所有者（従前の貸主）に賃料を支払っておくのが無難

です。

4)　現実の実務においては、移転登記がなされたかどうかや、所有権の移転登記の日時

に関わらず、売主（旧貸主）と買主（新貸主）の連名で、「○月○日以降支払う家賃

については、新貸主の方に支払って欲しい。」との連絡が来る場合が多いと思われま

す。このような場合には、旧貸主に連絡をして、売却したことが確かである事が確認

できれば、新貸主に家賃を払っても構いません。

２　退去について

1)　前述のとおり、借家人がいる建物を貸主が第三者に売却した場合、買主は貸主とし

ての地位も、この売買契約と同時に承継します（借地借家法３１条）。

建物の借家人が新所有者に対して、賃借権を対抗するためには、建物の引渡を受け

ている必要があります。

2)　本件では、借家人が建物の引渡を受けて住んでいる間に、建物が売却された場合に

は、借家人は、借家権を新所有者に対抗することができ、新所有者が賃貸人の地位を

引き継ぐので、これまでの借家契約がそのまま継続することになります。

そのため、借家人は、引き続き、本件建物に住むことができます。

３  敷金について

1)  敷金返還の契約は、借家契約とは別個の契約ですが、借家契約に従たる契約と解さ

れています（最判昭和５３・１２・２２）。前述のとおり、新旧所有者間の本件建物

の売買契約により、新所有者が旧所有者から貸主としての地位を承継した場合は、敷

金の返還義務も当然に承継するものと解されています（最判昭和４４年７月１７

日）。

そのため、借主は、本件建物退去時に、新所有者に対し、敷金の返還請求を行うこ

ととなります。
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2)　なお、借主が貸主の承諾を得て借家権を譲渡した場合は、敷金返還請求権は、新借

主に対して当然には移転しません（最判昭和５３・１２・２２）。これは、旧借主が

差し入れた敷金が、新借主が新たに負担する債務を担保するというのでは、旧借主の

予期に反し、不利益を被るからとされています。貸主の地位の移転の場合と、借主の

地位の移転の場合では、敷金の取り扱いが異なることに注意が必要です。

3)　建設協力金の趣旨で預託される保証金については、本来の保証金・敷金とは性質が

異なり、実質的には貸付金で、貸主が契約期間中、徐々に償却する定めがあったり、

分割で返還する定めがなされるときがあります。このような実質的には貸金となるよ

うな建設協力金（保証金）は、貸家が売却されても、その返還義務を新所有者が引き

継がないことになります。

そのため、純然たる借家の担保ではなく、貸金の性質を有する保証金（建設協力

金）は、旧所有者に返還請求をすることとなります。

【相談のポイント】

１　入居後の借主は、貸主の貸家売却によるオーナーチェンジがあっても、従前通りの借

主としての地位を主張することができる。

２　オーナーチェンジの事実を把握するためには、建物の全部事項証明書を取得し、貸家

の所有権が移転しているか否かを正確に把握してください。

３　敷金の承継は、貸主の地位の移転（当然移転）か、借主の地位の移転（当然には移転

しない）かで、結論が変わります。

４　貸主に、借家の担保ではなく、純然たる貸金として渡される保証金（建設協力金）

は、借家契約の担保としての敷金・保証金ではないので、純然たる敷金・保証金とは同

じになりません。

メモ    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
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②競売による貸主の変更

Ｑ

　　私が借りていたマンションの貸主が倒産し、借りていたマンションが銀行の抵当権に

より競売されることになりました。私の借家権や預け入れた保証金はどのようになるの

でしょうか。なお、貸主については、破産等の倒産手続は行われていないとのことで

す。

Ａ

借主が入居した時点の状況に応じて、以下のとおり、結論が変わります。

１　入居時に既に差し押さえがなされていた場合

差押えがなされた時点で、建物所有者は借家権の設定を禁じられているので、借主

は、借家権を適法に取得することができず、新所有者に対しても借家権を主張できませ

ん。保証金返還債務も、新所有者に引き継がれないので、倒産した旧所有者に対して返

還を請求する必要があります。

２　入居時に差し押さえがなされていない場合は、入居時に抵当権が設定されていたかど

うかを確認します。

1)　抵当権が設定されていなかった場合（借家の引き渡しが抵当権設定登記より前にな

された場合）

借主の借家権が抵当権に優先するので、新所有者に対して借家権を主張でき、保証

金返還債務も新所有者が引き継ぎます。

したがって、退去時の保証金返還請求は、新所有者に対して行うことができます。

2)　抵当権設定後に入居した場合（借家の引き渡しが抵当権設定登記より後になされた

場合）

①　入居時期が平成１６年４月１日以後

原則、新所有者に対して借家権は主張できず、保証金返還債務も新所有者に引

き継がれません。したがって、保証金返還請求は旧所有者に対して行うこととなり

ます。ただし、競落後６ヶ月間は、居住が認めらます。

②　入居時期が平成１６年３月３１日以前

a.　短期賃貸借契約で、かつ、競落後に契約期間が満了する場合

新所有者に対して借家権を主張することができ、保証金返還債務は、新所有

者が引き継ぎます。ただし、契約期間満了後は、契約更新は認められません。

b.　短期賃貸借契約で、かつ、競売手続中に契約期間が満了する場合

建物が差押えを受けているため、契約期間満了時点で、合意更新・法定更新

ともなされません。
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したがって、新所有者に対して借家権を主張することができず、保証金返還

債務も引き継がれませんので、保証金返還請求は旧所有者に対して行うことに

なります。

【解説】

１  理由

　1)　抵当権が設定された貸家に、後から（抵当権設定後）入居した借主は、抵当権が実

行されると、原則として立ち退かねばなりません。

2)　ただ、抵当権設定後の借主についても、以前は短期賃借権の保護制度がありまし

た。ところが、平成１５年民法改正により、短期賃借権保護制度（旧民法３９５条）

が廃止され、新たに、①明渡猶予制度、②賃料相当損害金支払制度、③同意登記制度

の３点が創設されました。

3)　もっとも、平成１６年３月３１日以前に設定された賃借権については、改正後も、

抵当権が実行された場合に、短期賃借権保護制度（旧民法３９５条）による借主の保

護されます。

２　廃止された短期賃借権保護制度（旧民法３９５条）

1)　抵当権が実行されると弱い賃借権

①　民法の原則によれば、抵当権が実行された場合に、借主が弱い（借家権が消滅し

立ち退きの必要が出る）かどうかは、抵当権と賃借権のどちらが先に対抗要件を備

えたか（すなわち公示されたか）によって決まります。

②　抵当権設定登記が、借家権の対抗要件（建物の引渡を受けること）よりも早くな

されていると、抵当権が借家権に優先しますから、競売（抵当権の実行）がされる

と、借主は立ち退く必要があります。

③　抵当権が借家権よりも優先していると、競売により直ちに借家人が立ち退かなけ

ればいけないのでは、借家人は安心して抵当権が設定された建物を借りることがで

きません。また、貸主としても、建物を建てた借金を返済するために貸したくても

貸せないことになります。

そこで、以前は、短期賃借権の保護制度を置いて借家人にある程度の保護を与

え、抵当権がついた建物が貸せるようにしていました。

　2)　賃借人と競落人の関係

①　抵当権が賃借権に優先する場合

a.　この場合、賃借権の負担のない所有権を競落人が取得することになります。

b.　そのため、競落人の借主に対する所有権に基づく明渡し請求が認められます。
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また、競落人は貸主の地位を引き継がないので、借主は競落人に敷金・保証金の返

還を請求できません。

②　賃借権が抵当権に優先する場合

a.　この場合、借主は競落人に対しても賃借権を主張できます。

b.　そのため、競落人は貸主の地位を引継ぎ、借主に対する所有権に基づく明渡し

請求は認められません。また、賃貸借契約終了後には、貸主となった競落人に

敷金・保証金の返還を請求できます。

c. なお、抵当権に優先する賃借権は、このように強いので、短期賃借権の保護を

適用する必要がありません。

〔ポイント〕

短期賃借権の保護が問題となるのは、あくまで抵当権設定後の賃借権である。

3)　短期賃借権保護制度（旧民法３９５条）

①　短期賃借権保護制度とは？

a.　前述のように、抵当権設定登記後に設定された賃借権は抵当権に優先できない

のが原則です。

b.　ただ、この原則のままだと、抵当権のついている建物を借りたいという借主が

現れなくなってしまいます。

c.　そこで、建物については３年以内という短期で結ばれたの賃借権については、

抵当権設定登記後に締結された場合でも、抵当権に対抗でき、競落人にも主張

できるとしたのが短期賃借権の制度です。

民法旧３９５条

　第６０２条に定めた期間を超えない賃貸借は、抵当権の登記後に登記したもの 

　といえども、これをもって抵当権者に対抗することができる。但し、その賃貸

　借が抵当権者に損害を及ぼすときは、裁判所は抵当権者の請求によりその解除

　を命ずることができる。

民法６０２条（短期賃貸借）（抜粋・要約）

　建物については、３年以内の期間の賃貸借を短期賃貸借とする。
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②　建物に３年の期間を超える長期の賃借権が設定されている場合（例えば５年の借

家権が設定されている場合）、短期賃借権の期間内だけでも保護されないか？

【答】　保護されません。

【理由】　後記のように短期賃借権が濫用されていることも考えますと、あえて短

期賃借権の期間を超えて契約が結ばれた場合にまで保護を与える必要はな

いからです。

判例も、このような長期の賃借権がある場合には、短期賃借権の期間内

についても保護されないとしています（最判昭和３６年６月２３日）。

③　期間の定めのない賃借権が設定されている場合、短期賃借権の期間内は保護され

ないか？

【答】　保護されます。

【理由】　建物の賃借権については、正当事由さえあればいつでも解約できるとい

う意味では長期の賃貸借とは異なるから短期賃貸借に当たると考えられる

からです（最判昭和３９年６月１９日）。

このように考えると、「『正当事由』を実際に備えるのは難しいので

はないか」との疑問が出てきます。

この点について、上記判例は、短期賃貸借保護制度の趣旨は正当事由

の存在を認定する上で有力な資料となるとしています。このことから、

短期賃借権の期間である３年を経過していれば、「正当事由」があると

認められ、競落人による解約が可能と考えられています。

4)　短期賃借権の問題点

短期賃借権には、以下のような問題点があるといわれていました。

①　差押時期による保護の不平等

a.　短期賃借権も、債務者が債務返済を怠らず、抵当権実行による競売手続きが開

始されなければ、貸主・借主間で合意更新されていくのが普通です。

b.　もっとも、債務者の債務返済が滞り、抵当権実行による差押えがされてしまう

と、その後は賃借権は更新（合意更新できないし、法定更新もされない。）さ

れません（最判昭和３８年８月２７日、最判昭４４年１２月１１日等）。

c. 短期賃貸借の期間満了直前に差押えがなされると、短期賃借権は差押え時点か

ら期間満了までの短期間しか存続しないので、競落時には、短期賃借権は存在

しないことになり、３年以内の短期賃貸借であっても保護されないこととなり

ます。逆に、短期賃貸借の開始直後または合意更新直後に差押えがなされる

と、短期賃借権の残存期間が比較的長いので、競落に半年から1年かかっても競
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売手続終了時には依然として短期賃借権が存在することになります。

d.　このように差押時（競売開始時）における短期賃借権の残存期間との関係で抵

当権実行による差押えがいつなされたかという、偶然の事情で短期賃借人の保

護が異なるという不均衡がありました。

②　詐害的短期賃借権

a.　短期賃借権保護制度（旧民法３９５条）は、実際には競売妨害に悪用される例

が多かったです（詐害的短期賃借権）。

b.　暴力団等が、高額な敷金を差し入れることによって敷金返還の過大な負担を競

落人に負わせる、賃料を一括して抵当権設定者に前払いすることで競落人に賃料

のキャッシュが入ってこないようにする、不必要な修繕をして法外な有益費の請

求をする等して、競売価格を下落させ、抵当目的物を暴力団等が安く競落し、こ

れを高く転売して利益をあげるということがされていました。短期賃借権を解除

しても、貸家の建物の返還を受けるのは、抵当権設定者（競売をされる旧貸主）

ですので、抵当権者が民法旧３９５条但書で賃貸借契約を解除しても抵当権設定

者は、近い将来競売により建物を失ってしまう立場なので、積極的に明渡しを占

拠者に対して求めないのが通常です。

　　また、これらの詐害的行為を回避して高価で競売したい抵当権者には、高額な

立退料を請求するということがされていました。

c.　従って、民法旧３９５条但書により解除しただけでは居座っている者を排除す

ることまではできませんでした。

d.　そこで、最判平成11年11月24日は、第三者が抵当不動産を不法占拠することに

より、競売が困難となるような状態があるときは、抵当権者は所有者が不法占

拠者に対して有している妨害排除請求権を代位行使することができるとしまし

た。

e.　ただ、判例上抵当権者の妨害排除請求権の代位行使が認められても、実際に実

現するには裁判費用等のコストがかかるという問題があり、詐害的短期賃貸借に

対する有効な対策とはなりませんでした。

5)　短期賃借権保護制度の廃止

①　短期賃借権保護制度を廃止する法律

短期賃借権保護制度は、「担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等

の一部を改正する法律（略称は「平成「１５年担保執行法の改正」）」（平成

１５年法律第１３４号　施行平成１６年４月１日）によって廃止されました。

②　廃止にともなう従前の賃借権への影響
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a.　平成１６年３月３１日以前の短期賃借権

平成１６年３月３１日以前に締結された短期賃貸借権であれば、従前どおり短

期賃借権保護制度で保護されます。さらに、平成１６年３月３１日以前に締結さ

れた短期賃貸借権であれば、平成１６年４月１日以降に更新されても、短期賃借

権の保護があります。

短期賃借権保護制度の保護がなくなるのは、平成１６年４月１日以降に締結さ

れた貸借権です。

b.　定期借家権

定期借家権が終了し、平成１６年４月１日以降に再契約した場合、短期賃借権

保護制度で保護されません。

定期借家契約は、更新されない借家契約であるため契約を続けるには再契約が

必要となります。再契約をすると、新しい契約となり、新しい契約を改正法施行

後に締結したことになるので、短期賃借権保護制度で保護されなくなります。

３　建物明渡猶予制度と賃料相当損害金支払制度

1)　改正の概要

平成１５年「担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法

律」により、新たに、①建物明渡猶予制度（民法新３９５条１項）、②賃料相当損害

金支払制度（民法新３９５条２項）、③同意登記制度（民法新３８７条１項）の３点

が創設されました。

2)　建物明渡猶予制度

①　建物明渡猶予制度

a.　建物明渡猶予制度とは、抵当権者に対抗することができない賃借人に　(抵当

権設定後の賃借権)、建物の競売による売却の時から６ヶ月間は、明渡しを猶予

する制度です（民法新３９５条１項）。

b.　短期賃借権保護制度（民法旧３９５条）が廃止されたことにより、抵当権設定

後の賃借人は、借家人としては全く保護されず、競落人に土地・建物を明け渡さ

なければならなくなりました。

しかし、建物賃借人の中には、詐害的短期賃借人ばかりでなく、当該建物を

生活の基盤としている通常の賃借人もあり、その者が新たな生活の基盤を見つ

けるまでは社会政策上保護する必要があります。

そこで、建物賃借人に、賃料相当損害金の支払いを条件として明渡し準備の

ための猶予期間を認めたのがこの建物明渡猶予制度です。

②　明渡猶予期間
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a.　明渡猶予期間は、「競落人の代金納付時（所有権移転時）より６ヶ月」です。

b.  なお、今回の改正に伴い、民事執行法上の競落人の引渡命令の申立期間が代金

納付後６ヶ月から９ヶ月へと改正されました（民事執行法８３条２項）。これ

は、引渡命令の申立期間を６ヶ月のままとすると、明渡猶予期間も６ヶ月ですか

ら、明渡猶予期間が過ぎたときには引渡命令の申立期間も過ぎており、もはや、

引渡命令を申立てることができなくなるので、明渡猶予期間よりさらに３ヶ月延

長して引渡命令を申立てることができるようにしたのです。

すなわち、６か月明渡しを猶予して立ち退きを求め、それでも立ち退かなかっ

た場合には、引渡命令を取得できるように改正されました。

ただし、不法占拠者・土地賃借人等に対する引渡命令の申立期間は相変らず

６ヵ月です。

③　明渡猶予期間中の占有権限

この明渡猶予期間は、退去準備のための準備期間にすぎません。賃借人が、賃

借権を競落人に対抗することができない点は、民法の原則どおりです。

競落人は、賃借権の負担のない所有権を取得するので、競落人の賃借人に対す

る所有権に基づく明渡し請求は、６ヶ月の明渡猶予期間経過後に当然に認められ

ます。

④　敷金・保証金の返還

競落人は賃貸人の地位を引き継がないので、賃借人は競落人に敷金・保証金の

返還を請求できません（短期賃借権保護制度と異なる点）。

⑤　適用対象―建物明渡猶予制度の適用要件

建物明渡猶予が認められるには、以下の要件が必要。

a.  建物の賃借人であること。

土地賃借人には適用されません。土地賃借人を６ヶ月という短期間だけ保護

しても意味がないからです。例えば、運送会社が、抵当権設定後に土地を駐車

場として賃借した場合には、土地賃借人であるから建物明渡猶予制度の適用は

なく、直ちに明渡さなければなりません。

また、「賃借人」でなければならないため、建物を無償で使用・収益してい

る使用借人には適用されません。

b.　競売手続開始（差押）前から建物を使用または収益していたこと。

c.　建物３年の期間を超えない賃借権であることは要件か。

廃止された短期（３年以内）賃借権保護制度の短期賃借人でなくても、建物

明渡猶予制度が適用されます。
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例えば、抵当権設定登記後に設定された賃貸期間１０年の建物賃借人は、短

期賃借権保護制度の下では保護されなかったが、建物明渡猶予制度の下では、

６ヶ月間明渡を猶予されることとなります。

3)　賃料相当損害金支払制度

①　賃料相当損害金支払制度

a.　賃料相当損害金支払制度とは、明渡猶予期間中に建物を使用することの対価

を、競落人に支払う制度。

b.　競落人から、１ヶ月分以上の対価の支払いを、相当期間を定めて催告されたの

に、支払わない場合には、建物明渡猶予制度の適用はなく、直ちに明渡さなけれ

ばなりません（新民法３９５条２項）。

c.　上記のとおり、建物明渡猶予制度は建物明渡を６ヶ月間猶予するだけであり、

賃借権を競落人に対抗できるわけではありません。

そのため、明渡しを猶予された者は、賃料ではなく、「賃料相当損害金」を払

うべきとされているのです。

②　支払額

a.　賃料相当損害金支払制度の支払額は、｢通常の賃料相当額｣とされている。

b.　「通常の賃料相当額｣とは。

　何をもって「賃料相b.｢通当額」とするかは､争いが生じる可能性がありま

す。１つには､①猶予期間が６ヶ月に限定されていること､②競落人が賃貸人と

しての修繕義務(民法６０６条)を負っていないこと､③明渡しを猶予された者が 

善管注意義務を負っていることから､明渡しを猶予された者が､｢賃料相当額｣は

低くなると主張する可能性があるし､他方では､通常の賃貸借契約ならば､賃料の

前払いとして､権利金や敷金の差入れが存在するが､建物明渡猶予制度の下では､

競落人に対して､そのような差入れがないため､競落人が､｢賃料相当額｣は高くな

ると主張する可能性があるからです。このように、｢賃料相当額｣の算定を巡っ

て争いが生じた場合、結局、訴訟による解決がなされることになります。

しかし、訴訟が決着する前に、明渡猶予期間６ヶ月が経過した場合、競落人

は｢賃料相当額｣の訴訟を継続するより、明渡猶予期間の満了を根拠として、引

渡命令を求めることになると予想されます。

【相談のポイント】

１　上記の通り、入居時によって、結論が異なるため、入居当時、差し押さえがあったか

どうか、担保権が設定されていたかどうか、短期賃貸借の保護を受ける借家契約かどう

かを確認のうえ、アドバイスしてください。
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③居住人員の増加

Ｑ

１　２ＤＫのアパートを息子１人が住むということで借りていましたが、息子が転勤に

なってアパートを引越してしまいましたので、私たち夫婦が田舎を引き払いこのアパー

トに住むことにしました。半年たったころ突然貸主から無断転貸だから契約解除すると

言われました。貸主の本音は高齢者が住むのが気に入らないようです。立ち退かなけれ

ばいけないのですか。

２　このアパートで、元々借りていた息子と私たち夫婦が３名で共同生活をしている場合

はどのようになるでしょうか。

Ａ　

１　無断譲渡・転貸禁止の拘束性

　1)　無断譲渡・転貸の禁止

　　　民法６１２条１項は、貸主の承諾なき譲渡・転貸借を禁止し、同２項は、借主がそ

れに違反して第三者に目的物を使用させたときは、賃貸人に契約解除権を認めていま

す。民法は、賃貸借契約が借主との個人的信頼関係を基礎とすることを前提に、原則

無断譲渡・転貸それ自体を貸主の信頼を裏切る背信行為とみなして、貸主に解除権を

認めています。

　2)　判例による解除権制限

　　　ただ、かかる民法の原則を厳格に適用すると、無断譲渡、転貸により貸主が損害を

受けない場合にも貸主が自由に契約を解除できることになり、妥当ではありません。

　　　そこで、判例（最高裁判所昭和２８年９月２５日判決）は、「賃借人が賃貸人の承

諾なく第三者をして賃借物の使用収益を為さしめた場合でも、賃借人の当該行為が賃

貸人に地する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合においては、同条

の解除権は発生しないと解するを相当とする」と述べ、貸主の解除権を制限しまし

た。立証責任の点からみると、これは、借主の方で、「無断譲渡・転貸があっても貸

主との信頼関係を破壊しない事情」を積極的に立証するべきであり、立証ができない

と借主が訴訟上不利な立場にたつという趣旨です。

　  　貸主・借主間の特約で、「無断譲渡・転貸は無条件で解除事由になる」と定めて

も、上記判例の理論で解除の有効性が判断されることになります。

２　小問１では信頼関係が破壊されているか

　1)　小問１は、借主が退去し、借主の両親が代わりに居住する場合です。

　　　借主の息子が退去しているため、借主の両親には独立した占有が認められると思い
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　　ます。その場合には、無断転貸に該当します。仮に裁判が貸主から起こされた場合、

借主の方で、「借主の両親が借主の代わりに居住しても貸主との信頼関係を破壊しな

い事情」を積極的に立証する必要があります。たとえば、「両親が代わりに居住して

も部屋の使い方に変化はない。」「近隣にも迷惑をかけていない。」「賃料もきちん

と支払っている。」といった事情を借主の方で積極的に立証します。借主がかかる立

証に成功すれば、貸主の解除は認められません。

　2)　本件では、確かに無断転貸と、居住人員の増加がありますが、この使用方法が貸主

にとって特に不利益にならない、たとえば、息子一人が居住していて使用している状

態と比べて両親の居住でも余り部屋が傷まない状況であれば、信頼関係が破壊された

とは言えず、貸主には契約解除が認められないと考えられます。

3)　ただ、家賃を息子の名前で支払わず、親の名前で支払うなど、契約関係を無視して

いるような状態であれば、信頼関係の破壊を認める一要素と考えられます。

4)　貸主は、契約解除は無理だとしても、借主を親にして息子を連帯保証人にしたり、

息子の借り入れ名義のまま居住人員を増やし、居住者を両親にしたり、また居住して

いる両親を連帯保証人にするなどの契約書の書き換え、また、二人住むことで貸家が

傷むのであれば多少の家賃の値上げ等は請求できるものと思われます。

３　小問２は、借主に加え、借主の両親が追加で建物に居住する場合です。

1)　引き続き借主が居住していることに鑑みれば、借主の変更はなく、借主の両親には

独立した占有は認められないと思います。つまり、借主の両親は借主方に居候してい

るとみるのが実態に合っているのではと思います。このような立場の者を、法律上、

「占有補助者」といいます。借主が占有補助者を使用することは、無断転貸にはあた

りません。

2)　ただ、息子一人に加え、両親も一緒に住むので、居住人員を貸主に無断で増やした

ことになるという意味で、用法違反になります。

3)　もっとも、用法違反のみで解除するには、借主の方ではなく、貸主の方で、「両親

が同居することで貸主に著しい損害が生じていること」を貸主の方で立証する必要が

あります。

本件の事例からは外れますが、例えば、女子専用の寮に、当該寮の使用者の両親並

びに兄弟が追加で居住するような場合、たとえ、当該寮の使用者が引き続き居住する

場合でも、貸主側に著しい損害が生じているといえるのではないでしょうか。

4) 以上より、小問２は無断転貸にあたらない以上、原則として解除事由になりませ

ん。「両親が同居することで貸主に著しい損害が生じていること」を貸主の方で立証

できてはじめて、解除権が行使できるようになります。
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【相談のポイント】

１　一般的には、元々の借主が退去した場合よりも、元々の借主が引き続き居住する場合

の方が、解除は認められにくいとはいえると思いますが、貸室の性質、両親の同居の状

況等によって、事情が大きく変わりますので、その辺りの事情を詳しく聞いて、慎重に

判断してください。

２　立証責任に注意してください。無断転貸に当たる場合、判例の立場によっても、原則

として解除事由に該当します。ただ、借主の方で、背信的行為と認めるに足りない特段

の事情を立証したときは、解除は認められないことになります。

３　他方、借主が占有補助者を使うことは無断転貸に当たりません。そこで、貸主の方で

解除を希望する場合には、占有補助者が貸室を使用することで貸主との信頼関係が破壊

される事態が生じていることを積極的に立証する必要があります。

 【参考条文】

　民法　第６１２条（賃借権の譲渡及び転貸の制限）

　１　賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することが

　　できない。

　２　賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契

　　約の解除をすることができる。

　民法　第９０条（公序良俗）

　　　公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

　消費者契約法　第１０条（消費者の利益を一方的に害する条項の無効）

　　民法、商法（明治三十二年法律第四十八号）その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用に

　よる場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であっ

　て、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効と

　する。

メモ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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④無断譲渡・転貸（無断転貸による解除）

Ｑ

　　私は、アパートを所有し、各居室を賃貸しています。たびたび借家権の無断譲渡や無

断転貸が生じるのですが、そのことを理由に賃貸借契約を解除することはできるので

しょうか。

Ａ　借家権の無断譲渡、無断転貸は、原則として、貸主に対する背信的行為に該当します

ので、背信的行為でないとする特別な事情がない限り、借家権の無断譲渡、無断転貸を

理由に借家契約を解除することが可能です。

【解説】

１　無断譲渡等が禁止される理由

　1)　借主は、貸主の承諾を得なければ、賃借権を譲渡したり、賃貸借契約の目的物を転

貸することはできないとされています（民法６１２条１項）。その理由は、以下の通

りです。

①　賃貸借契約は、特定の個人間で締結されるもので、その契約上の地位（借主の地

位）を貸主に無断で譲渡することは、契約の本来の性質に反する。

②　無断譲渡等が行われると、使用形態が変わったり、資力のない者に譲渡されるな

ど、貸主が不測の損害を被る。

2)　この民法上の原則は、賃貸借契約にも同じ内容で約定があるのが普通です。

２　無断譲渡等による解除権

　　借主が借家権の無断譲渡・無断転貸（以下併せて「無断譲渡等」といいます）を行っ

た場合は、貸主は賃貸借契約を解除することができるものと定められています（同条２

項）。

　　民法が、このように無断譲渡等を理由に借家契約の解除を認めた理由は以下のとおり

です。

　1)　借家契約は、貸主・借主間の信頼関係を基礎として成り立つ継続的な契約である。

　2)　無断譲渡等が行われれば、貸主にとって信頼できるかどうか分からない者が借主と

なってしまい、借家契約の前提である当事者間の信頼関係が維持できない。

例えば、転借人に家賃の支払い能力があるか、建物をきれいに使用してもらえる

か、契約書上の禁止事項を守ってもらえるか等、正常な賃貸借関係を維持できる人間

かどうかが貸主には分からない。

3) そこで、無断譲渡等が行われた場合は、原則として、貸主に借家契約の解除権を認

めました。
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３　無断譲渡等による解除権の制限について

　1)　無断譲渡等による解除権の趣旨が、当事者間の信頼関係が築けないことを理由とす

るならば、形式的には無断譲渡等にあたる場合でも、貸主と借主との間の信頼関係を

維持できる特別な事情がある場合には、無断譲渡等による解除を認める必要はないと

考えられます。

2)　このような考えを基礎として、判例は、借地契約による無断転貸の事例について、

「賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物を使用・収益をなさしめた場合で

も、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情が

あるときは、賃貸人は本条（民法６１２条）２項により契約を解除することができな

い。」（最判昭和28年９月２５日）と判断して、無断譲渡等による解除権の行使が制

限される場合を認め、その後もこの判例理論が維持されています。

3)　「背信的行為と認めるに足らない特段の事情」があるか否かは、転借人の賃料の支

払能力や、建物の使用態様に変更がないこと、無断譲渡等を受けた者と借家人の関係

等の事情を総合的に考慮して判断されますが、このような事情は、無断譲渡等をした

借主側で主張・立証する必要があります。

４　無断転貸について「背信的行為と認めるに足らない特段の事情」を認めた裁判例

【借家契約の事例】

　　①　賃借家屋を使用してミシン販売の個人営業をしていた借家人が税金対策のため会

社を設立して、その会社に賃借家屋を使用させたが、賃借家屋の使用状況などは個

人営業のときと実質的に変わらなかった事案（最判昭和３０年９月２２日）

　　②　借家人が同居の娘婿の勤務する協同組合に、事務所として借家の一部を数ヶ月間

使用させたが、転貸部分は四畳半一室だけであり、借家人が多年にわたり多額の費

用を投じて借家の改良・増築をしていた事案（最判昭和３１年５月８日）

【借地契約の事例】

　　①　借地人が１００％出資して設立した子会社に、借地権を無断譲渡し、その後、子

会社の株式が借地人の系列会社７社に移転し、借地人の株式の保有率が５％になっ

たものの地代の未払いが生じなかった事例

　　②　夫が宅地を賃借し、妻がその地上に建物を建てて同居していたが、夫婦が離婚

し、夫が借地権を妻に無断譲渡した場合において、地主が借地人夫婦が同居し妻が

建物を所有することを知って、継続して賃貸した等の事情がある場合  

５　賃借権の譲渡・転貸にあたるか否かが争われる事例

1) 相談者が無断譲渡等にあたると考えて相談してくる事例については、そもそも、賃

借権の譲渡・転貸にあたらない場合もあります。
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例えば、

①　Ｍ＆Ａにより建物を賃借していた株式会社の全株式が第三者に譲渡され、取締役

全員が変更となり、商号も変わってしまった場合について、借家権の譲渡にはあた

らないと判断した裁判例（東京地判平成１８年５月１５日）。

②　土地の賃借人が有限会社である場合に持分の譲渡及び役員の交代により実質的な

経営者が交代しても、そのことは賃借権の譲渡にはあたらないとした判例（最判平

成８年１０月１４日）があります。

これらの事例は、借主の法人格に変更はないので、借家権の譲渡・転貸にはあたら

ないという事例です。

2)　上記のように、借主の法人格に変更はない場合でも、「借主である会社の役員構成

に重大な変更を生じたときは貸主の書面による承認を得る必要がある」旨の約定があ

る建物賃貸借契約において、貸主の書面による承認を得ないまま役員をほぼ全面的に

交替し、株主の変更があった場合、約定違反を理由とする賃貸借契約の解除の効力が

肯定された裁判例があります（東京地判平成５年１月２６日）。

3)　従って、貸主としては、会社の合併等により役員が変わっては、信頼関係が保てな

いと考えるのであれば、上記約定を入れておくとよいでしょう。

4)　また、相続による借家権の移転、会社の合併による借家権の移転は、包括承継であ

り、特定承継である譲渡とは異なるので、借家権の譲渡にはあたりません。

【相談のポイント】

１　相談事例がそもそも賃借権の譲渡・転貸にあたるか否か、事情をよく確認してくださ

い。

２　無断譲渡等が行われた場合、原則として借家契約を解除することができます。

　　この原則を覆すための要件（背信的行為と認めるに足らない特段の事情の存在）は、

借主・借家人（賃借権の譲受人）側で主張立証する必要があります。

３　貸主（建物所有者）が転借人から異議を述べずに賃料を受領してしまうと、転貸借等

を承諾したと見なされてしまう可能性があるので、注意してください。

メモ    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
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（４）解約申し入れ

①賃貸人からの中途解約

Ｑ

　　アパートを１５年間借りています。当初の２年の契約書と、その後２年間の更新契約

書は作成しましたが、４年目以降は更新の契約書を作成していません。この度、貸主か

ら立ち退いてほしいとの申し出がありました。理由は貸主の事業がうまくいかず資金繰

りが悪化したので売却したいそうです。アパートは築３０年以上経過し６室中２室しか

住んでおらず、４室は入居者を募集していましたがずっと空室です。賃料は低廉で、近

隣ではこれくらいの賃料のアパートは他にありません。法的には立ち退かざるを得ない

のでしょうか。

Ａ

１　貸主が資金繰りが悪化したので売却したい、築後３０年以上が経過しているとの理由

のみで立ち退きを要求されても、借主は、原則、立ち退く必要はないと考えられます。

但し、アパートが著しく老朽化していて、補修してもここ数年で使用不能になる場合

や、補修費用が過大にかかるような場合には、一定の立退料が提供されることを条件に

解約申し入れの正当事由が認められ、解約申し入れ後６か月が経過した時点で契約が終

了し、立ち退かざるを得ない場合があります。

【解説】

１　期間の定めのない賃貸借契約における貸主からの解約申し入れ

　　期限の定めのある普通借家契約が、契約期間満了時に合意更新されなかった場合、そ

のまま借主が建物の使用を継続し、貸主がこれに遅滞なく異議を述べなかったときは、

借家契約は法定更新され、期限の定めのない賃貸借契約となります（借地借家法２６条

１項、２項。借家法２条１項、２項）。

　　本件の契約も法定更新されていることから、期限の定めのない賃貸借契約となりま

す。期間の定めのない賃貸借契約については、貸主は、契約終了の６か月前の予告を

もって、解約の申し入れを行うことができます（借地借家法２７条、借家法３条）。但

し、この解約の申し入れを行うためには、正当事由が必要となります（借地借家法２８

条、借家法１条の２）。

２　「正当事由」の内容

　1)　解約申し入れの際の正当事由が存在するか否かは、建物の貸主及び借主それぞれの

建物の使用を必要とする事情、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、 
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　　建物の現況、貸主による財産上の給付の申し出（立退料の支払い等）などを総合的に

考慮して判断されます。

　2)　貸主が建物を売却して債務の弁済に充てたいとして、解約の申し入れをした事案に

ついて、裁判例では、「一般に建物とその敷地を売却する場合、建物賃借権の付着し

たままでは売却しにくく、また、その売却価格も低く押さえられるであろうことは経

験則上明らかであり、その意味で被控訴人（借主）に本件建物を明け渡してもらった

ほうが、それだけ高価に売却でき、ひいては控訴人（貸主）の債務もそれだけ減少さ

せることができるという利益の生ずることは争えないが、もともと、控訴人（貸主）

の本件建物及びその敷地の売却の目的が前記認定のとおりである以上、本件の正当事

由を判断するについて、右の点をそれほど重視するのは相当でないといわざるを得な

い。」と判断しており、債務返済のために建物を売却したいとの貸主の意向は、正当

事由として重視されないと考えています（東京高裁S63.11.30判決）。

　3)　一般的に正当事由が認められるケースは、貸主自身がその建物に住む必要がある場

合や、貸主の療養看護等のために親族が近所に住む必要がある場合、あるいは老朽化

した建物を建て替える必要性がある場合等、貸主の自己使用の必要性に加えて一定の

立退料の支払を条件とする例が多いといえます。

　　　

【相談のポイント】

１　一般に、賃貸建物の老朽化といっても、築３０年程度が経過したからといって、直ち

に解約申し入れの正当事由が認められる訳ではなく、補修してもあと数年しか使えない

場合や、そもそも補修自体の費用がかなり高額で、建物の存続期間中に家賃で回収でき

ないような場合でないと、正当事由が認められません。

２　また、高く売りたいという貸主の希望は、解約申し入れの正当事由としてはほとんど

考慮されないものと理解した方がよいでしょう。

メモ   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅰ－８５



②賃貸人からの更新拒絶による解約手続き（更新拒絶と正当事由・拒絶の手続き）

Ｑ

　　木造一戸建てを貸しています。この度、長男が婚約し、半年後に結婚することになり

ました。借家契約の期間満了も近いし、築後４０年が経過して建物の老朽化も進んでき

たので、この契約の期間満了を機に契約を更新せずに、その建物を壊して新たに二世帯

住宅を建てたいと思います。

１　今度の契約更新を機に、立退料を支払ってでも良いので、契約を終了できません

か。

２　更新拒絶をしたいのですが、どのような手続きをすれば良いか、教えて下さい。

Ａ

１　この相談の事例であれば、相当な立退料を支払えば契約の更新を拒絶することは可能

と思われます。

２　借家契約の更新を拒絶するためには、期間満了前６か月ないし１年内に、更新をしな

い旨を借主に通知する必要があります（借地借家法２６条１項）。この更新拒絶の通知

をし、相当の立退料を支払う旨を申し出ても、借主が立ち退きに応じようとしない場合

には、借主に対して、借家契約が期間満了により終了したことを理由とする建物明渡請

求訴訟を提起することになります。

【解説】

１　貸主が、普通借家契約の更新を拒絶し、契約を終了させるためには、期間満了前６か

月ないし１年内に、更新をしない旨を借主に通知すること、および、更新拒絶に「正当

事由」のあることが必要です（借地借家法２８条）。

２　貸主と借主の間で、契約終了の話し合いがつかない場合、貸主は、裁判所に建物明渡

請求訴訟を提起し、賃貸借契約の更新を拒絶するための「正当事由」を認めてもらう必

要があります。そして、借家契約の期間満了の事情だけでなく、貸主に「正当事由」が

あると判断されないと、裁判上、借家契約の更新拒絶は認められず、強制的に借家契約

を終了させることができません。

３　では、どのような事情があれば、貸主に「正当事由」があると認定されるのでしょう

か。

正当事由の有無を判断する基準として、借地借家法２８条に以下の事情が挙げられて

います。

1)　貸主および借主が建物を必要とする事情

貸主が建物を必要とする事情と、借主が建物を必要とする事情の比較です。この事

Ⅰ－８６



情が、「正当事由」の存否の判断で一番重要となります。

2)　賃貸借に関する従前の事情

更新料や権利金などが支払われていたか、借主が家賃を滞納していたかなどの事情

が問題となります。

3)　建物の利用状況

借主が契約どおりに建物を利用しているか、どの程度の頻度で建物を利用している

か、また、唯一の居住用の場所か否かなどの事情が問題となります。

4)　建物の現況

建物がどの程度老朽化しているか、修繕にどの程度の費用が必要となるか、など、

建物建替の必要性が問題となります。建物自体の古さだけでなく、周りの建物とのバ

ランスも事情として加味されます。

5)　貸主の立退料等の提供

借家権の価格を鑑定した上で、上記1)ないし4)の事情とのバランスを考慮して、裁

判所が立退料を決めます。なお、借主の転居先（代替物件）を提供する提案について

も考慮される場合があります。

４　この相談では、1)貸主が建物を必要とする事情が具体的に存在し、4)建物の現況につ

いて、老朽化が進んでいると考えられるので、貸主に「正当事由」があると判断されや

すい状況にあります。

  　そこで、相当額の立退料の支払を行えば、貸主に「正当事由」があると認定される可

能性が高いと考えます。

【相談のポイント】

１　更新拒絶ができるか否かのポイントは、貸主が建物（又はその建物が建っている敷

地）を使用する必要性が高いかどうかがポイントとなります。

　　例えば、貸主自身の居宅が再開発事業で立ち退きを迫られ、現在の貸家しか不動産を

持っておらず、そこに自ら住む必要性が高いような場合や、貸主の療養介護のために、

息子夫婦が貸主の隣にあるアパート敷地に居宅を建てたいという場合等、貸主側の建物

使用の必要性が高い場合には、立退料が比較的少なくても（ケースによっては０で

も）、更新拒絶の正当事由が認められる場合があります。

２　老朽化したアパートの近隣の開発がすすみ、マンションやビル建築等高度利用を図り

たい場合についても、相当の立退料を支払うことで正当事由が認められるケースがあり

ます。この場合、土地の価格も値上がりしているので、借地権の鑑定価格も高額になる

傾向があり、立ち退きによる貸主の利益と、借主の負担のバランスを考慮した結果、立

退料が高額になるケースも多くみられます。
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３　更新拒絶の通知を行う時期は法律で定められていますので、通知が借主に届いた時期

を後日証明できるようにしておく必要があります。

　　通知期間に余裕がある場合は、まず話し合いによる更新拒絶の提案を行い、条件が

整った時点で、立ち退きの合意書を作成する方法が円満な解決につながります。

　　しかし、「契約期間満了６か月前」という期限が差し迫っている場合は、まずは、更

新拒絶の通知を配達証明付内容証明郵便で行い、その上で立ち退き交渉を進めることに

なります。

４　立退料を出し渋って訴訟になった場合、仮に判決まで１年程度を要したとすると、本

問では、長男夫婦の住居費（借家の賃料等）が１年分余計にかかることになります。ま

た、アパート建て替えの事案などでは、建て替え後の新賃料の取得の機会を失うといっ

た負担が生じます。立退料の調整には、このような点も考慮するようアドバイスしてく

ださい。

メモ    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
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③立退料の算定方法

Ｑ

　　「古いアパートを建て替えるため、現在の入居者に立ち退きをお願いしたところ、入

居者から「相当な立ち退き料をくれれば移転を考える。立ち退き料の額は、家主さん

から提案して欲しい。」と言われてしまいました。どの程度の立ち退き料が相場なの

でしょうか。また、貸主として立ち退き料の上限をどのように考えたら良いでしょう

か。また、支払いの申し出時期をどのように考えたら良いでしょうか。」

Ａ

１　立退料の相場・上限について

　　一般的なアパートやマンションの一室の立ち退きの場合、現家賃の６ヶ月分が最低

額、通常のケースでは、現家賃の１０ヶ月分程度、立退料の上限額は現家賃の１５～２

０ヶ月分程度と考えられます。

1)　現在の家賃を基準に算定する方法

①　立退料を算定する場合は、まず、借主が移転に要する費用を算定します。

例えば、引越には、前家賃１か月分、権利金２か月分、敷金２か月分、仲介手数料

１か月分の計６か月分の家賃に相当する金額と引越代等が必要となります。さら

に、転居先のカーテンを買い換える費用や、家具の買い換えが必要になる等の事情

があれば、さら現賃料の４ヶ月分程度の金額を増額し、合計１０ヶ月分の賃料に相

当する金額となる場合もあります。

②　最終的には、貸主の方で、借主を立ち退かせて新築アパートを経営することによ

り、どの程度の収入を見込むことができ、そのためにどの程度の金額を投資するこ

とができるか、その中から建築費等を差し引いた場合に、立退料に充てることがで

きる金額がいくらかといった観点から、最大限支払うことができる立退料を算出

し、その範囲に収まるように交渉することになります。

③　また、立ち退き料を考える場合、一ヶ月でも早く新築アパートを建築し、貸すこ

とができれば、現在の家賃収入以上の家賃収入を早く得ることができる点にも配慮

してください。

2)　移転先の家賃を基準に算定する方法

　一般的には、現賃料を基準に計算する例が多いでしょうが、古いアパートの立ち退

きで、現賃料が安いような場合、現賃料を基準とすると立退料の金額が低すぎて、話

し合いがまとまらないという例もあります。そのような場合には、同程度の規模の近

隣建物の家賃や、移転先候補建物の家賃を基準に、その６～１０ヶ月分程度を提示す

る例が多いと言えます。
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　3)　裁判例で用いられる算定方法

　　①　明け渡しの正当事由と立ち退き料の支払い

　　　　借家契約の更新拒絶や、期限の定めのない借家契約になっている場合、家主側か

らの解約の申し入れを理由に立ち退きを求める場合、裁判所は、その建物を貸主自

身が使う必要性や、借主側の利用継続の必要性、これまでの借主の使用状況、債務

不履行の有無、建物の老朽化等様々な事情を考慮して正当事由が存在するか否かを

判断する際、正当事由を補う要素として、貸主が一定の立退料を支払うことを検討

します。その上で、立退料の支払いを条件に貸主からの建物の明け渡し請求を認め

る場合があります。

　　②　裁判では鑑定をすることも

　　　　この場合の立退料は、裁判所が様々な事情を考慮して算定するため、一概に相場

を示すことは困難です。但し、裁判所は不動産鑑定士に借家権価格を算定させて立

退料を定める例が比較的多いようです。

　　③　借家権の評価方法

　　　　不動産鑑定士が借家権価格を算定する際に用いる方法は、いくつかありますが、

その中でも計算が比較的容易な方法として以下の計算式が挙げられます。

　借家権価格＝土地の更地価格×借地権割合×借家権割合＋建物価格×借家権割合

　借地権割合は、路線価図をインターネットで閲覧する等して調べることが可能で

す。借家権割合は、国税庁が財産評価の基準として地域ごとに定める割合を用いる

例が多いようですが、一般的には３０％程度とされています。

　例えば更地価格２０００万円、借地権割合６０％の土地上に、時価５００万円の

建物に居住している場合の借家権価格は、２０００万円×６０％×３０％＋５００

万円×３０％＝３６０万円＋１５０万円＝５１０万円と算定できます。なお、ア

パートの借家権価格を算定する際には、建物の総床面積に占める賃貸床面積の割合

を算定して、建物の価格を算定し、借家権価格を算定することになります。

２　立退料支払の申し出時期について

　1)　借主が賃料の不払い等債務不履行がなく、借家契約を解除できない場合や、更新拒

絶等の正当事由が認められにくい事案では、交渉の当初から立退料の支払いを提案し

た方がよいと考えます。立退料を出来るだけ低く抑えたいと思って立退料の提案の出

し惜しみをしていると、交渉が長引くばかりですし、普通は移転に必要な費用を支払

わない限り、借主は任意には出て行かないでしょうから、借主が「相当な立退料の支

払いがあれば立ち退く」という意向を示した時点で、すぐに立退料の提案をして、具

体的な金額の交渉を進めた方が、早期に解決することが期待できます。
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　2)　建物が老朽化していて、借主側がもともと転居を考えている様子があったり、借主

が賃料を滞納しているような場合ならば、あえて最初から立退料の話をする必要はあ

りません。このような場合は、滞納賃料の免除や、立ち退くまでの一定の期間につい

て、賃料を免除する等の提案で、できるだけ支出を抑える方法での提案を行うことも

有効です。

　3)　立ち退きの合意・立ち退き料の金額の合意がまとまったときは、すぐに立ち退きの

合意書を作成してください。

【相談のポイント】

１　立退料の算定方法には、明確な基準はなく、当事者間の話し合いにより、借主が納得

できる金額を払うことになりますが、立ち退き時に借主が負担する実費を基準に協議を

行うと算定根拠がわかりやすく、協議しやすいといえます。

２　まず、法律的に立ち退きを求めることが可能な事案か（訴訟を提起して明け渡しを請

求できる事案か）の見極めが必要です。立ち退きを求める理由の正当性・合理性や、借

主の債務不履行の有無等の事情を考慮して、貸主・借主の立場の強弱を考慮して、立退

料を増減調整することになります。現実の立退料の支払いのみではなく、明け渡し猶予

期間中の賃料（又は賃料相当損害金）の免除や、残置物の処理費用の負担等も検討し

て、貸主側の提案内容を工夫してみてはどうでしょうか。

３　立退料の交渉がまとまらない場合には、更新拒絶や、法定更新後の解約申し入れ等に

よる契約終了を理由に建物の明け渡しを求めて訴訟を提起し、裁判手続の中で和解して

退去してもらう方法もあるので、その場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めし

ます。　
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第３　契約の更新に関する問題

（１）更新料

①契約書に更新料の定めがない場合の更新料の支払義務

Ｑ

　　アパートを２年の契約で貸しました。今回、賃貸期間（２年）が満了するので賃貸借

契約を更新したいと思います。借主に「更新契約をする際、更新料を支払って欲し

い。」と請求したところ、借主から「契約書に更新料を支払う旨の定めがないから、支

払わない。」と言われてしまいました。

１　更新料を請求することはできないのでしょうか。

２　更新料を支払ってもらえない場合にも、貸主は、更新契約書にサインをしなければ

ならないのでしょうか。

３　今後、更新料を法律上請求できるようにするには、どのような対策をたてればいい

のでしょうか。

Ａ

１　契約書に更新料を支払う定めがあるか、更新時に更新料の支払いの合意が成立しなけ

れば更新料を請求することはできません。したがって、本件では、更新料支払い特約

もありませんし、借主が更新料の支払いを拒絶しているのですから、法律上更新料を

請求することはできません。

２　更新料を支払ってもらえない場合、更新契約書にサインをする必要はありません。貸

主には、更新契約書への署名義務はありません。 

３　確実に更新料を請求するためには、賃貸借契約書に更新料支払い特約を定めておく必

要があります。

【解説】

１　更新料とは

　1)　更新料とは賃貸借契約が更新される際、賃料とは別に更新の対価として賃貸人に支

払われる金銭です。満了した２年間の賃料の不足を補ったり、更新後の２年間の賃料

の不足を補う趣旨、または、貸主が解約申入権を放棄することに対する対価等、様々

な更新料の意味が論じられていますが、一般的には、更新をすることの対価（お礼）

と考えておけば良いでしょう。

　2)　「貸主が解約申入権を放棄すること」とは、合意更新で２年間借主に安定した地位
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　　を与え、その期間は貸主からの解約申し入れを法律上できないようにするという意味

です。法定更新の場合は、期限の定めがない借家契約（借地借家法第２６条１項但

書）となりますので、合意更新の場合は、このように借主の地位が安定するので、そ

の対価として更新料を支払います。

3) 期限の定めのない借家契約については、民法６１７条により、「いつでも解約の申

し入れができる」ことになりますが、借地借家法２７条１項により、この解約には、

６ヶ月の予告期間を置く必要があります。

 　【参考条文】

　借地借家法　第２６条（建物賃貸借契約の更新等）

　１　建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の１年前から６月

　　前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の

　　通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、

　　その期間は、定めがないものとする。

　同法　第２７条（解約による建物賃貸借の終了）

　１　建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れ

　　の日から６月を経過することによって終了する。

２　更新料の支払義務の根拠

　1)　 民法や借地借家法等の法律には、更新料の支払義務を定めた規定はありません。

したがって、賃借人には、特約で定めない限り、更新料を支払う義務はありませ

ん。

2)　 特約で更新料の支払いを定めた場合には、これが契約の内容となっていますか

ら、借主には法律上の支払義務が発生します。更新料支払い特約を定めても、更新

料の支払い特約は一応合理性があるとされていますので、借地借家法により借主に

不利な条項として無効とされることはありません。

3)　 賃貸借契約書に更新料の支払い特約を定めていない場合でも、更新時に改めて更

新料の支払い合意をすれば、この合意もまた、法律上有効となります。しかし、現

実的に、更新時に改めて更新料の支払い約束を借主から取り付けることは、難しい

と思われます。

4) したがって、確実に更新料を請求したいのであれば、契約書に更新料支払義務を特

約として定めておく必要があります。
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３　更新契約書にサインをする義務

1)　更新契約書をあらためて作成しなくとも、借家契約は継続しますので、貸主・借主

のいずれも契約書を作成する義務を負いません。

  ただ、更新契約書にサインをしないことは、合意更新が成立していないことを意味

します。つまり、借家契約は法定更新されることになります。

　2)　法定更新になれば、前にも述べたとおり、この借家契約は「期限の定めのない借家

契約」となります。したがって、貸主から６ヶ月の予告期間を定め、いつでも解約の

申し入れをすることができます。ただ、現実問題として、この「解約の申し入れ」に

も正当事由が必要とされており、現実的には、解約の申し入れ・立ち退きが法律上認

められることは、ほとんどありません。

　3)  注意していただきたいのは、一度、合意更新の契約書が作成されないと、その後は

期間満了がありませんので、なにか問題が生じて当事者間で改めて契約書を作成しよ

うという合意が成立しない限り、半永久的に新たな借家契約書を作成できません。

４　更新料の特約の定め方

　1)　更新料の特約は、「本契約が合意更新・法定更新されたとき、又は法定更新された

場合以後２年ごとに、借主は、貸主に対し、更新料として新賃料の家賃の○ヶ月分相

当の金銭を期間更新の前日又は法定更新後の２年ごとの期間の開始日の前日迄に支払

う。」と定めると良いでしょう。

2) 「法定更新されたとき」に更新料を請求できるかについては本章第２問「法定更新

をした場合の更新料の支払義務」を参照して下さい。

【相談のポイント】

１　契約書に更新料の支払義務の約定がない場合は、貸主に対し、「借主が更新料の支払

義務を争った場合は、更新料は請求できない。」と指導して下さい。

２　更新料の支払義務の定めがない場合に、更新を迎えた際、両当事者に合意更新の意思

があるのであれば、「今回の更新は更新料なしとするが、その代わり、今回の更新で締

結する更新契約書には、次の更新の際、更新料の支払義務を定める特約を入れさせても

らう。」として、次回の更新から確実に更新料を取れるようにするとの妥協案が考えら

れます。

メモ   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
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（２）法定更新

①法定更新をした場合の更新料の支払い義務

Ｑ

　３年契約で店舗を貸していますが、特に更新の合意をしないまま３年が経過しました。

先日、借主に対し、契約書の「更新をした場合は、借主は新賃料の１ヶ月相当の更新料

を支払うものとする。」との条項に基づき更新料を請求しました。しかし、借主は、

「契約書には法定更新がされた場合の更新料支払い義務についての定めがないので、支

払わない。」と言ってきました。

１　借主に更新料の請求はできないのでしょうか。

２　借主が支払わない場合、契約解除をすることができますか。

Ａ

１　契約書に「更新した場合には更新料を支払う。」旨の更新料支払い特約が定められて 

いても、この特約は合意更新の場合だけの特約で、法定更新の場合には更新料を支払わ 

なくてもよいと判断される場合があります。

２　更新料の支払い義務が認められない場合は、当然契約の解除事由にはなりません。仮

に、更新料の支払い義務が認められる場合でも、更新料の額が新賃料の１ヶ月相当分な

ので、その未払いだけでは、賃貸借契約を解除することはできないと思われます。

【解説】

１　法定更新の場合にも更新料支払い特約による更新料支払義務があるか？

　1)　この点、裁判例の結論は分かれています。

①　平成９年６月５日の東京地裁判決では、「法定更新の場合にも、更新料支払合意

に基づいて更新料支払義務があるものと解するのが相当」としています。

　この裁判例は、

　　　ａ　賃貸借が期間満了後も継続されるという点では、法定更新も合意更新も異なる

ところはない、

　　　ｂ　この裁判例の事案では、更新料は、実質的には更新後の契約期間の賃料の一部

前払としての性質を有し、更新料の支払いを前提として適正賃料額を算出してい

たこと、

ｃ　当事者双方ともが契約の更新を前提としながら、更新後の新賃料等の協議が調

わないうちに法定更新された場合に賃借人が更新料の支払義務を免れるとする

と、賃貸人との公平を害するおそれがあること

などを総合考慮して、法定更新の場合にも更新料支払義務があるものとしました。
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②　逆に、平成１６年５月１８日の京都地裁判決では、「更新料支払い特約がある場

合でも、法定更新の場合には、更新料支払い義務はない」としています。その根拠

は、以下のように説明されています。

ａ　法定更新の場合、更新後の期間は、期間の定めのない賃貸借契約になり、６ヶ

月の解約予告によって、借主はいつでも解約を通知される危険にさらされます。

確かに、この解約には正当事由が必要とされ、実際には解約されることはほとん

どありませんが、解約のトラブルに巻き込まれる危険があります。

ｂ　これに対して、合意更新をした場合は、例えば、３年の期間を合意更新で定め

れば、借主は３年間は解約申し入れをされるおそれはなく、３年後の更新拒絶ま

では、解約のトラブルにさらされることはありません。

ｃ　京都地裁の裁判例は、合意更新の方が法定更新より借主に有利であることを理

由に、「更新料を支払う。」という特約は、借主にメリットが出る合意更新の場

合にのみ適用されると解釈しました。つまり、更新料の支払い義務は、合意更新

の場合に限られ、法定更新の場合には更新料の支払い義務がない、としました。

③　このように、判例は、結論を異にしていますので、現時点では、「更新した場合

には更新料を支払う。」というあいまいな約定を裁判で争うと、結果は一つではな

い、ということになります。

　従って、実務の上では、なるべく争いが生じないようにするために、借主は法定

更新の場合にも更新料支払い義務を負う旨の特約を定めておくことが得策です。

2)　法定更新の場合に、契約によって更新料支払い特約を定めることの可否

①　このように、「更新料支払い特約が法定更新の場合にも適用されるか」について

は結論が分かれています。では、法定更新の場合にも、契約によって更新料支払い

義務を定めることができるでしょうか。

②　これについては、この問題のみを正面から取り上げて判示した事例は見あたりま 

　せん。しかし、先の京都地裁の判例が、「明確な合意がない限り合意更新の場合の 

　み、更新料の支払い義務を約定した」と制限解釈したのですから、この判例を逆に 

　読めば、当事者が明確に法定更新の場合にも更新料の支払いを特約していれば、法 

　律上も法定更新の場合の更新料支払義務を有効と解する余地が十分あります。

③　特約としては「本契約が合意更新・法定更新されたとき、又は法定更新された場 

　合以後２年ごとに、借主は、貸主に対し、更新料として新賃料の家賃の○ヶ月分相 

　当の金銭を更新日の前日又は２年ごとの期間経過の前日までに支払う。」とする。

※　「法定更新された場合以後２年ごとに」と約定するのは、法定更新を一旦さ
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　れてしまうと、以後、期限の定めのない借家契約となり、次の更新が訪れない

　からです。合意更新は２年ごとに行われるので、更新料が２年ごとに支払われ

　ますが、法定更新で一度更新料を徴収しても、その後は２年ごとに更新料が払

　われなくなりますので、それを防ぐために、「２年ごと」と定めています。

3)　更新料を支払わない場合に賃貸借契約を解除されるか。

①　借主に１ヶ月分の更新料の不払いがあるだけでは、原則として借家契約を解除す

ることは難しいと考えられます。

②　更新料の不払い等、貸主・借主間の信頼関係を破壊する特段の事情がある

ときには、貸主は、借家契約を解除できます。

　例えば、更新料不払い以外に賃料も不払いだった場合や、用法違反が度重

なっていたような場合等、全体として、借主の債務不履行が信頼関係を破壊

するような状態と認められる場合には、借家契約の解除の余地があります。

③　更新料の支払いを定めた場合における更新料の不払は家賃の不払と同視で

きます。よって、更新料を支払わないと、契約違反とはなりますが、本問の

ように１ヶ月分の家賃程度の不払では、信頼関係の破壊にはならず、借家契

約を解除することはできないと思われます。

4)　現実的な解決

　更新料１ヶ月分だけが支払われず、その後の家賃の支払いが滞りなく継続した場

合、貸主は、以下の方法をとることができます。

①　更新後支払われた家賃を更新料に充当し、その後毎月の家賃は、前月の家賃に充

当していき、不払いの催告書を送り続ける。

②　更新料の不払いは、敷金で充当してしまい、その後支払われる家賃は、正当な支

払日の家賃として受け取り、立ち退く際に精算を行う。ただ、この方法は、現実的

には、敷金が１ヶ月不足した状態になりますので、担保としての敷金の意味があま

りなくなるという欠点があります。　

　　　

【相談のポイント】

　１　契約書に更新料の支払い義務の約定がある場合に、法定更新されたときでもこの約

定が適用されるかは、個々の事案によって異なります。従って、裁判等で争う余地は

ありますが、現状では、必ず勝訴できる保証がないことを説明してください。

　２　従って、なるべく契約書の作成段階で特約を入れるよう指導するのが最善の対策に

なると思われます。
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（３）更新と連帯保証人の責任

①合意更新・法定更新の際、署名捺印をしなかった連帯保証人の責任

Ｑ

１　アパートを貸して３年目になります。先日、賃貸期間（２年）が満了になったので、

更新契約書を作成のうえ、賃貸借契約を更新しました。ところが、その後、借主は賃料

を３か月分滞納したうえ、夜逃げをしてしまいました。仕方なく連帯保証人にその支払

いを請求したのですが、連帯保証人は「更新契約書に署名捺印していないから、更新後

の契約については連帯保証人に責任はなく、滞納分を支払う義務はない。」と言って、

応じません。連帯保証人が遠方に居住していたこともあり、確かに更新契約書には署名

捺印をもらいませんでした。やはり滞納分の支払を請求することはできないのでしょう

か。

２　法定更新になり、更新契約書が作成されていない場合には、連帯保証人の責任はどの

ようになるのでしょうか。

Ａ

１　普通借家契約においては、更新時に連帯保証人から署名・押印をもらわない場合で

も、更新後の滞納分を連帯保証人に請求することができます。

２　普通借家契約においては、法定更新された場合でも、更新後の滞納分を連帯保証人に

請求することができます。

【解説】

１　更新の契約書に連帯保証人として署名捺印がない状態で、更新の契約書が作成された

場合（合意更新の場合）でも、連帯保証人の責任が継続するかが問題となります。

更新前に結ばれた連帯保証契約は、更新後も当然継続し、連帯保証人は更新後の滞納

についても責任を負わねばなりません。

２　判例も同様の見解です（最高裁平成９年１１月１３日）。

３　連帯保証人の署名捺印をもらわず、借家人とだけ更新契約書を作成した場合につい

て、連帯保証人の責任が、更新後にも及ぶと解されるのは以下の理由によります。

1)　借地借家法上の普通借家契約は、期限が到来しても当然に終了することはなく、む

しろ更新によって継続されるのが原則です。とすると、賃貸借契約時の連帯保証人

は、更新を前提に、つまり更新後も連帯保証人として責任を負うつもりで連帯保証人

になったと考えるのが合理的です。　　

2) また、もし、更新契約書に署名捺印しない限り、更新後は連帯保証人ではなくなる
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3) とすれば、賃貸人は、連帯保証人を失ったまま、一方で賃貸借契約の継続を強いら

れることになります。賃貸人は、連帯保証人がいることを前提に賃貸借契約を締結し

たのであり、連帯保証人を失ったまま賃貸借契約の継続を強いることは、賃貸人に

とって著しく不公平であることは明らかです。とすれば、更新契約前からの連帯保証

人には、更新後も当然に連帯保証人としての責任を負わせる必要性が高いといえま

す。

3)　普通借家契約においては、更新された場合、更新前の契約と更新後の契約は同一の

契約であり、ただ、更新によって新しい契約期間だけがリセットされるという考え方

を取ります。したがって、連帯保証人の責任も元々の契約にあったのですから、何ら

変更なく継続されるのが理論的であると言えます。

4)　上記1)・2)・3)の理論は、更新契約書が全く作成されず、法定更新になった場合で

も同様にあてはまります。

４　例外的に、以下のような場合には、連帯保証人の責任が更新後には及ばないとされる

ことがあります。

　1)　合意更新の際、連帯保証人の責任を免除する特約が結ばれた場合。

　2)　借主が賃料滞納を繰り返し、連帯保証人がたびたびその責任を果たしたので、連帯

保証人は、連帯保証を辞めたいと主張していたが、貸主が契約を解除できる状態で

あったにも拘わらず契約を解除せずに、貸主・借主間で合意更新をしてしまったよう

な場合。

５　定期借家契約との違い

　1)　上記のように、普通借家契約においては、合意更新でも、法定更新でも連帯保証人

の責任は、更新後の契約についても継続します。しかし、定期借家契約は、期間が終

了すると次に結ばれる再契約は、全く新しい新規の契約とされます。したがって、定

期借家契約では、更新という考え方がないので、連帯保証人の責任も当然定期借家契

約の期間満了と共に消滅します。

　2)　定期借家契約において、再契約するときは、必ず連帯保証人の署名・押印をもらい

直して下さい。

【相談のポイント】

１　法律上は、更新時に改めて連帯保証人の署名捺印をもらわなくても、更新後の借主の

債務不履行について、保証してもらうことは可能ですが、実務上は、可能な限り、更新

時に連帯保証人の署名捺印をもらった方がよいでしょう。
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　そうすることで、連帯保証人にも、自己の責任を自覚させ、借主が賃料の滞納をした

ような場合に、連帯保証人に注意・監督してもらうことや、連帯保証債務の継続を巡る

紛争を回避することができます。

２　連帯保証人が遠方にいて、署名捺印をもらうことが難しい場合には、更新手続が終了

したこと、更新後も連帯保証人としての責任が継続することを通知することでも、署名

捺印をもらうのと同様の効果（連帯保証人としての責任の自覚）が期待できます。

３　当初の賃貸借契約書の連帯保証人の責任の規定に、「合意更新・法定更新を問わず、

更新後の契約に基づく借主の債務一切を連帯保証する。」旨を定めておくことも有効で

しょう。

４　定期借家契約の場合に、期間満了後も建物の使用を継続するケースでも、更新ではな

く、再度新しい契約を締結することになりますので、普通借家契約の更新の場合とは異

なり、必ず改めて連帯保証人の署名・押印をもらい直す必要があります。

メモ 
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第４　契約終了時の問題

（１）原状回復義務

①原状回復義務（自然損耗と破損の区別）

Ｑ

　借主の原状回復義務は、壊したものを修復させるだけで、自然損耗（そんもう）は含ま

れないと聞きましたが、「壊したもの」か「自然損耗」かどうかは、どのように区別さ

れるのでしょうか。

Ａ

１　原状回復の基本

1)　貸主・借主間で原状回復拡大の特約のない場合、原状回復は以下のように考えま

す。

①　「借主が設置したものを取り除く。壊したものは修復する。」というのが原状回

復の基本。

②　賃貸建物が入居者の日常の使用により自然に汚れたり磨り減ったりすることを自

然損耗（そんもう）と言うが、自然損耗は原状回復には含まれない。

2)　したがって、自然損耗と判断されれば、貸主は借主に原状回復とか、損害賠償請求

を求めることはできません。

２　自然損耗か壊したかの具体例と判断基準

　1)　先にも述べたように、自然損耗とは、通常の使用によって、壁・床・天井その他設

備などが汚損したり、すり減ったりすることをいいます。

　例えば、壁紙が日焼けで変色したり、自然に汚れたり、引渡時に青々としていた畳

が歩いているうちにすり減ったりするのが典型的な例です。

この自然損耗に当たるか、原状回復義務が発生する借主が壊したものかは、以下に

述べるように具体的判断では微妙です。

2)　タバコの「やに」によるクロスの汚れ。

①　原状回復義務なし。

②　未だ我が国ではタバコを吸う人は多く、日常生活に伴うタバコの「やに」による

クロスの汚れは自然損耗（そんもう）とみられています。ただし、通常の喫煙によ

る汚れを超えて、余りにひどいときは、「こわした」ということで、修復を要求で

きる場合も例外的にはありうると考えられます。

3)　結露によって発生したカビによる汚れ。

①　原状回復義務なし。ただし、通常の使用方法を超え、著しい汚れを生じさせた場
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　合には「こわした」ということで、修復を要求できる場合も例外的にはありうると

考えられます。

②　次の判例では、「借主が通常の使用をしている場合は、結露が生じても壊したと

は言えない。そもそも結露というものは、建物の構造にその発生の原因があるの

で、加湿器を使いすぎたり、ストーブを焚いたり、換気を積極的にしなかったとし

ても、原則的には、原状回復義務の対象とはらならない。」と判断されています。

③　《名古屋地裁　平成２．１０．１９（判時１３７５号１１７頁）》

「結露は、一般的に建物の構造によって発生の基本的な条件が与えられるの

で、特段の事情のない限り、損害賠償特約には、結露による汚損は含まれない。」

4)　じゅうたん・クッションフロアについたテーブルの脚（あし）によるへこみ。

①　原状回復義務なし。

②　原則的には、「こわした」ことにならない。ダイニングにリノリュームを敷いて

貸したところ、返還時に「テーブルの脚のへこみがあるから、張替代を負担しろ」

ということは、ダイニングには、テーブルを置いてはいけないと要求することと同

じだから。

5)　壁の前に家具を置いたことによるクロスの黒ずみ。

①　原状回復義務なし。４）と同じように考えてください。　

6)　台所の油汚れ

①　通常のこびりついたものは、自然損耗。

②　入居者の手入れ、管理が悪く、専門業者を入れないととれない程のひどい汚れは

「こわした」ということで、修復を要求できる場合も例外的にはありうると考えら

れます。

7)　壁に貼ったポスターの画鋲・ピン

①　下地ボードの張替も、クロスの張替も不要なら、パテ等簡単な補修で回復できる

なら原状回復義務なし。

②　クロスの張替が必要なら、クロスの張替代のみ。

③　下地ボードの張替も必要なほど大きな損傷なら、例外的に原状回復を要求でき

る。

8)　以上で明らかになると思いますが、自然損耗か壊したかの区別基準は以下のように

考えられます。

①　借主の通常の使用で発生したものは自然損耗。

②　一般的に予想しうる使用方法で発生したものは、自然損耗。

③　家賃を払っている以上この程度の汚れ・損耗は当然とされるものは自然損耗。
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３　自然損耗は、借主に原状回復・損害賠償請求できない理由

　　貸主は、賃貸物件を借主に使用させる対価として、賃料を受領しておりますので、借

主が普段の生活で使ったため変色したり、汚れたり、すり減ったりした場合の回復費用

は、使用の対価である賃料に含まれていると考えられるからです。つまり、お金を取っ

て貸しているのだから、汚れたりすり減るのは当たり前と考えて下さい。

　　これに対し、借主の故意・過失によって、生じた汚損・毀損は、自然損耗ではなく、

借主が賃貸借契約上の義務として負っている善良なる管理者としての注意義務を欠いた

損害となりますので、原状回復や損害賠償の対象となります。

　　したがって、自然損耗か否かの判断は、普段の生活での使用によって生じた変色・汚

れ・すり減り等（自然損耗）か、借主の使い方が悪く、上記注意義務に違反して生じた

汚損・毀損なのか（借主の故意・過失による汚損）で区別することになります。

【相談のポイント】

１　自然損耗か、借主が毀損したかによって、原則、原状回復費用等を借主に請求できる

かどうかが異なってきます。ただし、これは特約で原状回復が拡大されていないときの

原則であることに注意してください。

「特約で原状回復がどこまで出来るか」は（賃貸借契約書の原状回復義務に関する特約の

有効性）参照。

２　日焼けによるクロスの変色や、いわゆる電気ヤケ、前述のすり減った畳等は、一般に

自然損耗と判断される場合が多いと思われます。

　　これに対し、結露を放置したことにより拡大したカビ・シミや、台所の油汚れなど

は、あまりにひどいと「通常の使用を越えたもの」として借主の毀損と判断されること

があると思われます。

　　これらカビ・シミや油汚れが「通常の使用を越えたもの」かどうかでトラブルが生じ

ることも多いため、「入居のしおり」等を作成し、あまりにひどいカビ・シミを発生さ

せたり、油汚れを放置したりすると、壊したものとして修理費用を請求することを明記

しておいて、無用なトラブルを回避することが望ましいと考えます。

３　また壊した場合の原状回復については、減価償却をした残存価格や修復の範囲が問題

になります。

メモ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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④敷金（建物明渡と敷金返還の先後）

Ｑ

　　借主に明け渡しを求めたところ、「敷金の返還を受けるまで、借家の明け渡しはしな

い」ということを言われました。敷金を返さないと明け渡しを求めることはできないの

でしょうか。

Ａ

　敷金返還の時期について

１　敷金返還請求権が具体的に発生するのは、損害金等の有無・額が確定するか、また

は、その確定に合理的な期間の経過があって初めて具体的に発生し、返還義務が生じる

ものといえます。

２　その根拠は、敷金が賃貸借契約終了後明け渡しまでの損害金を担保するものなので、

明け渡しがあってはじめて返還請求権の有無や額が確定するからと考えられています。

３　例えば、契約が終了した日以降も借主が借家を使い続けた場合、賃料相当損害金が発

生しますが、貸主は、借主がこの損害金を支払わない場合、敷金から差し引くことが可

能です。

４　したがって、敷金返還請求権が明け渡して初めて発生するか否かが確定する債権であ

る以上、借家の明け渡しと敷金返還請求権とは同時履行の関係にはなく、借主が同時履

行の抗弁を主張して、「敷金の返還を受けるまで、借家の明け渡しはしない」と主張す

ることは法律上許されません。

なお、同時履行の抗弁とは、貸主と借主という当事者間で、お互いに債務を履行すべ

き場合に、同時にお互いの債務の履行を要求する権利、言い換えれば、相手方が債務を

履行しないときは、当方の債務を履行しないですむ権利を言います。

　

 【参考条文】

　民法第５３３条（同時履行の抗弁） 

　　双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の

　履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 

５　借家を明け渡すまで敷金返還請求権が発生しないので、借主は、敷金返還請求権を担

保するための留置権を主張して、借家の明け渡しを拒むこともできません。なお、留置

権というのは、借家を占有している借主が、この借家に関して貸主に請求できる債権

（ここでは、敷金返還請求権）の支払いをすべき日（履行期）が来ているときは、貸主
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　　から支払いがあるまで自分が占有している建物を貸主に返さないでおくことができる

（留置することができる）という民法上の権利です。

【参考条文】

　民法第２９５条（留置権の内容） 

　　１　他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を

　　　受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、

　　　この限りでない。

　　２　前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。 

【相談のポイント】

　敷金返還請求権は、借家を明け渡して初めて発生するか否かが確定する債権であるた

め、借主が明け渡しを先に履行しない限り、敷金返還請求権を行使することができませ

ん。つまり、借主が建物の明け渡しを完了していない場合は、まだ敷金返還請求権が発生

していないので、借主が敷金返還請求権と建物の明け渡しの同時履行を主張したり、借家

について留置権を主張することができません。

メモ 
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（２）明け渡し手続き

①借主が行方不明の場合の解除・明け渡し

Ｑ

１　賃貸マンションの借主が６か月前から行方不明で、賃料も８か月分滞納しています。

室内にはガラクタの家具や電気製品がいっぱい放置されたままです。この場合の明け

渡しを求める法的手続きの手順はどうすればよいですか。

２　賃貸借契約書には「契約解除後の残置物の所有権は放棄されたとみなし、貸主は任意

に処分することができる」とありますが、明らかに無価値な物ばかりですので、この

規定に基づき残置物を処分してはだめですか。

A

第１　設問１についての回答　 

　１　借主が居住していれば通常は、借主に対し、内容証明郵便にて解除通知を行う。　

1)　借主が家賃を滞納していても、契約が解除されない限り、貸主は借主に対し明け

渡しを求めることはできません。そこで、内容証明郵便で「滞納家賃８か月分合計

○○万円を本書到達後○日以内に支払え。支払わなければ、あらためて解除の意思

表示をすることなく、本書をもって、契約を解除する。」と書いて、催告の上、条

件付き解除の意思表示をします。

　　2)　内容証明郵便が借主不在で郵便局に留め置かれ、その後発送した貸主に返送され

た場合でも、借主が借家に居住していれば、内容証明郵便を見ることが可能あるの

で、解除の意思表示は借主に到達し、解除の効果が発生するとかいすることができ

ます(最高裁平成１０年６月１１日判決〔民集５２・４１０３４〕参照 )。つまり、

解除の内容証明郵便は､相手方である借主の支配下に入れば､すなわち､「みようと

思えばみることができれば」到達したものとみなされ､解除の効果が発生します。

　２　借主が長期不在の場合

　　1)　本件のように借主が長期不在の場合、借家に居住していると認められませんの

で、内容証明を送っても、解除の意思表示は、借主に到達したことにはなりませ

ん。すなわち解除の効果は発生しません。

　　2)　本件のような場合、解除の効果を発生させるには、公示送達という手続をとる必

要があります。

　３　公示送達

　　1)　公示送達というのは、借主に解除の内容証明を送りたくても、相手方がそこにお

らず、行方不明になっているような場合において、解除の意思表示などが相手方に

届いたのと同じような効力を発生させる送達の手続を言います。
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　　2)　公示送達は、以下の、手続で行うことができます（民法９８条）

　　　①　相手方の住所、居所を知ることができないとき

　　　②　相手方の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に公示送達の申立をする。

　　　③　裁判所は、解除の内容証明郵便を裁判所の掲示板に掲示し、掲示したことを官

報に掲載して公告する。

　　　④　官報等に掲載した日から２週間経過した時点で相手方に解除の意思表示が到達

した（解除の効果が発生した）とみなされる。

　　【参考条文】

　　　民法　第９８条（公示による意思表示）

　　１　意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができない

　　　ときは、公示の方法によってすることができる。

　　２　前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定に従い、

　　　裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して

　　　行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、

　　　町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。

　　３　公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日

　　　から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を

　　　知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生

　　　じない。

　　４　公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手

　　　方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属

　　　する。

　　５　裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。

４　行方不明になった借主への訴訟提起

1)　借主が行方不明なので、契約を解除した上で、貸しているマンションの明け渡し

を求めなければなりません。借主が行方不明なので、任意に明け渡しを求めること

はできません。したがって、訴訟を提起した上で、判決を取得して、強制執行によ

る明け渡しを求める必要があります。

2)訴訟を提起するには、まず、訴状を裁判所が被告に送達しなければなりません（民

事訴訟法１３８条１項）。被告に送達されなければ、訴訟が裁判所に係属しません

（裁判が始まりません）。

Ⅰ－１０７



訴訟が裁判所に係属しなければ明渡しを命ずる確定判決も取得できず、したがって

当然、強制執行もできません。

3)　被告となる借主が行方不明の場合、上記公示送達の方法により、訴状を被告であ

る借主に送達し、裁判を始めることができます。（民事訴訟法１１０条）をするこ

とができます。掲示を始めた日から２週間を経過すると、送達の効力が発生します

（同１１２条）。

4)上記解除の意思表示を公示送達で行い、その上で改めて明け渡し訴訟を提起し、そ

の訴訟を始めるために公示送達を行うこともできますが、公示送達を２回やるの

は、時間もかかり面倒です。訴訟を提起する必要がある場合は、訴状の中に、「○

か月の家賃滞納があるので、本訴訟により、賃貸借契約を解除する。」と記載し、

解除の意思表示を訴状に書いて、この訴状を公示送達すれば、１回の公示送達で解

除と訴状の送達ができます。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

 【参考条文】

　民事訴訟法　第１１０条（公示送達の要件）

　１  次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。

　　一 　当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 

　　二 　第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合 

　　三 　外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれ

　　　によっても送達をすることができないと認めるべき場合 

　　四 　第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達

　　　を証する書面の送付がない場合 

　２ 　前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、

　　　申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることが

　　　できる。

　３ 　同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号

　　　に掲げる場合は、この限りでない。

　５　訴状を公示送達するための準備行為

　　1)　被告たる借主の住所、居所等に訴状が発送されたものの不在返戻のため送達でき
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　　　なかった場合、借主が勤務先に出勤していれば、裁判所に対し、就業場所送達の上

申をして、勤務先に訴状の送達をすることになります。勤務先が分からなければ、

就業場所不明の上申をして下さい。

　　2)　裁判所は、念のため、一度は被告の住所地（貸しているマンション）に訴状を郵

便で送達します。訴状が、「宛書にたずねあたりません。」や「転居先不明」で

戻ってきた場合、裁判所書記官に対し、公示送達の申し出をしてください。

　６　公示送達により裁判が開始された後の手続

　　1)　公示送達により、訴状が送達できれば、第１回の裁判が開かれます。被告たる借

主は当然欠席ですが、実務では、原告たる貸主の提示した証拠や簡単な証人尋問に

より、債務不履行（家賃不払い）の事実の証明ができますので、契約解除が認めら

れ、明け渡しの判決を比較的早くもらうことができます。

　　2)　判決の取得後は、判決を下した裁判所の部に対し、執行文付与申請及び送達証明

申請を行います。なお、判決も送達しないと確定しませんので、公示送達により判

決の送達が行われます。

　　3)　執行文付判決正本及び送達証明書を添付して、裁判所の執行官室に対し、明け渡

しの強制執行申立をします。強制執行の手続きは、基本的には、被告たる借主が在

室の場合と同じですが、不在なので、錠屋に依頼してマンションの鍵を開けて、明

け渡しの強制執行をします。

第２ 設問２についての回答

  １　賃貸借契約書に「契約解除後の残置物の所有権は放棄されたとみなし、貸主は任意

に処分することができる」とあっても、本件では、貸主の方で借主の残置物を勝手に

処分することはできません。

　２　上記の条項は、借主が任意に明け渡したした後に残された借主の残置物についてな

らば有効となります。

　　　したがって、本件のように任意の明け渡しをしていない場合に、この条項を使って

マンションの中にある借主の残置物を貸主が破棄・処分することは、自力救済として

許されません。

　３　自力救済の禁止

　　　なお、いくら借主が長期不在の上、家賃を滞納しているからといって、貸主は、勝

手に貸室の中に入ったり、部屋の中にある物を処分することはできません。借主に対

し強制的に明け渡しを求めたいときには、訴訟を提起して明渡しを命ずる確定判決等

を取得し、その上で裁判所に対し強制執行を申し立てる必要があります。

 メモ
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②造作買取請求権等（造作買取請求）

Ｑ

　アパートの借主が、転勤のため退去することになりました。借主が自分の費用で居室に

取り付けたエアコンや、部屋の間仕切りとして付けた扉の買い取りを請求してきまし

た。借主の退去の際、これらを買い取らなければならないのでしょうか。

Ａ　

１　契約書上、造作買取請求権を排除する条項がなく、設置に貸主が同意していた場合、

1)　扉については、造作として判断されることになると思われますので、買い取らなけ

ればなりません。

2)　量販店で売られている壁掛けタイプのエアコンについては、造作として判断される

かどうか微妙なところです。取り外しても他の部屋に簡単に移設することが可能と判

断されれば、造作とはいえず、買い取る必要はありません。

3)　埋め込み型のエアコンについては造作として判断されることになると思いますの

で、買い取らなければなりません。

２　契約書上、造作買取請求権を排除する条項がある場合、又は、エアコンや扉の設置に

対して貸主が同意していない場合には、これらを買い取る必要はありません。

【解説】

１　「造作買取請求権」とは

　借地借家法３３条は、「借主が貸主の同意を得て建物に取り付けた畳、建具その他の

造作がある場合には、借主は貸主に対し、契約終了時にその造作を時価で買い取るよう

請求できる」旨定めています。この、契約終了時の借主の権利を造作買取請求権といい

ます。

２　「造作」とは

1)　「造作」とは、建物に設置された動産で、建物と一体として利用されるのが通常

で、取り外すと価値がなくなるもので、かつ、その物が設置されていることで建物

自体の利用価値が増すものをいいます。

2)　扉・畳・雨戸・襖・障子・電気引き込み線等のように、建物と一体として利用さ

れ、かつ、取り外すと他の建物に利用できず、更にかような造作があることで建物

自体の利用価値が増すと評価できるものが造作の例として上げられます。

　従って、設問の扉は、独立した動産で、借主の所有物となりますが、他の家に

持って行っても寸法が合わないことが多く、流用がきかないものですし、現在の貸

家に扉があれば、借主は通常は利便が増しますので、造作と考えられます。
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3)　エアコンは、造作になるか否かの限界事例です。

　通常量販店で売られている壁掛けタイプのエアコンは、取り外して他の部屋に簡単

に移設することが可能と判断されれば造作とはいえません。現在のところ、この壁掛

けタイプのエアコンが造作か否かを判示した裁判例は見あたりませんでした。通常ア

パートやマンションのエアコンは、量販店で売られている壁掛けタイプのエアコンで

すが、今後、裁判で造作か否か、どのような判断が下されるのか微妙なところです。

4)　これに対して、埋め込み型のエアコンについては、取り外して他の建物に移設する

と多額の費用がかかり、取り外すと価値がなくなりますので、原則として造作といえ

ると考えられます。

３　「造作買取請求権」の要件

1)　貸主の同意

　造作買取を借主が貸主に請求できるのは、造作の付加（設置）につき、貸主が同意

していた場合に限られます。貸主にとって予測不能な造作買取請求を受けることを防

止する趣旨です。

2)　借家契約の終了

　造作買取を借主が貸主に請求できるのは、期間満了又は中途解約いずれでも構いま

せんが、契約が終了することが要件となります。

　造作買取は、退去時の貸主借主の精算整理の一環として考えられているからです。

3)　借主の債務不履行による契約終了（解除）でないこと

　造作買取を借主が貸主に請求できるのは、いわば、借主の保護のためであり、貸主

に本来買取義務のない、借主の動産を買い取らせるのですから、その特典は、違約の

ない借主にのみ与えれば足りるというのが判例（大判昭１３．３．１）の態度です。

４　造作買取請求権排除特約

1)　この造作買取請求権は、特約によって排除することができます。すなわち、貸主が

造作の設置を同意しても、退去にあたり買取義務が発生しないように特約で定めるこ

とができます（借地借家法３７条によると、造作買取請求権は強行法規とされていま

せんので、特約によって排除することができます。）。

2) 旧借家法では、造作買取請求権は強行法規とされ、当事者が特約をしても排除する

ことはできませんでした。しかし、造作は、必ずしも次の借家人にとって必要とは限

らず、必ず買取に応じないといけないとすると、買取代金が無駄になってしまうとい

う不都合も生じ得ます。よって、借地借家法では強行法とはせず、特約で排除できる

ようになりました。
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【参考条文】

 借地借家法第３７条（強行規定）

　　第３１条、第３４条及び第３５条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、

　無効とする。

 （造作買取請求権は、同法３３条なので、強行法からは除かれている。）

【相談のポイント】

１　借主が取り付けた造作があるからといって、貸主が、次の借主に造作代金を回収でき

る程家賃を高くできるとは限りません。借家契約書を作成するときは、造作買取請求権

を特約で排除するようにしておくと良いでしょう。

２　造作買取請求権を排除する特約があっても、退去時に改めて合意をすれば、買い取る

ことは可能です。もし、退去にあたり、貸主が買い取ってもよいような造作がある場

合、改めて合意をして買い取れば済みます。

メモ 
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第５　定期借家契約

①定期借家契約の利用方法

Ｑ

　定期借家契約の利用方法について、貸主の立場から教えて下さい。

Ａ

　定期借家契約は、更新がない、家賃の増減額請求を封じることができる、短期間の期間

設定が可能というメリットがありますので、これらのメリットを活かしたい場合に利用

すると良いでしょう。

【解説】

第１　定期借家契約とは

１　定期借家契約（定期建物賃貸借）とは、建物の賃貸借契約の一つであり、「期限が

来れば、更新されず、必ず契約が終了する賃貸借契約」のことです。通常の賃貸借契約

（以下では、「普通借家契約」と呼びます。）とは別に、借地借家法３８条以下に規定

が設けられています。

２　普通借家契約と定期借家契約とで、大きな違いがあるのは、以下の点です。

1)　更新の有無

①　普通借家契約の場合、契約終了時に貸主が契約の更新を拒絶しても、正当事由

がない限り法律の規定により契約が更新されてしまう、法定更新があります。

②　定期借家契約の場合には、法定更新はありません。貸主や借主が契約の継続を

望むのであれば、新たに再契約をしなくてはなりません。

③　更新というのは、旧契約を同一内容のまま終了時期を更に先に延ばすことを言

います。これに対して、再契約というのは、旧契約自体は終了し、新たに同一内

容又は異なる内容で再度契約を結ぶことを言います。

2)　契約締結手続についての規制の有無

①　普通借家契約の場合、契約の仕方について細かい規定は設けられていません。

あまり現実的ではありませんが、口頭で契約を締結することも可能です。

②　定期借家契約の場合には、契約手続についての規定があります。すなわち、定

期借家契約の場合、書面（私製証書・公正証書等）で契約を締結する必要があり

ます。また、契約に先立ち、貸主は借主に対して、「更新がなく、期間の満了に

より賃貸借契約が終了する」契約であることを、契約書とは別に書面を交付し、

かつ口頭により説明しなければなりません。
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③　このように、定期借家契約の場合に厳格な手続が要求されているのは、借主を

保護するためです。言い換えれば、契約に更新がないことを借主にきちんと知ら

せることで、借主が不測の事態に陥らないようにするためです。

第２　定期借家契約の利用方法

　　　建物のオーナーの立場から考えると、定期借家契約は、以下のような場合に使うと

良いでしょう。

１　アパート建築費用を計画的に回収

定期借家契約を用いれば、更新がなく確実に賃貸借契約を終了させることができる

ので、入居者の入れ替えが計画的に行えます。これにより、アパートを建てた費用を

計画的に回収することができます。

例えば､あまり現実的に採用できるか疑問ですが､次のような方法が考えられます。

1)　新規にアパートを建築した場合、定期借家契約で１０年間貸す。

2)　１０年後に全員出てもらい、リフォームして、新たに高い家賃で借りてくれる入居者を

募集する。

　定期借家契約は立退に余計な費用がかからないので、リフォームしやすいという

メリットがあります。また、リフォーム後の借家を高い賃料で新たに賃借することも

容易ですし、定期的なリフォームを行うことで、きれいなアパートを維持することが

できます。

２　不良入居者の排除

1)　普通借家契約で貸してしまうと、家賃の不払いは起こさないが賃料の支払いをい

つも２，３日遅らすとか、契約を解除できるほどひどくはないが近隣に迷惑をかけ

るといった不良入居者を契約解除により立ち退かせることは非常に困難です。

2)　ところが、定期借家契約で２年の期間で貸しておけば、不良入居者については再

契約を行わない、優良な入居者については再契約をするという形で不良入居者を排

除し、優良入居者だけを残すことができます。

３　古いアパートの建て替えを行うための退去手続に利用

1)　定期借家契約を利用すれば、法定更新がないので、契約は予定どおりに終了し、入

居者の退去がスムーズに行なわれます。

2)　例えば、６室の古いアパートがあって全戸を普通借家契約で賃貸しているが近い

将来建て替えをしたいという場合、次の対処を行うことになります。

①　空室になった部屋に次の入居者を入れる際には、定期借家契約を締結する。１

～２年程度の定期借家契約を締結し、他の部屋が空くまで再契約で継続させる。

②　これを繰り返して、６室全て定期借家契約になるのを待つ。
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③　全室が定期借家になっても終期が区々になってしまうが、少なくとも２年経てば全部

終了する。建て替え直前の２年間は、最初に定期借家の終了になった部屋は次の入居者

は入れないで空けておくか、建て替えの時までの仮住いなどで、短期間しか貸さないよ

うにしておく。

４　マンスリーマンションとして賃貸

1)　定期借家契約を利用すれば、マンスリーマンションのように、１ヶ月、２ヶ月単位の短期

の定期契約も可能となります。

2)　普通借家契約で１年未満の期間で契約を締結すると､借地借家法の規定により「期間の定めのない

契約」になってしまいます。期間の定めのない契約については､正当事由がないと解約できませ

んので､実際上､普通借家契約により短期の契約は結べませんでした。

しかし､定期借家契約を締結すれば､期間を週単位､月単位とすることが可能です。

3)　なお、期間が１年未満の定期借家契約では、「終了予告」も、不要となります。ただ、契

約締結前の書面・口頭による定期借家契約である旨の説明は必要ですので、ご注意下さい。

５　定期的に家賃を値上げしたい。家賃の値下請求をされないようにしたい。

1)　普通借家契約においては、契約後の事情変更を理由とする家賃の増減額請求が認められ

ています。

2)　しかし、定期借家契約においては、「賃料の改定に関する特約」として「この契約期間

中は賃料を改定せず、借地借家法第３２条の賃料増減額請求権の規定は適用しないものと

する。」等の特約がある場合には、上記の賃料増減額請求権の規定が適用されません。

【相談のポイント】

１　定期借家契約は、実務上は法定更新がないというのが一番の貸主側からのメリットと

思われます。上記の定期借家契約の有効活用は、その殆どが法定更新がないというメ

リットを使った活用方法です。

２　家賃の増減額請求を封じることができるというメリットはありますが、現実問題とし

て、あまり実務では有効活用の場面がありません。

３　ウィークリーマンション、マンスリーマンションの経営は、以前は旅館業法で規定が

なされていました。ところが、定期借家契約が認められ、かつ最短期間の制限がありま

せんので、ウィークリーマンション、マンスリーマンションのような短期間の期間設定

が借家契約により可能となりました。

４　もっとも､定期借家契約は更新がない分､長期かつ安定した生活を希望する入居者に敬

遠される可能性があります。そのような場合には､再契約についての条項 (再契約の可能

性について触れる条項、再契約を原則とする条項等)を活用することも考えられます。

Ⅰ－１１５



②定期借家と普通借家の違い

Ｑ

　会社を設立して商売を始めるため、事務所を借りようと仲介業者に申し込んだところ、

「この事務所は定期借家でしかお貸しできない」と説明されました。

１　定期借家と普通借家の違いはどこにあるのでしょうか。

２　また、借りる立場からは、どのような点に注意すべきでしょうか。

Ａ

１　定期借家で借りる場合、普通借家と以下の点で違いが出ます。

1)　更新（法定更新・合意更新）があるか否か

2)　１年未満の短期の契約期間設定ができるか否か

3)　値上げの特約が有効となるか否か

4)　手続が厳格か否か

5)　中途解約の特約がない場合でも、中途解約ができるか否か

２　借りる立場からは、上記定期借家の特徴を十分に理解した上で、自己の利用目的に合

致しているかどうかを考えて、定期借家契約に応じるか否かを選択して下さい。

【解説】

１　定期借家と普通借家の違い

　1)　更新

　　①　定期借家契約の期間が満了すると、借主には退去の義務が発生します。法定更新

による期間更新の保護が働きません。合意更新をすることもできません。

②　定期借家契約の場合、再契約がありますが、借主から再契約を求めても、必ず再

契約してくれるとは限りません。再契約の形態には、以下の種類がありますが、い

ずれにしても普通借家の法定更新より借主の保護が弱くなります。

a.　取壊し等の予定があり、再契約は絶対にしないと約定するタイプ。

b.　貸主・借主、改めて合意できたら再契約しても良いと定めるタイプ。

c.　原則、再契約するが、借主に契約違反があれば、貸主は再契約を拒絶できる

（正当事由不要）。

③　更新は、更新前の契約と更新後の契約が、法的に同一です。従って、更新前の契

約で連帯保証人となったものは、更新時の契約に署名押印しなくても、更新後にお

いても連帯保証人の責任を負います。ところが、再契約は、前の契約と再契約後の

契約は、法的に全く別です。再契約時に署名押印しなかった連帯保証人は、再契約

後の家賃滞納に対し連帯保証人としての責任を負いません。
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④　普通借家であれば、家賃等の不払いがない限り、更新拒絶の正当理由が認められ

ないため、借主は、法定更新してもらえるのが原則です。

　2)　設定できる契約期間

①　普通借家契約の場合、１年未満の借家契約の期間を定めても、期限の定めのない

借家となります（借地借家法２９条１項）。期限の定めのない借家契約は６か月の

予告期間によって、貸主から解約告知をすることができますが、正当事由が要求さ

れるため、現実的には、明け渡しを求めることはほとんど不可能です。要するに、

普通借家においては、借主の保護のため、当事者間で短い期間を約定しても、その

約定を無効として居住の保護を図っています。

②　定期借家契約においては、１年未満でも、合意した期間が賃貸借期間として認め

られます（同法３８条１項による２９条１項の排除）。定期借家においては、厳格

な手続を条件に、借主が、継続して住めないことも認めるので、短期間の借家契約

を有効にしても借主に不足の損害を与えないといえるからです。

③　定期借家契約により、ウィークリーマンション、マンスリーマンションの経営が

可能になります。

　3)　家賃の値上げ条項

①　普通借家においては、状況が変わったため、当事者が賃料の増額・減額をしたい

ときは、賃料の増額・減額を請求することができます。しかし、予め契約で値上げ

の期間や値上げ率を約定しておくことはできません。

②　定期借家においては、契約期間中における家賃の値上条項があれば、借主として

は、この値上条項に拘束され、貸主との協議・調停・裁判による妥当な値上額への

是正ができません。すなわち、定期借家においては、家賃の値上条項と普通借家の

家賃増減額請求権を排除する特約で、契約当初に、将来の家賃の値上げを確定させ

ることができます。定期借家契約は、貸主に、将来にわたる計画的な家賃の値上げ

回収を認めることで、貸主が長い期間貸せるように制度を作りました。

　4)　手続き

①　定期借家の場合は、公正証書等の「書面」（したがって私製証書でも可）による

ことが必要です。もっとも、通常は、普通借家の場合も借家契約書を作成するのが

一般的ですから、実務上は大きな違いではないでしょう。

②　ただし、定期借家の場合、貸主は、借主に対し、契約に先立ち、これから締結す

る借家契約が、更新できない定期借家契約であることを記載した書面を交付して、

口頭で、説明しなければならないという違いがあります。この書面による説明をし

なかったときは、定期借家としての効力が認められないことになってしまいます。
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　5)　中途解約

①　普通借家の場合は、期限の定まった賃貸借であるときは、中途で解約することが

できません。契約で決めた以上は、その期間、契約が存続するというとであり、こ

れが法律の原則です。もっとも、普通借家の契約には、トラブルを避けるため、ほ

とんどの契約に中途解約の特約がつけられています。

②　定期借家の場合、仮に、契約の中に中途解約の特約がなくとも、借家が、「居住

用で、かつ、床面積２００㎡未満」であるときは、借主に転勤・療養等のやむをえ

ない事情により、借家を自己の生活の本拠として使用することが困難となったとき

は、借主は、中途解約を申し入れることができます。この場合、賃貸借契約は、解

約の申し入れから１か月を経過することによって終了します。

定期借家権は、長期の契約がなされることを想定していたので、特約で中途解約

の条項がない場合にも、状況の変化で中途解約を認めざるをえない場合いがあると

考えられたからです。

２　借主が注意すべき点

1)　上記の定期借家の特徴が、当該物件を借家する目的と合致するか否かを十分に検討

する必要があります。

2)　法定更新による借家としての保護が働かないので、会社の事務所のように、商売の

都合上、永続してその場所を利用したいという意図がある場合には、定期借家は適し

ません。

3)　また、内装等に借家人がお金をかける店舗のような場合は、定期借家で借りるので

あれば、内装が償却できるだけの十分な期間を契約期間とする必要があります。

4)　定期借家で再契約の条項があったとしても、単に「協議により再契約できる」と定

められているにすぎない場合には、再契約は保障されませんので、その点にも注意す

る必要があります。

メモ 
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③定期借家の契約締結方法

Ｑ

　定期借家契約はどのように締結すれば良いのでしょうか。具体的な手続・方法について

教えて下さい。

Ａ　定期借家契約締結の手続及び注意点は以下のとおりとなります。

第１　書面による締結が必要

１　定期借家契約は普通借家契約とは異なり、法定更新がなく、期間の満了により契約

が終了することになります。このような定期借家契約の内容を借主が十分に理解せず

に契約を締結してしまうと、借主が不測の事態に陥る可能性があります。

２　そこで、このような定期借家契約の内容を借主に周知させるため、「書面」によっ

て契約をするときに限り定期借家契約を締結できるものとされています（借地借家法

３８条１項）。

３　条文上は、「公正証書による等書面によって契約をする」との定めになっていま

す。

  1)　公正証書というのはあくまでも例示であり、一般の私製の契約書で締結しても定

期借家契約として有効です。

2)　もっとも、賃料不払いの際に借主や連帯保証人に対して強制執行を行えるように

したい、定期借家契約であることをしっかりと確認させ、後日争われないようにし

たいという場合には、公正証書で締結することをお勧めします。

3)　ただ、注意していただきたいのは、定期借家契約の期間が満了しても退去しない

借主に対しては、強制執行により立ち退かせる必要があることです。この強制執行

による立ち退きは、公正証書ではできません。公正証書による強制執行は、賃料や

原状回復費用等の金銭債権の取り立てに限られます。

４　「書面」によらないで定期借家契約を締結すると、それは定期借家契約とならず、

普通借家契約が成立することになってしまいますので注意が必要です。

第２　締結前に定期借家契約であることの説明手続が必要

１　説明内容

1)　定期借家契約には法定更新がなく、期間満了により当然に終了する点で普通借家

契約と異なります。このことを事前に借主に周知させ、契約終了時に借主が不測の

損害を被らないようにすべく、この事前説明が要求されています。

2)そのため、定期借家契約を締結する場合、貸主は、借主に対して、「あらかじめ
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（契約前に）」締結しようとする契約が「契約の更新がなく、期間の満了により当

該建物の賃貸借は終了すること」について、書面により説明しなければならないと

されています（借地借家法３８条２項）。つまり、契約締結前に説明書を交付し、

かつ、口頭による説明が必要になります。

3)　具体的には、以下の事項を借主に説明すべきことになります。

①　契約内容の特定（貸主、借主、賃借物件）

②　定期借家契約の契約期間（始期と終期）

③　期間の満了により確定的に契約が終了すること

④　契約の更新はないこと

２　説明方法

1)　貸主は、借主に対して、上記の事項が記載された書面を交付して説明しなければ

ならないとされています。

2)　法律上は、「交付して説明」となっているので、書面を交付するのみでは足り

ず、口頭で内容を説明しなくてはならないと解されます。

3)　具体的には、定期借家契約であることの説明書を二通作成し、一通は借主に交付

し、もう一通は貸主の控えとして保管すると良いでしょう。貸主の控えには、「本

書の交付を受けるとともに、上記事項について口頭にて説明を受け了承しまし

た。」旨の文言の下に、借主の確認の署名・押印をもらって、この説明をしたこと

を証拠に残しておくべきです。

借主への説明義務を果たしたことが証明できなければ、定期借家契約としての効

力は認められず、普通借家契約と認定されてしまいます。

4)　上記の「説明」は貸主本人が必ず行わなければならないのでしょうか。

これについては、必ずしも貸主本人が説明を行う必要はありません。

例えば、貸主が仲介業者に委任状を交付して説明を委任し、仲介業者が貸主の代

理人として、借主に定期借家権であることの説明をすることも可能です。

この場合、委任状を上記説明書に入れ込むことも可能です。説明書に委任文言及

び委任者である貸主の署名・押印をしておけば、説明時の委任関係も明確になり、後

日の証明も容易になります。

【相談のポイント】

１　定期借家契約の締結では、契約締結前の文書を交付しての口頭での説明が一番重要と

なります。特に、大量に定期借家契約を扱う業者の中では、文書だけを借主に送付し、

口頭での説明をしない業者がありますが、後に裁判で争われた場合、普通借家契約とな

り法定更新されてしまう可能性が高いので、十分ご注意下さい。
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２　なお、終了予告も期間が１年以上の定期借家契約では必要となりますが、この終了予

告を忘れても、期間が満了しないだけで、改めて終了予告をした時から６ヶ月で定期借

家契約は終了します。

　　すなわち、終了予告を忘れても、定期借家契約としての法的性格は変化しない（普通

借家契約にはならない。）が、契約当初の「定期借家契約であることの説明を怠ると、

  普通借家契約になってしまう。」ことと対比してご注意下さい。

 　【参考条文】

　　借地借家法　第３８条（定期建物賃貸借）

　　　期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約

　　をするときに限り、第３０条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めるこ

　　とができる。この場合には、第２９条第１項の規定を適用しない。

　２ 前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは､建物の賃貸人は､あらかじめ､建物の賃

　　借人に対し､同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく､期間の満了により当該建物の

　　賃貸借は終了することについて､その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

　３ 建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の

　　定めは、無効とする。

　４ 第１項の規定による建物の賃貸借において､期間が一年以上である場合には､建物の賃貸人は期

　　間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という｡)に建物の賃借

　　人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ､その終了を建物の賃

　　借人に対抗することができない。ただし､建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対し

　　その旨の通知をした場合においては､その通知の日から六月を経過した後は､この限りでない。

　５ 第１項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とす

　　る場合にあっては､当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る｡)に

　　おいて、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自

　　己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の

　　解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日

　　から一月を経過することによって終了する。

　６　前２項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

　７ 第３２条の規定は、第１項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約があ

　　る場合には、適用しない。
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④居住用の普通借家契約の定期借家契約への切り替え

Ｑ

　　平成１０年５月に、転勤になってしまい、住宅を２年毎の普通借家契約で貸し、これ

まで４回更新して現在に至っています。会社の新規事業も落ち着き、２～３年先には転

勤先から戻れそうな状況になりました。平成２０年５月の契約期限が来たら借主と交渉

して定期借家契約に切り替えたいのですが、認められますか。

平成１２年５月に貸した普通借家契約ならば、相手方の同意を得れば、定期借家契約

に切り替えることができるのでしょうか。

Ａ

　平成１２年３月１日より前に締結された居住用建物の賃貸借契約を定期借家契約に切り

替えることはできません。

逆に、平成１２年３月１日以降に締結された居住用建物の賃貸借契約を定期借家契約

に切り替えることは可能と考えられます。

第１　普通借家契約から定期借家契約への切り替え

１　元々普通借家契約を結んでいる借主について、定期借家契約に切り替えることができ

れば、将来の立ち退きがスムーズに行えることになります。

定期借家契約は普通借家契約とは異なり、期間の満了により契約が終了し、法定更

新となることがないからです。

２　このような契約の切替について、借主の同意が必要であることは言うまでもありま

せんが、借主の同意さえあれば無条件に普通借家契約を定期借家契約に切り替えるこ

とができるのでしょうか。

1)　この点については、定期借家契約に関する規定が施行された日（平成１２年３月１

日）より前に締結された、居住用の普通借家契約を定期借家契約に切り替えることは

できないとされています。

2)　これは、定期借家契約が存在しない時代に借家契約を締結した入居者が、うっかり

定期借家契約に切替をしてしまい、期間満了時に法定更新の保護を受けられなくなっ

てしまうという事態を防ぎ、借主を保護する趣旨です。つまり、定期借家契約のない

時代に借家契約を締結した借主の既得権を保護する趣旨です。

3)　逆に解すると、定期借家契約が施行された平成１２年３月１日以降に締結された普

通借家契約を定期借家契約に切り替えることは可能です。

4)後記定期借家契約を新設した法律の附則３条を一見して読むと、居住用の建物では、

定期借家契約への切り替えはできないかのようにも読めます。しかし、後記のように

Ⅰ－１２２



詳しくこの附則３条を読むと、普通借家契約から定期借家契約への切り替えが不可能でない

ことが分かります。その趣旨は、「定期借家契約が存在する時代に普通借家契約をした者に

ついては、元々定期借家契約もあり得たのだから、定期借家契約への切り替えも認める」と

いう点にあります。

３　定期借家契約への切り替えが認められるか否かについては、当初の契約の締結日が基準となりま

す。更新の時期ではありませんので、ご注意下さい。つまり、当初に契約した時点で定期借家契約

があったかどうか（選択できたかどうか）で、切り替えを認められるか否かが決まります。

４　なお、上記のような切替の制限は、居住用の建物の賃貸借についてのみであり、事務所・店

舗等については、元々の契約が平成１２年３月１日よりも前に締結されていたとしても、定期

借家契約への切り替えができると解されます。

居住用以外の建物の賃貸借については居住用建物に比べて入居者保護の要請が低いこと､

借主が商人(プロ)であることが多く切替について十分に理解できるであろうことなどから､居

住用以外の建物については､切替の制限がないものと考えられます。

　【参考条文】

 　平成１１年１２月１５日法律第１５３号（定期借家権を新設した良質な賃貸住宅等の供給に関する特例

 　措置法）の附則

 　　第３条　第５条の規定（定期借家契約を新設した法律）の施行前（平成１２年３月１日前）にされた

 　居住の用に供する建物の賃貸借（旧法第３８条第１項の規定による賃貸借＝賃貸人不在期間限定の建物

 　賃貸借、リロケーション＝を除く。）の当事者が、その賃貸借を合意により終了させ、引き続き新たに同 

　 一の建物を目的とする賃貸借をする場合には、当分の間、第５条の規定による改正後の借地借家法３８条の

　 規定（定期借家契約）は、適用しない。

【相談のポイント】

１　定期借家契約は、平成１２年３月１日より施行され、認められるようになりました。定期借

家契約が認められるようになって、かなりの年数が経ちます。そのため、普通借家契約でも定

期借家契約への切り替えができる契約が非常に多くなってきましたのでご注意下さい。

２　例えば、賃料を２，３ヶ月滞納したため、契約解除の内容証明郵便を出したところ、借主が

謝って滞納賃料を全部払ってきたような場合、今後の不払いも心配になります。この借家契約

が平成１２年３月１日以降に締結されたもので、定期借家契約への切り替えが可能な借家契約

であれば、借主の納得の上で定期借家契約に変更し、「今後しばしば遅れるようであれば再契

約をせず立ち退きを求める」という方法でこの切り替えを利用することができます。
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