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〔判例研究〕

定期借家契約締結に先立つ

説明書面の交付について

上 原 由起夫

１ はじめに

定期借家契約（定期建物賃貸借契約）の場合、賃貸人はあらかじめ契約

の更新がなく、期間の満了により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いと（借地借家法（以下「法」という。）38条

２項）、その効力が認められない（同条３項）のであるから（普通借家に

なる）、この説明書面の存在は不可欠である。すでにこれに関する最高裁

平成22年７月16日第二小法廷判決（裁判集民234号307頁、判時2094号58頁、

判タ1333号111頁、金判1354号44頁）が出されている。定期建物賃貸借に

係る初めての最高裁判決であるが、実務にとって重要な意義を有するもの

と考えられる（１）。賃貸人Xが、本件賃貸借は法38条所定の定期建物賃貸借

であり、期間の満了により終了したなどと主張して、Yに対し、本件建物

部分の明渡し及び賃料相当損害金の支払を求める訴え（建物明渡等請求訴

訟）と、Yが、法38条２項所定の書面（以下「説明書面」という。）の交

付及び説明がなく、本件賃貸借は定期建物賃貸借に当たらないと主張して、

Xに対し、本件建物部分につき賃借権を有することの確認を求める訴え

（賃借権確認請求訴訟）とが併合審理された事案である。

２ 事実の概要

Xは、平成15年10月29日、Yとの間で、「定期賃貸借建物契約書」と題

する契約書を取り交わし、期間を同年11月16日から平成18年３月31日まで、
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賃料を月額20万円として、４階建ての建物の１階部分（以下「本件建物部

分」という。）につき賃貸借契約（以下「本件賃貸借」という。）を締結し

た。

本件賃貸借について、平成15年10月31日、定期建物賃貸借契約公正証書

（以下「本件公正証書」という。）が作成された。本件公正証書には、Xが、

Yに対し、本件賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了するこ

とについて、あらかじめ、その旨記載した書面（説明書面）を交付して説

明したことを相互に確認する旨の条項があり、その末尾には、公証人役場

において本件公正証書を作成し、X代表者及びYに閲覧させたところ、各

自これを承認した旨の記載がある。

Xは、期間の満了から約11か月を経過した平成19年２月20日、Yに対し、

本件賃貸借は期間の満了により終了した旨の通知をした。

Xは、本件訴訟において、Yが契約の締結時に、本件賃貸借が定期建物

賃貸借であり、契約の更新がなく、期間の満了により終了することにつき

説明を受け、また、本件公正証書作成時にも、公証人から本件公正証書を

読み聞かされ、本件公正証書を閲覧することによって上記と同様の説明を

受けているから、法38条２項所定の説明義務は履行されたといえる旨の主

張をしたが（なお、本件公正証書以外、現実に説明書面の交付があったこ

とをうかがわせる証拠は提出されていない。）、第１審（横浜地裁平成20年

４月23日判決）は、本件公正証書の説明書面を交付して説明した旨の記載

は形式的なもので、XがYに対して本件賃貸借が定期建物賃貸借であるこ

とを十分に説明したとはいえないとし、本件賃貸借は定期建物賃貸借に当

たらないとして、Xの請求を棄却し、Yの請求を認容した。

しかし、原審（東京高裁平成20年９月25日判決）は、上記事実関係の下

で、説明書面の交付の有無につき、本件公正証書に説明書面の交付があっ

たことを確認する旨の条項があること、公正証書の作成に当たっては、公

証人が公正証書を当事者に読み聞かせ、その内容に間違いがない旨の確認

がされることからすると、本件において説明書面の交付があったと推認す

るのが相当であるとした上、本件賃貸借は法38条所定の定期建物賃貸借で

あり期間の満了により終了したと判断して、Xの請求を認容し、Yの請求

を棄却した。

Yが上告受理申立て。

定期借家契約締結に先立つ説明書面の交付について
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３ 判旨

破棄差戻し。

「前記事実関係によれば、本件公正証書には、説明書面の交付があった

ことを確認する旨の条項があり、Yにおいて本件公正証書の内容を承認し

た旨の記載もある。しかし、記録によれば、現実に説明書面の交付があっ

たことをうかがわせる証拠は、本件公正証書以外、何ら提出されていない

し、Xは、本件賃貸借の締結に先立ち説明書面の交付があったことについ

て、具体的な主張をせず、単に、Yにおいて、本件賃貸借の締結時に、本

件賃貸借が定期建物賃貸借であり、契約の更新がなく、期間の満了により

終了することにつき説明を受け、また、本件公正証書作成時にも、公証人

から本件公正証書を読み聞かされ、本件公正証書を閲覧することによって、

上記と同様の説明を受けているから、法38条２項所定の説明義務は履行さ

れたといえる旨の主張をするにとどまる。

これらの事情に照らすと、Xは、本件賃貸借の締結に先立ち説明書面の

交付があったことにつき主張立証をしていないに等しく、それにもかかわ

らず、単に、本件公正証書に上記条項があり、Yにおいて本件公正証書の

内容を承認していることのみから、法38条２項において賃貸借契約の締結

に先立ち契約書とは別に交付するものとされている説明書面の交付があっ

たとした原審の認定は、経験則又は採証法則に反するものといわざるを得

ない。」

４ 解説

（１）説明書面は契約書と別個のものであることを要するか

① 別個のものであることを要するとする説

賃借人にとって定期建物賃貸借契約となるか普通借家契約となるかの選

択はきわめて重要であり、意思決定のための情報提供の機会は多いほうが

望ましいこと、条文の文言上、契約の更新がないという定期建物賃貸借制

度の一般的説明および当該建物の賃貸借が定期建物賃貸借であって期間の

満了とともに終了すべきことをそれぞれ説明するよう求めていると解釈で

きることに照らし、やはり、当該建物賃貸借についての契約書を交付する

だけでは不十分であり、これとは別個に説明文書としての書面を作成して

予め交付する必要があると解すべきであろうというのである（２）。
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各住宅メーカーのパンフレットの記載によると、説明する賃貸人または

その代理人は、説明書面により説明を受けた旨を賃借人に自署してもらい、

さらに記名押印を求めた上、後日、契約書を作成する際に賃貸人が保存す

る契約書にその書面を割印・貼付することによって、説明を受けた物件が

当該契約の対象建物であることを明示するよう確実を期しているとのこと

である（３）。

国土交通省住宅局作成の「定期賃貸住宅標準契約書」では、「定期賃貸

住宅契約についての説明」という書式を要求している。「下記住宅につい

て定期建物賃貸借契約を締結するに当たり、借地借家法第38条第２項に基

づき、次のとおり説明します。」、「下記住宅の賃貸借契約は、更新がなく、

期間の満了により賃貸借は終了しますので、期間の満了の日の翌日を始期

とする新たな賃貸借契約（再契約）を締結する場合を除き、期間の満了の

日までに、下記住宅を明け渡さなければなりません。」と記載し、「上記住

宅につきまして、借地借家法第38条第２項に基づく説明を受けました。」

という欄に賃借人が署名押印するようになっている（４）。

重要事項説明で足りるかという点については、事前説明書の交付及び説

明は、宅地建物取引主任者による重要事項説明書の交付、説明により代え

ることは認められないとされている（５）。その理由は、書面の交付及び説

明の主体ならびに根拠法規が異なるからである（６）。しかし、宅地建物取

引主任者の宅地建物取引業法35条にもとづく「重要事項説明」と賃貸人の

法38条２項にもとづく「事前説明」が「別個」のものであるとしても（平

成12年２月22日付建設省経動発第21号）、即「別紙」でなければならない

わけではないし、両者の説明の内容は、全く同一だから、「結局重複する

二度手間」になるといわれている（７）。これに対して、宅地建物取引業者

が仲介者としての立場で説明しても、この説明義務を履行したことにはな

らず（８）、当事者双方の仲介の場合には、賃貸人から代理権を授与されて

も、双方代理禁止（民法108条本文）の観点から疑問が残るとか（９）、無効

と考えるべきだ（10）という指摘がある。そこで、賃貸人が宅地建物取引主

任者に説明の代行（「代理」ではない。）を依頼する場合には、宅地建物取

引主任者は、重要事項の説明の際にこれと相前後して、別に法38条２項の

説明として賃貸人に代わって説明する旨明らかにしたうえ説明すべきであ

るということになる（11）。法務省民事局参事官室の見解では、仲介者が賃

貸人からこうした義務を履行する代理権を授与された上、代理人として賃

定期借家契約締結に先立つ説明書面の交付について
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借人に説明をすれば、賃貸人の義務は履行されたことになるとする（12）。

しかし、重要事項説明書を説明書面としてよいかという問題が残る（前掲

注（５）の藤井説の改説につき、後掲注（24）参照）。

② 契約書案を作成交付して説明すればよいとする説

法38条１項の趣旨とあわせて合理的に解釈すれば、定期借家契約を締結

しようとするときは、契約の更新がないこととする旨、すなわち、具体的

には「当該賃貸借は借地借家法38条１項の規定による定期借家契約であっ

て、契約の更新がなく、期間の満了により当該賃貸借は終了する」旨記載

した賃貸借契約書を作成し、これを賃借人に交付して説明すれば足りるも

のであって、賃貸借契約書と別個の書面を作成交付する必要は、法的には

存しないというべきであるとする（13）。この説では、「この賃貸借は契約の

更新がなく、期間が満了すると終了する」旨記載した書面を読み上げただ

けでは説明したことにならず、相手方が理解できるように分かりやすく伝

えることが前提になっていることに注意を要する（14）。

③ 賃借人が、契約書において、当該賃貸借契約が定期建物賃貸借契約

であり、更新がないことを具体的に認識していた場合には、別個の独

立の書面は要しないとする説

東京地裁平成19年11月29日判決（判タ1275号206頁）は、「一般市民がそ

の住宅用の物件につき賃貸借契約を締結するような場合とは異なり、企業

同士が営業用の倉庫を対象に賃貸借契約を締結するような場合には、書面

の別個独立性についてより緩やかな基準に基づき判断することが相当な事

案もあると考えられるところではあるが、仮に、このような場合も含めて、

借地借家法38条２項の『書面』は、契約書とは別個の独立の書面を要する

と解したとしても、少なくとも、賃借人が、契約書において、当該賃貸借

契約が定期建物賃貸借契約であり、更新がないことを具体的に認識してい

た場合には、この限りではないと解すべきである。なぜなら、このような

具体的認識がある場合には、更に別途、独立の書面により、全く同趣旨の

説明を受けたとしても、賃借人の認識に何ら変更が生じるわけではなく、

賃借人保護の理念に資するものとはなり得ないし、このような場合にまで、

当然に、契約の更新がないこととする旨の定めを無効とすることは、むし

ろ、契約上の公平に著しく反すると考えられるからである」と述べる（15）。

きわめて合理的な見解であるが、法38条２項が強行規定である以上、解釈

論としては困難であろう。
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契約とは、契約当事者が契約の内容に納得して締結するのが本来のあり

方であり、しかも、契約書面が要求されているのだから（法38条１項）、

立法論としては、定期借家制度の見直しの機会に賃貸人の事前の説明義務

の規定（そもそも定期借地権には存在しない）は削除すべきである（16）。

法38条２項、３項の規定は、国会審議の過程で衆議院において修正追加さ

れたものである。賃借人の保護を目指した規定であるが、賃貸人を標的に

した時限爆弾となりうるものである。今後、定期建物賃貸借の契約期間が

満了した後、契約締結前になされたはずのこの説明をめぐってのトラブル

が予想される。賃貸人は、せっかく、定期借家にしたつもりでも、普通借

家とされてしまう場合もあり、賃借人に明け渡してもらいたければ、その

段階で賃借人からの高額の立退料の請求に応じなければならないという問

題が起きかねないのである。

（２）匿名コメントの検討

前掲判時（59頁）、判タ（112頁）、金判（45頁）の匿名コメント（内容

は同一であり、本判決に関与した最高裁判所調査官によるものと推測され

る）によると、Xの主張は以下のようである。

Xは、本件訴訟において、説明書面の交付はあったとは主張するものの、

当該説明書面を証拠として提出することはせず、かえって、①YはXとの

間で本件公正証書を作成し、その際、公証人から本件公正証書を読み聞か

され、また、本件公正証書の閲覧手続をすることにより、本件賃貸借が定

期建物賃貸借であり更新がないことについて説明を受け、本件公正証書の

正本の交付も受けている、②Xは、本件公正証書作成の一連の手続により、

Yに対し、法38条２項に規定する説明義務を履行したというべきである、

③法38条２項所定の書面と契約書は別個のものであることを要するとの考

え方もあるが、Yには、契約の締結時と本件公正証書作成時の２回にわた

り、定期建物賃貸借について説明を受ける機会があったなどと、別個の説

明書面の交付がないことを前提とするかのような主張をしていたようであ

る。

さらに、同コメントによると、公正証書は、事実上高度の証拠力を有す

ることは否定できないが（17）、本件公正証書の記載から直ちに別個の説明

書面の交付があったとすることは、弁論主義違反とまではいわないにせよ、

不意打ち的であるとの非難は免れ難いように思われるとのことである（18）。

第二小法廷は、このような観点から、別個の説明書面の交付があったとす

定期借家契約締結に先立つ説明書面の交付について
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る原審の認定は、当事者の主張立証状況、訴訟の経緯に照らし、経験則、

採証法則に反すると判断したものであろうとコメントがなされる。

しかし、同コメントは、「本判決は、別個の説明書面の交付があったと

する原審の認定を問題とするもので、そもそも説明書面は契約書とは別個

のものであることを要するかという点について、判断を示すものではない」

とも指摘するのだが、法38条２項の立法過程でも、説明書面は契約書とは

別個のものと理解されていたようであるとし、「第二小法廷が、あえて、

法38条２項において説明書面は賃貸借契約の締結に先立ち契約書とは別に

交付するものとされていると判示したのは、このような法の趣旨や立法の

経緯を考慮してのことと思われる。これが全く例外を許さない趣旨か、許

されるのであればどのような場合かは、今後の議論にゆだねられることに

なるが、右の判示からすると、説明書面が契約書とは別個のものであるこ

とを要しない場合があるとしても、それは限定的なものになろう」という。

「限定的」とされているのであるから、原則として、説明書面は契約書と

は別個のものであるとしておいた方が、実務の上では安全である。もっと

も、「議論の余地があり、例えば、信義則による微調整は想定されるよう

に思われる」との重要な指摘がなされている（19）。

（３）Yの上告代理人の上告受理申立て理由の検討

上告受理申立て理由によると、Ｙは、当初、普通借家契約を希望してい

たが、「象の鼻」地区再整備計画のために本件契約の目的である建物が横

浜市に買収されて立退きを迫られる可能性があり、立退料の問題回避のた

め、定期建物賃貸借契約を締結した。収用という事態にならなければ引き

続き賃貸借が継続する合意があったようである。すなわち、「象の鼻」地

区再整備計画が実施されない限りは引き続いて賃貸するという説明であっ

た（原審認定）。この説明が口頭ではなされていたというのである。要す

るに、更新がありうるという説明が口頭でなされていたということである。

契約書では、以下のとおり、再契約の締結ができるとしている。

「契約書２条（１）契約期間は、平成15年11月16日から平成18年３月31

日までとする。（２）本契約は、前項（１）に規定する期間の満了により

終了する。但し、甲及び乙は協議の上、本契約の期間の満了の日の翌日を

始期とする新たな賃貸借契約（以下「再契約」という。）を締結すること

ができる。なお、再契約については、期間を３年間とし、更新料として、

新賃料の１ケ月分を支払うものとする。」この契約書を説明書面として使
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用することには賃貸人としては躊躇を覚えるのが自然であろう。なぜなら

ば、公正証書２条には、「本契約は契約の更新がなく、期間満了により終

了するものとする。」との記述があり、こちらが使用されている。しかし、

Yの上告代理人が指摘する問題がある。それは、「公正証書を作成する前

に同一内容の契約書が作成されている場合には、当事者は公正証書を作成

する目的は、債務名義を取得することがその主たる目的であり、新たに不

利な条項が入れられるとは考えていないのが通常である。したがって、公

証人が読み上げても内容としては前の契約書と同一であるとの意識がある

から前の契約書にはなかった条項が入り込んでいても気がつかないでその

まま聞き流してしまうことはままあることであるという経験法則」であり、

これによると、「更新がない」ことを認識していたとは認められないおそ

れがあるということである。

（４）「あらかじめ」の意義

法38条２項の規定する「あらかじめ」が問題となる。「あらかじめ」と

は、賃貸借契約を締結する前、すなわち、具体的には契約書に署名押印す

る前であればよい（20）。だから、契約締結直前でもよいが、先後関係を明

らかにするため、説明書面に時間を記入して、説明了解の記載とともに、

賃借人の署名押印を要求すべきである（21）。Xは、本件賃貸借契約の締結時

に、本件賃貸借が定期建物賃貸借であり、契約の更新がなく、期間の満了

により終了することにつき説明を受け、また、本件公正証書作成時にも、

公証人から本件公正証書を読み聞かされ、本件公正証書を閲覧することに

よって、上記と同様の説明を受けているから、法38条２項所定の説明義務

は履行されたといえる旨の主張をしている。けれども、この主張は藪蛇で

ある。「あらかじめ」=「賃貸借の締結に先立ち」、説明書面が交付されて

いないということを意味するからである。

（５）再契約の問題点

（公社）全国宅地建物取引業連合会作成（ベースは、前掲国土交通省作

成のもの）の「定期建物賃貸借契約の説明書」では、「下記住宅について

定期建物賃貸借契約を締結するにあたり、借地借家法第38条第２項に基づ

き、次のとおり説明します。下記住宅の賃貸借契約は、更新がなく、期間

の満了により賃貸借は終了しますので、期間の満了の日の翌日を始期とす

る新たな賃貸借契約（再契約）を締結する場合を除き、期間の満了の日ま

でに、下記住宅を明け渡さなければなりません。」と記述されている（「事

定期借家契約締結に先立つ説明書面の交付について
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業用」については、「住宅」が「物件」に代わっている）。ここで、「更新

がなく、期間の満了により賃貸借は終了します」との説明とともに、「再

契約」についての記述があることに注意すべきである。「定期建物賃貸借

契約終了についての通知」に、「期間の満了の日の翌日を始期とする新た

な賃貸借契約（再契約）を締結する意向があることを申し添えます。」と

記載するのは問題がない。しかし、定期建物賃貸借契約は、「更新がない」

のであり、「再契約」という文言を契約締結前の説明書面に入れると、賃

借人からそれについて説明を求められたときに、きちんと対応できるかが

問題である。「再契約」は、賃借人に過度の期待を持たせるおそれがある

反面、定期借家制度の普及にとってのチャンスでもあり、慎重な考慮が求

められる（22）。

（６）本判決の評価

本判決が実務に与える影響は大きいと考えられる。説明書面の交付につ

いて、傍論として、借地借家法38条２項の解釈を示してくれているからで

ある。現状では、説明書面は契約書と別個に国土交通省の書式を基本に作

成するのが安全ということになろう。「あらかじめ」、「説明書面の交付」、

「説明」が鍵となる。筆者が、前掲注（１）の研究会で本判決を報告した

当日、次の判決が出された。

（７）最高裁平成24年９月13日第一小法廷判決（裁時1563号５頁、民集66

巻９号3263頁）について

Xは、不動産賃貸等を業とする会社である。Yは貸室の経営等を業とす

る会社であり、別紙物件目録記載の建物（以下「本件建物」という。）に

おいて外国人向けの短期滞在型宿泊施設を営んでいる。Xは、平成15年７

月18日、Yとの間で、「定期建物賃貸借契約書」と題する書面（以下「本

件契約書」という。）を取り交わし、期間を同日から平成20年７月17日ま

で、賃料を月額90万円として、本件建物につき賃貸借契約を締結した。本

件契約書には、本件賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了す

る旨の条項（以下「本件定期借家条項」という。）がある。Xは、本件賃

貸借の締結に先立つ平成15年７月上旬頃、Yに対し、本件賃貸借の期間を

５年とし、本件定期借家条項と同内容の記載をした本件契約書の原案を送

付し、Yは、同原案を検討した。Xは、平成19年７月24日、Yに対し、本

件賃貸借は期間の満了により終了する旨の通知をした。原審は、「Y代表

者は、本件契約書には本件賃貸借が定期建物賃貸借であり契約の更新がな
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い旨明記されていることを認識していた上、事前にXから本件契約書の原

案を送付され、その内容を検討していたこと等に照らすと、更に別個の書

面が交付されたとしても本件賃貸借が定期建物賃貸借であることについて

のYの基本的な認識に差が生ずるとはいえないから、本件契約書とは別個

独立の書面を交付する必要性は極めて低く、本件定期借家条項を無効とす

ることは相当でない」として、Xの建物明渡等請求を認容した。前掲の東

京地裁平成19年11月29日判決と同旨である。しかし、最高裁は、次の理由

で原判決を破棄し、第１審判決を取り消し、Xの請求を棄却した。

「期間の定めがある建物の賃貸借につき契約の更新がないこととする旨

の定めは、公正証書による等書面によって契約をする場合に限りすること

ができ（法38条１項）、そのような賃貸借をしようとするときは、賃貸人

は、あらかじめ、賃借人に対し、当該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ず（同条２項）、賃貸人が当該説明を

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なる

（同条３項）。

法38条１項の規定に加えて同条２項の規定が置かれた趣旨は、定期建物

賃貸借に係る契約の締結に先立って、賃借人になろうとする者に対し、定

期建物賃貸借は契約の更新がなく期間の満了により終了することを理解さ

せ、当該契約を締結するか否かの意思決定のために十分な情報を提供する

ことのみならず、説明においても更に書面の交付を要求することで契約の

更新の有無に関する紛争の発生を未然に防止することにあるものと解され

る。

以上のような法38条の規定の構造及び趣旨に照らすと、同条２項は、定

期建物賃貸借に係る契約の締結に先立って、賃貸人において、契約書とは

別個に、定期建物賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了する

ことについて記載した書面を交付した上、その旨を説明すべきものとした

ことが明らかである。そして、紛争の発生を未然に防止しようとする同項

の趣旨を考慮すると、上記書面の交付を要するか否かについては、当該契

約の締結に至る経緯、当該契約の内容についての賃借人の認識の有無及び

程度等といった個別具体的事情を考慮することなく、形式的、画一的に取

り扱うのが相当である。

したがって、法38条２項所定の書面は、賃借人が、当該契約に係る賃貸

定期借家契約締結に先立つ説明書面の交付について
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借は契約の更新がなく、期間の満了により終了すると認識しているか否か

にかかわらず、契約書とは別個独立の書面であることを要するというべき

である。

これを本件についてみると、前記事実関係によれば、本件契約書の原案

が本件契約書とは別個独立の書面であるということはできず、他にXがY

に書面を交付して説明したことはうかがわれない。なお、Yによる本件定

期借家条項の無効の主張が信義則に反するとまで評価し得るような事情が

あるともうかがわれない。

そうすると、本件定期借家条項は無効というべきであるから、本件賃貸

借は、定期建物賃貸借に当たらず、約定期間の経過後、期間の定めがない

賃貸借として更新されたこととなる（法26条１項）」と判示した。

法38条２項の趣旨である「意思決定のために十分な情報を提供すること」、

「書面の交付を要求することで契約の更新の有無に関する紛争の発生を未

然に防止すること」を踏まえている（23）。この判決により、法38条２項所

定の書面は、契約書とは別個独立の書面である（４（１）①説）というこ

とに確定した。最高裁の初めての判断である。契約書の原案（４（１）②

説）でも説明書面としては否定されたということであり、賃借人の認識

（４（１）③説）も考慮しない。別個独立の書面としては、国土交通省の

書式を基本とすべきであろう。しかし、重要事項説明書を否定すると、今

後、定期借家契約終了時に紛争の火種となることが予測される（24）。「定期

借家条項の無効の主張が信義則に反するとまで評価し得るような事情」（25）

をあげていることから、信義則で調整することになろう。

注

（１）山田誠一「民法判例の動き」平成22年度重判解（ジュリ1420号）81頁（平

23）。佐藤貴美「定期借家契約の留意点～説明書面と契約書について～」リア

ルパートナー（（社）全国宅地建物取引業協会連合会と（社）全国宅地建物取

引業保証協会が発行している雑誌）408号12頁（平23）は、判決日を23日とす

るが、16日である。なお、本判決は、経験則違反が上告受理申立理由になる

ことを肯定した（自由心証主義、民事訴訟法247条参照）。手続法上の論点に

ついては、加藤新太郎「上告理由・上告受理申立て理由としての経験則違反」

判タ1361号42頁（平24）、下村眞美「判批」リマークス43号122頁（平23）、折

田恭子「判批」平成22年度主判解（別冊判タ32号）224頁（平23）参照。実体

法上の論点については、藤井俊二「判批」民商144巻２号283頁（平23）参照。

本判決は、第264回都市法研究会（平成24年９月13日開催）で筆者が報告し
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たものである（上原由起夫「定期借家契約の締結に先立つ説明書面の交付に

ついて」Evaluation47号10頁（平24））。

（２）水本浩・遠藤浩・田山輝明編『基本法コンメンタール借地借家法』115頁

［木村保男・田山輝明］（日本評論社、２版補訂版、平21））。同旨、稻本洋之

助・澤野順彦編『コンメンタール借地借家法』293頁［藤井俊二］（日本評論

社、３版、平22）、澤野順彦編『実務解説 借地借家法』159頁［吉田修平］

（青林書院、平20）。

（３）仁瓶五郎『改正借地借家の法律実務』287頁以下（学陽書房、平成12）。賃

借人が説明の書面を受け取った旨を契約書上に明記して署名捺印し、賃借人

が受け取った書面と契約書との間に契印をするなどの方式をとっておく必要

があろうと指摘するのは、古閑裕二「定期借家権の概要」判タ1020号33頁

（平12）。

（４）旧建設省作成のもの。福井秀夫・久米良昭・阿部泰隆編（衆議院法制局・

建設省住宅局監修）『実務注釈定期借家法』118頁（信山社、平12）、民間賃貸

住宅契約研究会編著（玉田弘毅監修）『賃貸住宅標準契約書の解説（定期賃貸

住宅標準契約書の解説含む）』215頁（住宅新報社、改訂版、平成12）、太田秀

也「定期賃貸住宅標準契約書の解説」ジュリ1178号16頁（平12）。

（５）安達敏男・古谷野賢一・酒井雅男『Q&A借地借家の法律と実務』45頁（日

本加除出版、平22）、澤野編・前掲注（２）159頁［吉田修平］。これに対して、

稻本ほか編・前掲注（２）293頁［藤井俊二］は、法38条２項の要件を充たし

ていれば、重要事項説明書を同項の書面（説明書面）と認めていたが、後掲

注（24）のように改説した。

（６）澤野順彦「定期借家権」塩崎勤・中野哲弘編『新・裁判実務大系６借地借

家訴訟法』260頁（青林書院、平12）。

（７） 三好弘悦「宅建業者の説明義務等取扱い上の留意点」ジュリ1178号23頁

（平12）。

（８）借地借家法制研究会編『一問一答新しい借地借家法』191頁（商事法務研究

会、新訂版、平12）。

（９）水本ほか編・前掲注（２）116頁［木村保男・田山輝明］。

（10）澤野・前掲注（６）260頁。

（11）澤野・前掲注（６）260頁。

（12）借地借家法制研究会編・前掲注（８）191頁。

（13）澤野・前掲注（６）258頁、小澤英明・（株）オフイスビル総合研究所『定

期借家法ガイダンス』35頁以下（住宅新報社、平12）。

（14）澤野・前掲注（６）258頁以下。

（15）近藤ルミ子「判批」平成20年度主判解（別冊判タ25号）64頁（平21）、吉田

修平「定期建物賃貸借制度の課題」松尾弘・山野目章夫編『不動産賃貸借の

課題と展望』89頁（商事法務、平24）は、妥当とする。

（16）上原由起夫「借地・借家契約の自由化について」小林一俊・岡孝・高須順

定期借家契約締結に先立つ説明書面の交付について
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一編『債権法の近未来像―下森定先生傘寿記念論文集』356頁（酒井書店、平

22）。

（17）奥村正策『公正証書に関する総合的研究』司法研究報告書13輯１号88頁以

下（司法研修所、昭36）は、公正証書は公証人が聴取した当事者の陳述、そ

の目撃した状況その他自ら実験した事実を録取してこれを作成するものであっ

て、その本旨記載内容はすべて公証人の経験事実の録取につきるものであり、

自由心証に委ねられており、経験則上信憑性が高度であるというにすぎない

という。

（18）Yの上告代理人の上告受理申立て理由は、説明義務を履行したことを主張す

るための主要事実は（ア）契約の締結前に契約書とは別個の説明文書の交付

をしたこと、（イ）説明文書に基づいて締結される契約が契約更新がなく、期

間満了によって終了することを説明することであるが、相手方は（ア）の事

実を主張していないのに、原審は、公正証書４条を根拠に、本件契約に先立っ

て説明書面の交付があったものと推認するのが相当であると認定しているの

は、当事者が主張していない主要事実を認定したもので弁論主義に違反し、

違法であるという。

（19）加藤・前掲注（１）45頁。

（20）澤野・前掲注（６）259頁。

（21）上原由起夫「定期借家権の解釈論的検討」國士舘法學33号（平13）284頁。

契約日より前ならば、確定日付をとればよい（水本ほか編・前掲注（２）116

頁）。しかし、吉田・前掲注（15）90頁は、大変な時間とコストが掛るという。

（22）秋山英樹・江口正夫・林弘明『空室ゼロをめざす《使える》定期借家契約

の実務応用プラン―「再契約保証型」定期借家契約のすすめ―』（プログレス、

平23）が参考になるが、吉田・前掲注（15）97頁以下に批判がある。

（23）福井ほか編・前掲注（４）40頁、山口英幸「改正借地借家法の概要」ジュ

リ1178号10頁（平12）、借地借家法制研究会編・前掲注（８）190頁。

（24）藤井俊二「判批」新・判例解説Watch民法（財産法）67号４頁注（11）（平

25）は、前掲注（５）の見解を改め、重要事項説明書での代替を否定し、「定

期借家について説明した別個の書面」（前掲注（６）参照）という意味で、澤

野説に賛成している。重要事項説明の問題点については、藤井・前掲注（１）

287頁参照。

（25）加藤・前掲注（19）の場合が該当する。

平成25年３月29日脱稿後、最判平成24年９月13日の判批である秋山靖浩・平成24

年度重判解（ジュリ1453号）81頁（平25）に接した。
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