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〔判例研究〕

定期借家契約説明書面の別個独立性

上 原 由起夫

最高裁平成 24 年 9 月 13 日第一小法廷判決（平成 22 年（受）第 1209 号：
建物明渡請求事件）（民集 66 巻 9 号 3263 頁）
＜事実の概要＞
不動産賃貸等を業とする会社 X（原告・被控訴人・被上告人）は、平
成 15 年 7 月 18 日、貸室の経営等を業とする会社であり、第 1審判決別紙
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 Y（被告・控訴人・上告人）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、本件建物の賃貸借（以下「本件賃貸借」という。）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（東京高判平成 22 年 3 月 16 日民集 66 巻 9 号 3308 頁）は、上記事
実関係の下で、次のとおり判断して、本件賃貸借は定期建物賃貸借であり、
期間の満了により終了したとして、Xの請求を認容すべきものとした。
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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た。
Yから上告受理申立て（Yは、第 1審から本人訴訟）。
＜判旨＞
破棄自判（第 1審判決取消し、Xの請求棄却）。
「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（借地借家法（以下「法」という。）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
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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）。」
＜研究＞

1 本判決の意義

本判決は、説明書面（法 38 条 2 項所定の書面）は契約書（同条 1 項所
定の書面）とは別個独立の書面であることを要し、このことは当該賃貸借
が定期建物賃貸借であることを賃借人が認識している場合であっても異な
らないことについての最高裁の初めての判断である(1)。

2 説明書面は契約書とは別個独立の書面であることを要するか

（1）別個独立の書面であることを要するとする説（積極説）
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
制度の一般的説明及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)。
本判決はこの積極説に立つことを明らかにしたものであるが、すでに平
成 22 年に「明示的な判断を示してはいないものの、その理由中に『法 38
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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』という説示部分があることからすると、積極説に沿っ
たものとして理解することができる｣(3)とされる最高裁判決が出されてい
た(4)。賃貸人が定期建物賃貸借契約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、
賃貸借契約に係る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
条項があり、賃借人において上記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と判示したものであ
る。
（2）契約書［案］を作成交付して説明すればよいとする説（消極説）
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(5)。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(6)。本判決では、契
約書の原案は、契約書と別個独立の書面であることを否定している。
（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（中間説）
「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
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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」という裁判例が出されていた(7)。本判決の原審も 1審も同旨で
ある。

3 別個独立の説明書面について

本判決は、説明書面は契約書とは別個独立の書面であることを要すると
している（積極説）。調査官解説によると、説明書面は、「定期建物賃貸借
に関する十分な情報に基づき、これを選択する意思決定がされることを担
保するため、定期建物賃貸借には契約の更新がないといった一般的な性質
について説明する文書であることが想定されていると考えられる」から、
「このことを明らかにするために、説明書面は契約書とは『別個』の書面
であるだけでなく、『独立』の書面であることを示したものと解される」
と説明されている(8)。当該契約の具体的内容が記載されたもの（要するに
契約書）とは異なるということである。すなわち、「定期建物賃貸借にお
いて必要とされる事前説明の証明には、契約書と別個独立の書面をもって
することが必要である」ということになり、説明書面は書証として残るか
ら、本判決は、一種の証拠法則を定立したとみることができ、「証明手段
の客観化」が導かれ、手続法の観点からも大きな意義を有するとの指摘が
なされている(9)。
説明書面の交付の要否については、「形式的、画一的に取り扱うのが相
当である」と判示しているのであるから、一律に交付を要するということ
である。

4 信義則違反について

信義則違反の主張が認められる例として、調査官解説では、「賃借人側
から、説明書面の交付を不要としておきながら、交付がされなかったこと
を奇貨として賃貸借の終了を争うなどの著しい背信性がある場合」をあげ、
「信義則違反の主張を認め得る事案は、相当限定的となるように思われる」
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という(10)。

5 重要事項説明書について

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、宅地建物取引士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(11)。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(12)。しかし、宅地建物取引士
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(13)。これに対して、宅地建物取引業者（宅
地建物取引士に限定されないことに注意）が仲介者としての立場で説明し
ても、事前説明義務を履行したことにはならず(14)、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(15)、無効と考えるべきだ(16)という指摘
がある。そこで、賃貸人が宅地建物取引士に説明の代行（「代理」ではない。）
を依頼する場合には、宅地建物取引士は、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(17)。しかし、仲介者
が賃貸人から事前説明義務を履行する代理権を授与された上、代理人とし
て賃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の
が(18)、法務省民事局参事官室の見解であると思われる(19)。もっとも、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(20)。「形骸化の予
防という趣旨からすれば、重要事項説明書による代用も認めるべきではな
い｣(21)という見解もある。調査官解説では、重要事項説明書をもって説明
書面といえるか否かについて、「本判決は、この点について判断を示して
いるものではないが、法 38 条 2 項に照らすと、少なくとも賃貸人自身に
よる説明書面と評価し得るものであることを要すると考えられる」とす
る(22)。それならば、重要事項説明書を説明書面とするのは困難であろう。

6 説明の程度について

説明の程度についての裁判例として、「説明書面を交付して行うべき説
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明は、締結される建物賃貸借契約が、一般的な建物賃貸借契約とは異なる
類型の定期建物賃貸借契約であること、その特殊性は、法 26 条所定の法
定更新の制度及び法 28 条所定の更新拒絶に正当事由を求める制度が排除
されることにあるといった定期建物賃貸借という制度の少なくとも概要の
説明と、その結果、当該賃貸借契約所定の契約期間の満了によって確定的
に同契約が終了することについて、相手方たる賃借人が理解してしかるべ
き程度の説明を行うことを要すると解される」が、行われた説明は、「説
明書の条項の読み上げにとどまり、条項の中味を説明するものではなく、
仮に条項内の条文の内容を尋ねられたとしても、六法全書を読んで下さい
といった対応をする程度のものであったことが認められ、その他の者を通
じて行ったものは具体的にどのように行われたのか、証拠上明らかでない」
というものがあるが(23)、注目されると評価されている(24)。

7 正当事由について

契約の更新がないこととする旨の定めが無効となると（法 38 条 3 項）、
当該賃貸借は、約定期間経過後、期間の定めのない賃貸借として法定更新
がされたことになり（法 26 条）、賃貸人が賃借人に明渡しを求めるには正
当事由を主張して解約の申入れをしなければならない（法 28 条）。契約書
に更新がない旨の記載があるなどして、賃借人において更新がない旨の認
識を有していたときは、そのことから直ちに正当事由が認められるものと
はいえないが、自己使用の必要性等の事情と相まって、正当事由を基礎付
ける一要素となり得るというのが、調査官の見解である(25)。

8 まとめ

本判決は、定期建物賃貸借の立法趣旨を踏まえて、破棄自判されたもの
である。法 38 条の規定の構造及び趣旨に照らし、説明書面は契約書とは
別個独立の書面であることを要するとして、積極説に立つことを明らかに
した(26)。「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」というのがポイントとなる。「注（2）」で示し
た立法趣旨がそのまま判決に採用されていることが特徴である。本判決の
評釈も「おおむね好意的」である(27)。説明書面としては、国土交通省が
公表している「説明書」を使用するのが無難であろう(28)。
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結論として、本判決は妥当である(29)。

注
（1）調査官解説として、森田浩美「本件判解（借地借家法 38 条 2 項所定の書面が
賃借人の認識にかかわらず契約書とは別個独立の書面であることの要否）」最高
裁判所判例解説民事篇平成 24 年度（下）（平 27）638 頁がある。

（2）水本浩・遠藤浩・田山輝明編『別冊法学セミナー 199 号 基本法コンメンター
ル借地借家法』（日本評論社、2版補訂版、平 21）115 頁［木村保男・田山輝明］。
同旨、稻本洋之助・澤野順彦編『コンメンタール借地借家法』（日本評論社、3版、
平 22）293 頁［藤井俊二］、澤野順彦編『実務解説 借地借家法』（青林書院、
平 20）159 頁［吉田修平］、田山輝明・澤野順彦・野澤正充編『別冊法学セミナー
230 号 新基本法コンメンタール借地借家法』（日本評論社、平 26）229 頁［吉
田修平］。宮川博史編『Q&A定期借家権－契約締結と活用の手引－』（新日本法
規出版、平 12）90 頁［古笛恵子］。積極説が、学説上、多数説とされる（小野
秀誠「本件判批」リマークス 48 号（平 25）40 頁）。
立法当時の関係者は、契約書とは「別個独立の書面」について、以下のよう
に考えており、本判決にも大きく影響している（衆議院の議員立法であること
に注意されたい）。
法 38 条 2 項所定の書面（説明書面）を交付して説明しなければならないとい
うのは、賃借人が定期借家制度の内容を十分に理解した上で契約をすることが
できるようにするとの趣旨から設けられたものであり、無効という効果を設け
て賃貸人に説明義務等を励行するように促すことで、賃借人に意思決定のため
の情報が十分に提供されることが可能となり、さらに、賃借人が十分に納得し
た上で定期借家契約を締結することで、定期借家契約の特約の有無に関する紛
争の回避にも資することとなるためである（山口英幸「改正借地借家法の概要」
ジュリ 1178 号（平 12）9 頁以下）。同旨、借地借家法制研究会編『一問一答新
しい借地借家法』（商事法務研究会、新訂版、平 12）190 頁、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』（信山社、
平 12）40 頁。さらに同書 118 頁に「定期賃貸住宅契約についての説明」という
題の説明書が掲載されているが、太田秀也「定期賃貸住宅標準契約書の解説」ジュ
リ 1178 号（平 12）16 頁にも掲載されていて、これを「使用することを勧めて
いるところである」（13 頁）との記述がある。当時、太田氏は、建設省住宅局民
間住宅課課長補佐であった。民間賃貸住宅契約研究会編［建設省住宅局民間住
宅課監修］『Q&Aわかりやすい定期賃貸住宅標準契約書』（大成出版社、平 12）
13 頁・118 頁も同じ。
秋山靖浩「本件判批」平成 24 年度重判解（ジュリ 1453 号）（平 25）82 頁は、
上記の立法当時の関係者による解説からは、「契約書と別個独立の説明書面を要
するかについては、必ずしも明らかでなかった」と指摘するが、法 38 条 2 項の
文言を踏まえると、契約書とは別個の書面を想定しているものといわざるを得
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ないことについて、田山ほか編・前掲注（2）229 頁［吉田修平］。調査官解説も、
「条文の文言解釈からは、契約の締結に先立って、契約書とは別個の書面を交付
して説明することを規定していることが明確である」とする（森田・前掲注（1）
646 頁）。

（3）森田・前掲注（1）646 頁。
（4）最判平成 22 年 7 月 16 日裁判集民 234 号 307 頁、判時 2094 号 58 頁、判タ 1333
号 111 頁、金判 1354 号 44 頁。上原由起夫「判批」成蹊法学 78 号（平 25）296 頁。
調査官解説によると（森田・前掲注（1）652 頁）、この事件は、差戻し後の控訴
審（東京高判平成 22 年 11 月 25 日）が、賃借人が連帯保証人から「定期建物賃
貸借であること」を特記した委任状を取得して公証人役場に提出したからといっ
て、説明書面の事前交付がなかったことを理由に定期建物賃貸借に該当しない
と主張することが信義則に反するとはいえないとして、控訴棄却の判決を言い
渡し、確定した。

（5）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』（青林書院、平 12）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』（住宅新報社、平 12）35 頁以下。

（6）澤野・前掲注（5）258 頁以下、同『論点 借地借家法』（青林書院、平 25）
175 頁以下。

（7）東京地判平成 19 年 11 月 29 日判タ 1275 号 206 頁。近藤ルミ子「判批」平成 20
年度主判解（別冊判タ 25 号）（平 21）64 頁、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』（商事法務、平 24）
89 頁は、妥当とする。反対説として、鈴木秀剛「判批」RETIO73 号（平 21）
207 頁は、紛争を回避するためにも、常に、別個独立の書面を作成し交付すべき
であるとする。なお、調査官解説によると、この事件については、控訴審にお
いて和解が成立したようであるとのことである（森田・前掲注（1）651 頁）。

（8）森田・前掲注（1）647 頁。辰巳裕規「本件判批」消費者情報 438 号（平 25）
25 頁は、契約更新が受けられない不利益を被る賃借人に不意打ちとならないよ
うに、別個独立の書面の交付と説明を義務づけることは情報提供義務・説明義
務の観点からも、紛争予防の観点からも望ましいという。黒沢泰「本件判批」
不動産鑑定 612 号（平 25）67 頁は、鑑定評価においても説明書面の存在の確認
が不可欠であることを示唆しているという。
なお、松尾弘「本件判批」民商 147 巻 4・5 号（平 25）468 頁は、説明書面は「当
該賃貸借契約ないし契約書について説明するための文書であるから、契約（書）
とは論理的なレベルを異にする」から、「論理的な独立性をより確保しやすくす
る便宜のために、『文書』の物理的別個性が望まれる」とし、「契約書原案」（消
極説）を否定した本判決を支持する。

（9）加藤新太郎「本件判批」金判 1417 号（平 25）12 頁。なお、説明書面は、賃借
人に交付するので、同一内容の書面を、賃貸人は保管することになる（西畑博
仁「定期建物賃貸借成立の要件」荒木新五編『借家の法律実務』（学陽書房、平
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25）94 頁）。民間賃貸住宅契約研究会編・前掲注（2）46 頁は、賃借人が説明を
受けたことの証として、賃借人に記名捺印（署名）してもらい、賃貸人が保管
しておくことが重要とする。

（10）森田・前掲注（1）649 頁。同旨、加藤・前掲注（9）12 頁、平野秀文「本件
判批」法協 131 巻 3 号（平 26）713 頁。田山ほか編・前掲注（2）229 頁［吉田
修平］は、この場合は明らかに禁反言の原則に反するという。

（11）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』（日本加除
出版、平 22）45 頁、澤野編・前掲注（2）159 頁［吉田修平］。吉田・前掲注（7）
90 頁も参照。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、藤井俊二「本件判批」新・判例解説Watch13 号（民法（財産法）
67 号）（平 25）76 頁注（12）で改説した。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」（澤野・前掲注（5）260 頁参照）という限
度で、澤野説に賛成したのである。

（12）澤野・前掲注（5）260 頁。
（13）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（平 12）
23 頁。

（14）借地借家法制研究会編・前掲注（2）191 頁。
（15）水本ほか編・前掲注（2）116 頁［木村保男・田山輝明］。
（16）澤野・前掲注（5）260 頁。
（17）澤野・前掲注（5）260 頁。
（18）借地借家法制研究会編・前掲注（2）191 頁。
（19）編者が、「法務省民事局参事官室」から「借地借家法制研究会」に変更された。
（20）藤井教授が見解を改めたことについては、前掲注（11）参照。
（21）小野・前掲注（2）41 頁。
（22）森田・前掲注（1）649 頁。平野・前掲注（10）717 頁以下は、立法的解決を
提案する。

（23）東京地判平成 24 年 3 月 23 日判時 2152 号 52 頁。澤野・前掲注（6）175 頁。
（24）中川敏宏「本件判批」法セミ 704 号（平 25）112 頁。
（25）森田・前掲注（1）650 頁。加藤・前掲注（9）13 頁は、積極要素の 1 つとし
て考慮し評価に加えることを肯定する。武川幸嗣「本件判批」セレクト 2013［Ⅰ］
（平 26）21 頁も同旨。

（26）森田・前掲注（1）646 頁。
（27）副田隆重「定期建物賃貸借の終了をめぐる諸問題―最近の裁判例を中心に―」
南山法学 38 巻 2 号（平 26）110 頁。田中壯太「本件判批」NBL991 号（平 24）
95 頁は、本判決が積極説をとることを正面から確認し、従来からの解釈論上の
争いに決着をつけた理論判例として注目すべきものと評価する。細野敦「本件
判批」ウエストロー・ジャパン判例コラム（平 24）は、解釈的論点に最高裁が
明確な解釈を示したことは、定期借家制度導入後、制度の運用が確実に歩みを
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進めている中での一つの節目として大きな意義があると評価する。
（28）福井ほか編・前掲注（2）118 頁、太田・前掲注（2）16 頁、民間賃貸住宅契
約研究会編・前掲注（2）13 頁・118 頁。この雛形を利用すれば記載事項として
欠けることはないことにつき、田山ほか編・前掲注（2）228 頁［吉田修平］。

（29）もっとも、立法論としては、賃貸人の事前説明義務の規定は不要であると考
える（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
順一編『債権法の近未来像―下森定先生傘寿記念論文集―』（酒井書店、平 22）
356 頁）。吉田・前掲注（7）90 頁も、「事前説明義務は廃止されるべきである」
とする。


