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第1　原状回復（DVD▶Chapter2）

◆1◆　「原状回復義務」とは
❶　通常損耗・経年変化

　民法は、賃貸借契約の「借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。」と

定めています（民法 598 条、616 条）。この規定は、借主に原状回復の権利があることを定めている規定ですが、

同時に、原状回復義務があることを定めた規定であるとも解釈されています。このような規定を受け、一般的

な賃貸借契約書では、賃貸借契約終了時には、借主は物件を原状回復しなければならない旨を定めています。

　問題は、どのような状態に回復するのが、「原状回復」なのか、ということです。貸主の立場に立てば、「賃

貸物件を引き渡した時点の状態（賃貸開始の状態）に戻すこと」が原状回復であるといいたいところです。2 年

間に及んだ契約であれば 2 年前の状態、10 年間に及んだ契約であれば 10 年前の状態に戻してもらえれば、貸

主としては常に「新品同様」の状態で次の人に貸すことが可能です。

　でも、ちょっと考えてみてください。賃貸物件は、借主に引き渡された時点から、日々、自然に劣化が生じます。

借主が普通に生活していても、少しずつ傷んできます。普通の生活によって発生した傷みを通常損耗、時間の

経過によって発生した傷みを経年変化といいます。このような通常損耗や経年変化が生じても、貸主はその都

度修繕をすることはありません。また、建物の価値が自然に減少していっても、それだけで家賃が下がること

はありません。その意味では、建物の通常損耗や経年変化によって生じた傷みの修繕に必要な費用は、借主が

支払った家賃で回収してきているといえます。そのため、通常損耗や経年変化の修繕を借主が費用負担して行

う必要はない、というのが最高裁の判例です。したがって、通常損耗や経年変化の修繕は、原状回復には含ま

れないことになります。

　最高裁は、このような表現をしています。すわなち「建物の賃貸借においては、賃借人が社
会通念上の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又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
てその支払を受けることにより行われている。」（最高裁判所平成 17 年 12 月 16 日判決）。
　また、2020 年 4 月 1 日から施行される改正民法では、借主の原状回復義務についての条文
を新たに設けることとしています。新しい条文では、「賃借人の原状回復義務」という表題の
下で、「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷（通常の使用及び収益によって
生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条にて同じ。）がある場合にお
いて、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃
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借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」と定めて
います。括弧書きという形ですが、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに
賃借物の経年変化」は原状回復の対象から除外されることが明確に定められることになります。

❷　借主の善管注意義務

　これに対して、例えば、子供が、壁のクロスを大きく傷つけてしまった場合はどうでしょうか。

　借主は、賃借物の返還をするまでは、「善良な管理者の注意をもって賃借物を保管しなければならない」（民

法 400 条）ので、借主は、子供がクロスに傷つけることがないように注意しておかなければなりません。これ

を借主の「善管注意義務」といいます。借主は、このような注意義務に反してクロスを傷つけてしまったこと

になります。善管注意義務に反して生じさせた傷は、普通の使用で発生するような傷とはいえないでしょう。こ

のような傷については、借主が修繕費用を負担して元に戻す必要があります。

　したがって、原状回復とは、借主の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、借主の故意又は過失

による善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することをいいます。

❸　修繕費用の負担者

　以上を簡単にまとめると、建物の価値は、賃貸借契約期間を通じて自然に減少していく場合（経年変化、通

常損耗）と、借主の不注意などで減少していく場合とがあります。この価値の減少を修繕等で元に戻す場合、

①経年変化や通常損耗分は、家賃で既に支払われているので、借主が新たに修繕費用を負担する必要はなく、

②借主が不注意で傷つけた価値の減少分については、借主が修繕費用を負担する必要がある、ということにな

ります。さらに③単に価値の減少分を修繕するだけではなく、さらに設備を新しくするようなグレードアップの

修繕費用は、借主が負担する必要はありません。

参照 :「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン再改訂」P.9 の図
国土交通省 平成 23 年 8 月 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf

　善管注意義務に反するような使い方をしてしまい借主が修繕費を負担する場合であっても、
経過年数を考慮して借主の負担が過大にならないようにすべき場合があります。例えば、子供
がいたずら書きをしてしまい、クロスの張り替え費用を借主が負担すべき場合を想定してみま
す。この場合、賃貸借契約 2 年で退去する借主と、賃貸借契約 10 年で退去する借主は、同じ
修繕費用を負担すべきでしょうか。もともと、税法上は、クロスは 6 年で減価償却することと
されていて、6 年が経過すると、価値が 1 円になるとされています。そうだとすれば、2 年で
退去する借主は、まだ 4 年分の残存期間があるクロスの価値を毀損しているのでその分を修繕
費用で賠償する必要があるのに対し、10 年で退去する借主は、1 円の価値のクロスを毀損して
いるだけなので、1 円分を修繕で回復させればよいと考えられます。
　このように、減価償却の対象となっている資産については、経過年数を考慮して修繕費用を
考えることになります。
　他方、障子紙のような消耗品については、経過年数で価値が変動することはないので、経過
年数を考慮することなく、損害を与えた借主が修繕費用の全額を負担することになります。
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◆2◆　ガイドラインについて
　理屈では「経年変化や通常損耗」の修繕費は借主が負担する必要はない、ということになっていても、どの

ような事象が「経年変化」や「通常損耗」に該当するのかは、必ずしも明確ではありません。

　そこで、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を、東京都は「賃貸住宅トラブル防止

ガイドライン」を作成し、場所や設備ごとに、借主・貸主いずれの負担になる事象なのかを明確にしています。

このようなガイドラインを利用することによって、実際の退去時に、原状回復の対象になるのか、借主が修繕

費を負担しなければならないのかをお互いに納得できるようにすることが望まれます。

参照 :「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン再改訂」参照「別表 1」
国土交通省 平成 23 年 8 月 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf

◆3◆　原状回復義務の特約について
❶　特約を定めた場合

　今まで説明してきたとおり、経年変化・通常損耗に関する修繕費用は貸主負担、故意又は過失による善管注

意義務違反で生じた傷の修繕費用は借主負担というのが、民法が定める原則です。しかし、「原則」ということは、

「例外」があるということでもあります。

　「経年変化・通常損耗に関する修繕費用は貸主負担、故意又は過失による善管注意義務違反で生じた傷の修繕

費用は借主負担」という原状回復のルールは、絶対にこうでなければ社会正義に反する、というようなルール

ではありません。「貸主と借主とで特別なルールを定めていない場合には、こうしましょう。」というルールです。

そのため、貸主と借主とで原則的なルールと異なったルールを合意することも認められます。つまり、民法の

原則では原状回復の対象とならず、したがって、借主が費用を負担する必要のない傷の修繕を原状回復の対象

とし、借主が修繕費用を負担する特別な合意をすることも可能です。契約でこのような特別の合意を行った場合、

これを「特約」といいます。

　原状回復義務についての特約がある場合には、特約をしなければ借主が負担する必要のない修繕費用を借主

が負担しなければならなくなりますから、注意が必要です。

　最高裁判所は、建物の借主に「通常損耗及び経年変化についての原状回復義務を負わせる
には、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及び経年変化の範囲が賃貸
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、その旨の通常損耗補修特約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。」としています（最高裁判所平成 17 年 12 月 16 日判決）。通常の原
状回復義務を超えた修繕義務を負うことを借主が十分に認識した上で、その負担を行う旨を借
主と貸主とで合意する必要がある、ということになります。

❷　無効な特約もある

　貸主と借主とで、原状回復義務の特約を設けることは可能ですが、どんな内容の特約でも有効になるもので

はないことに留意しておきましょう。2 つの制約があります。

　一つは、「公序良俗に反する」特約は無効になります（民法 90 条）。社会正義に反するような特約、暴利行

為となるような特約は無効です。例えば、「退去時には、鍵の交換費用として 100 万円を負担するものとする。」
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という特約は、暴利行為であり、無効となるでしょう。

　もう一つの制約は、消費者契約法の制約です。消費者と事業者との間の契約を消費者契約といいます。居住

用に建物賃貸借契約を締結する場合は、貸主は賃貸事業を行う事業者であるのに対し、借主は消費者ですから、

賃貸借契約は消費者契約ということになります。この消費者契約法では、「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（信義誠実義務）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。」と定めています（消費者契約法 10 条）。原状回復義務

の特約は、消費者である借主が負担しなくてもよい修繕費用を負担する特約ですから、消費者の義務を加重す

る条項ということになります。したがって、その義務が信義誠実義務に反して消費者の利益を一方的に害する

場合には、無効となります。例えば、あらかじめ通常想定できる原状回復費用以上の「定額修繕分担金」を貸

主が預かり、原状回復費用がそれを下回る場合でも返金しない旨の特約は、消費者契約法 10 条に違反し無効で

あると判断された事例もあります。

　原状回復に関する修繕費用をめぐる紛争を防止することを目的として、東京都は、「賃貸住
宅紛争防止条例」を制定しています。
　この条例では、宅地建物取引業者が東京都内の居住用の建物の賃貸借の媒介・代理をする
場合に、借りようとする者に対して、一定の事項をあらかじめ書面に記載して、この書面を交
付して説明しなければならないことを定めています。
　この書面では、まず、退去時の住宅の損耗等の復旧について、①費用負担の一般原則として、
経年変化及び通常の使用による住宅の損耗等の復旧については、貸主の費用負担で行い、借
主はその費用を負担しないとされていること、借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使
用など借主の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等があれば、借主は、その復旧費用を負担
するとされていること、②例外としての特約について、両者の合意により、退去時における住
宅の損耗等の復旧について、①の一般原則と異なる特約を定めることができ、ただし、特約は
すべて認められる訳ではなく、内容によっては無効とされることがあること、③当該契約にお
ける借主の負担内容についてを記載します。
　次に、住宅の使用及び収益に必要な修繕について、①費用負担の一般原則について、住宅
の使用及び収益に必要な修繕については、貸主の費用負担で行うとされていること、入居期間
中、借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など借主の責めにきすべき事由により、
修繕の必要が生じた場合は、借主がその費用を負担するとされていること、②例外としての特
約について、①の一般原則にかかわらず、貸主と借主の合意により、入居期間中の小規模な修
繕については、貸主の修繕義務を免除するとともに、借主が自らの費用負担で行うことができ
る旨の特約を定めることができるとされていること、③当該契約における借主の負担内容につ
いてを記載します。
　さらに、入居期間中の設備等の修繕及び維持管理等に関する連絡先となる者を記載します。
　宅地建物取引業者は、このような事項が記載された書面を建物を借りようとする者に交付し、
内容を説明しなければなりません。賃貸借契約締結時に退去時の修繕費用をどこまで負担する
のかを明確にし、後日の紛争を予防するための措置です。
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第2　契約締結と注意事項（DVD▶Chapter3）

◆1◆　契約とは
　契約とは、法的な拘束力がある合意のことをいいます。「法的な拘束力がある」ということの意味は、もし、

その合意を守らなければ、裁判所の判決をもらって強制的に（つまり、国家の力を使って合法的に）その合意

を実現すること（強制執行）ができたり、損害賠償を取ることができたりする、ということです。

　契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示（これを「申込み」といいます。）に対して、相

手方が承諾したときに成立します。つまり、「申込み」と「承諾」があれば、契約は成立することになります。

　契約の成立は、法令に特別な定めがある場合を除き、書面の作成は不要です。つまり、口約束であっても、「申

込み」と「承諾」という合意があれば、契約は成立します。

　契約には法的な拘束力が生じますから、内容を理解して契約を締結する必要があります。

　契約の締結に書面は必要なく、口頭でも契約は成立する、というのは、「契約自由の原則」
の中の「契約方式の自由」ということの反映でもあります。ではなぜ大事な契約を「書面」で
締結するのかというと、後になってから内容をめぐって紛争となることを避けるため、証拠を
残しておくには書面が適しているから、ということになります。ただし、不動産に関する契約
では、次の点にも留意しておきましょう。
①　不動産は、一般的には高額です。また、不動産売買契約を締結する場合には、私人間の
売買契約であっても、書面が作成されないことはまずありません。したがって、実務では、書
面が作成されていない段階で「口約束で土地・建物売買契約が成立した。」と認められること
は通常はありません。
②　消費者が不動産の取引に関与する場合は、土地・建物を売買する場合であっても、土地・
建物を賃貸借する場合であっても、取引に宅地建物取引業者（不動産業者）が関与するのが
通常です。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法という法律によって、売買契約や賃貸借
契約が締結された場合には、遅滞なく、契約内容を記載した書面を交付しなければならないと
されています（宅地建物取引業法 37 条）。したがって、宅地建物取引業者が関与して不動産
の売買契約や賃貸借契約を締結する場合には、必ず書面で契約が締結され、口約束で契約を
締結することはないと考えていただいて結構です。
③　契約の成立に書面が必要ないのは、法律に特別な定めがある場合を除いた場合ですから、
法律に特別な定めがあれば、契約の成立に書面が必要ということでもあります。建物賃貸借契
約の関係では、保証契約は、書面でしなければ無効とされています（民法 446 条 2 項）。すなわち、
後述のとおり、建物賃貸借契約では、借主の債務を保証する保証人を付することが求められる
こと多々あります。この貸主と保証人との間の契約は、必ず書面で締結しなければならず、い
くら「口頭で契約は成立した」といっても、そもそも口頭では契約は成立しません。

●もう一歩深めましょう!●
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◆2◆　契約締結までの流れ
❶　下見

　居住用の建物の賃貸借契約を締結するにあたり、良く知っている賃貸物件のオーナーさんがいて、その人の

ところに行って賃貸借契約を締結する、などということはあまりありません。

　一般的には、不動産情報サイトなどのネット情報を検索してみて物件にあたりを付けて実際の不動産業者の

ところに行って物件の紹介を受け、または、不動産業者の店頭に掲げられている物件情報を見てその不動産業

者に物件の紹介を受けます。気になる物件があれば、実際に不動産業者の人に案内をしてもらって、物件の下

見（「内覧」ということもあります。）を行います。

　貸主と借主との間に立って、賃貸借契約が成立するようにさまざまな業務を行うことを仲介
又は媒介といいます。宅地や建物を販売する事業を営むことや、宅地や建物の売買や賃貸借の
仲介を事業として営むことを行うには、宅地建物取引業の「免許」が必要であるということが
宅地建物取引業法という法律で定められています。日常的には「不動産業者」「不動産屋さん」
といいますが、法律的には「宅地建物取引業者」というのが正式名称です。
　建物賃貸借契約の仲介を行う宅地建物取引業者には、免許を与えられることに伴い、消費者
が思わぬ損害を被ることがないように、さまざまな義務が課せられています。

❷　下見の重要性

　物件の下見は、とても重要です。ネットや紙の情報ではわからないことも、実際に現地を見ることでよくわ

かることがあります。部屋の間取りや周囲の環境、風通し、換気の状況、日照や採光、インターネット環境など

も確認できます。休日と平日、昼間と夜間など、時間帯を変えて確認すると、実は夜になると周囲が騒がしい

というようなこともわかることがあります。

　家賃、間取り、交通の便、周囲の環境などが希望の条件に適い、契約を締結しても良い賃貸住宅があれば、

申込みを行います。

　賃貸物件の申込みをする時に、「申込み証拠金」として数万円～家賃 1 か月分程度の金銭を
支払うように求められることがあります。このような「申込み証拠金」を支払っておくと、し
ばらくは他の賃借希望者にその物件を紹介しないという扱いをしてくれる不動産業者もあるよ
うです。
　もっとも、まだ、この段階では、賃貸借契約は成立していません。その物件を他の人に貸し
てしまうかも知れません。この「申込み証拠金」はあくまでも貸主又は不動産業者が預かって
いるお金であって、賃貸借契約の成立を意味するお金ではありません。
　したがって、このまま賃貸借契約が成立まで至ると、この「申込み証拠金」は、賃貸借契約
で必要なさまざまなお金に充当されますが、賃貸借契約が成立に至らなければ、不動産業者は
この「申込み証拠金」を返還しなければなりません。不動産業者は、宅地建物取引業法により、
この申込み証拠金を返還する義務を負っていますので、もし、このお金を理由を付けて返還し
ないということになれば、法律違反ということになります。

●もう一歩深めましょう!●

●もう一歩深めましょう!●
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❸　その後

　物件の申込みを行うと、具体的に、不動産業者との間で契約締結に向けてのスケジュールを打ち合わせます。

このあとは、重要事項説明→契約締結→必要なお金の支払いを行うという流れになります。

◆3◆　重要事項説明
❶　専門家である不動産業者の重要事項説明義務

　例えば、賃貸借契約を締結した「貸主」が、実はその建物の所有者でなかったり、賃貸する権限を有してい

ない人だったりすると、賃貸借契約を締結しても、その建物に住むことはできなくなるかも知れません。賃貸

借契約を締結した物件が、実は競売手続（裁判所によって強制的に売却される手続）が始まっていると、賃貸

借契約に基づいてその建物に住んでいても、新しい所有者から立ち退きを求められるかも知れません。また、

契約書に記載されている内容がわからないまま賃貸借契約を締結してしまうと、後になって、思いもかけなかっ

た損害が発生するかも知れません。

　このような事態に遭わないようにするためには、賃貸借契約の対象となる建物についての権利関係がどうなっ

ているのか、契約の条件がどうなっている等、賃貸借契約を締結するにあたっての重要な事項について、十分

に調査して、確認したうえで契約を締結することが必要になります。

　でも、一般の人々は、賃貸借契約の対象となる物件に関する権利関係等を調査する経験や方法を持ち合わせ

ていないことが通常です。また、スーパーで日用品を買うのとは異なり、建物の賃貸借契約を日常的に行うこ

とはないので、契約条件について十分な知識を有していないのが通常です。

　これに対し、不動産業者（宅地建物取引業者）は、免許を受けた専門家であり、宅地建物取引の専門家として、

宅地建物取引に関する調査に関しては、十分な知識経験を持ち、調査能力も備えているはずです。不動産業者

に業務を依頼する者は、不動産業者の専門家としての能力に期待して業務を依頼しています。

　そこで、宅地建物取引業法は、建物の賃貸借契約の仲介を行う不動産業者に対し、建物に関して法律が定め

る重要事項について、借りようとしている者に対して、書面を交付して説明しなければならないことを定めてい

ます（宅地建物取引業法 35 条 1 項）。また、この重要事項説明を行うのは、宅地建物取引士という専門家でな

ければならないとされています。重要事項説明を聞き、わからないことは質問する等して、賃貸借契約の対象

となる物件の状況や契約内容を理解するようにしてください。

　DVD では、不動産業者に建物賃貸借の仲介を依頼しているので、その仲介にあたり、不動
産業者は借りようとしている者に対して重要事項説明を行うことになります。
　この他、不動産業者は、土地の賃貸借契約の仲介を行う場合も、土地や建物の売買の仲介
を行う場合も、相手方に対して重要事項説明を行わなければなりません。さらに、不動産業者
が仲介ではなく、土地や建物の売主となる場合（例えば分譲マンションを販売する場合等）に
も、買主に対して、重要事項説明を行わなければなりません。
　宅地建物取引士は、宅地建物取引業法に定められた専門家としての国家資格です。重要事
項説明は、宅地建物取引士でなければできません。宅地建物取引士は、重要事項説明を行う
場合には、宅地建物取引士証という証明書を提示しなければならないとされています。
　不動産業者は、従業員 5 人に 1 人以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならないので、
宅地建物取引士の試験を受験する者は大変多く、毎年、約 20 万人が受験しています（合格率
は 15% から 18% 程度）。

●もう一歩深めましょう!●
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❷　重要事項説明の対象

　重要事項説明の対象とされているのは、「借りることになる物件に直接関係する事項」と「取引条件に関する

事項」です。

　建物の賃貸借契約において重要事項説明の対象となる「借りることになる物件に直接関係する事項」としては、

○登記記録に登記された事項（所有権に関する名義人、所有権以外の権利について等）

○法令に基づく制限がある場合には、その概要

○飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況

○建物の設備の状況（台所、便所、浴室、給湯設備、ガスコンロ、冷暖房設備の有無等）

○当該建物が土砂災害警戒区域内にあるか否か、石綿使用調査を行っているか否か、耐震診断を行っている

か否か等

があります。

　建物の賃貸借契約において重要事項説明の対象となる「取引条件に関する事項」としては、

○家賃以外に授受される金額（共益費、管理費、敷金、礼金等）

○契約の解除に関する事項

○損害賠償額の予定又は違約金に関する事項

○支払金・預り金の保全措置の概要

○契約期間及び更新に関する事項

○用途その他利用の制限に関する事項

○敷金等の精算に関する事項

○管理の委託先

があります。

❸　家賃以外に授受される金額

　家賃そのものは、賃貸借契約書に必ず明記されるものであり、家賃を支払うことを知らずに賃貸借契約を締

結する人はいませんから、法律上は、重要事項説明の対象とはなっていません。しかし、一般的には、重要事

項説明において、家賃の説明もなされます。

　共益費や管理費は、廊下、階段、エレベータといった借主皆が使う共用部分の水道光熱費、清掃代、冷暖房

費として使われるお金であり、家賃と共に毎月支払うことになるお金です。

　敷金は、借主が貸主に支払わなければならないお金を支払わない場合に備えて、借主が貸主に預けておくお

金です。例えば、借主が家賃を滞納し、いつまでも支払わないような場合には、貸主は、預かっている敷金か

ら家賃相当額を充当します。貸主に対する未払い金がなければ、賃貸借契約が終了した後に、敷金は借主に返

還されます。

　礼金は、借主から貸主にお礼の意味で支払われるお金であり、その法的な意味は必ずしも明らかではありま

せんが、慣習で認められている金銭です。礼金は、契約締結時に 1 回限り支払うものですが、敷金と異なり、

賃貸借契約終了時に返還されるお金ではありません。

❹　契約の解除に関する事項

　例えば、契約期間を 2 年と定めた賃貸借契約の場合には、貸主には 2 年間「貸す義務」がありますし、借主

には 2 年間「借りて家賃を支払う義務」があります。しかし、色々な事情があって、借主としては途中で転居
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する必要が生じることがあります。そのため、一般的な賃貸借契約では、借主が契約期間中に契約を解除する

ことができる旨を定めています。重要事項説明では、「契約の解除に関する事項」として、その条件等が説明さ

れます。転居の何か月前に解除の通知をしなければならないか等、確認する必要があります。

❺　損害賠償額の予定又は違約金に関する事項

　例えば、家賃を滞納した場合に、遅延損害金が付くような場合には、重要事項説明では「損害賠償額の予定

又は違約金に関する事項」として説明されます。

❻　支払金・預り金の保全措置の概要

　通常の建物賃貸借では、多額の預り金が授受されることはないので、重要事項説明での「支払金・預り金の

保全措置の概要」では、保全措置は無い旨が説明されます。

❼　契約期間及び更新に関する事項

　重要事項説明での「契約期間及び更新に関する事項」の説明として重要なのは、その賃貸借契約が普通の借

家契約（一般借家契約）なのか、定期借家契約なのかということです。定期借家契約の場合には、期間満了後

に同じ内容で賃貸借契約を締結するには、契約を更新するのではなく、再契約をすることになります。

　この他にも、「更新料」というお金の支払いが賃貸借契約書に記載されることがあります。
賃貸借契約の期間が満了した後も同じ条件で借り続けることを合意する場合に支払うこととさ
れます。家賃の 1 か月分程度の金額が定められることが多いようです。この程度の金額があら
かじめ契約書に定められている場合には、このような更新料の定めは有効であるという最高裁
判所の判決もあるので、更新料の定めがあるか否かについては、あらかじめ認識しておく必要
があります。

❽　用途その他利用の制限に関する事項

　例えば、建物の賃貸借では、居住用に限り事業用として使用することが禁止される場合や、ペットの飼育が

禁止される場合や、ピアノなどの音がでる楽器を使用することが禁止される場合があります。このような賃貸

借契約に付随するさまざまな利用制限に関する事項は、重要事項説明の「用途その他利用の制限に関する事項」

として説明されます。

❾　敷金等の精算に関する事項

　先ほど、「敷金」は、「借主が貸主に支払わなければならないお金を支払わない場合に備えて、借主が貸主に

預けておくお金」であると説明しました。借主が貸主に支払うべきお金をすべて支払っていれば、敷金は全額

で返還されます。借主が貸主に対して支払うべきお金がある場合には、その金額を差し引いて返還するので、

重要事項説明では、「敷金等の精算に関する事項」として説明されます。敷金からは、明渡し時に滞納している

家賃、原状回復に要する費用の未払その他借主の契約違反により借主が負担する債務の額が差し引かれます。

●もう一歩深めましょう!●
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　「原状回復」というのは、賃貸借契約に特別の定め（特約）がないのであれば、通常損耗や
経年変化を元に戻すことは含まれず、故意又は過失による善管注意義務違反で生じた傷を元に
戻すことであるということは既にご説明したとおりです。したがって、借主の故意又は過失に
よる善管注意義務違反で生じた傷の修繕費用で未払のものがあれば、敷金から差し引かれて
返還されます。
　さらに、原状回復に関する特約が定められていて、通常損耗や経年変化による傷といえるよ
うなものを元に戻すことも原状回復に含まれるとして、その修繕費用を借主が負担することが
特約として定められている場合には、その費用で未払のものがあれば、やはり、敷金から差し
引かれて返還されます。したがって、賃貸借契約の中で原状回復に関する特約を定める場合
には、重要事項説明では、「敷金等の精算に関する事項」として説明されます。なお、前述の

「東京ルール」が適用される物件の賃貸借では、原状回復に関する特約は、重要事項説明時に、
重要事項説明書とは別にも説明されるので、より内容を理解し易いということができるといえ
るでしょう。

❿　管理の委託先

　例えば、家賃の支払いに関する管理業者が定められている場合には、重要事項説明では、「管理の委託先」と

して説明がされます。

⓫　署名・捺印

　宅地建物取引士による重要事項説明を受け、内容に納得ができれば、重要事項説明書に署名・捺印をします。

　重要事項説明は、不動産業者に課せられた義務であり、法律上は、借主には重要事項説明
書に署名・捺印する義務はありません。ただ、実務上は、後になって、重要事項の説明を受け
なかったというような紛争が生じることを避ける必要があります。そこで、「借主が重要事項説
明を受けた」ということを明確にするために、借主の署名捺印が求められます。この署名捺印
を行えば、後になってから「説明を受けていなかった」「理解していなかった」と言えなくなる
ということでもあるので、しっかりと理解した上で、署名捺印しましょう。

◆4◆　契約の締結
❶　契約内容の確認

　重要事項説明の後には、いよいよ賃貸借契約の締結となります。

　賃貸借契約書では、重要事項説明で説明を受けた「取引条件に関する事項」が記載してあります。

　また、重要事項説明書では説明を受けていない事項、例えば家賃の支払時期（毎月末日までに翌月分を支払

うこと）や修繕のルール（居室内の電球の交換は借主が自分で行うなど）も定めてありますから、しっかりと

確認しましょう。

　契約は、当事者の合意があれば成立します。賃貸借契約も、貸主の「貸します」という意思と借主の「借ります」

という意思が合致すれば成立します。契約書に署名・捺印した場合には、「借ります」という意思が示されたこ

とになりますから、あとは貸主が署名・捺印すれば賃貸借契約は成立します。契約書に署名・捺印すれば、借

●もう一歩深めましょう!●

●もう一歩深めましょう!●
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主に不利な内容の条件も含めて、契約書に記載された内容に納得して契約したことになりますから、安易に署名・

捺印してはいけません。不明な点は確認して、納得して署名・捺印しましょう。

❷　保証契約、保証委託契約

　賃貸借契約の締結に際しては、貸主から保証人による保証が必要であるといわれることがあります。

　例えば、借主が家賃を滞納した場合や、借主が故意又は過失による善管注意義務違反で部屋を壊してしまっ

て修理費用を支払わなければならないのにその費用を支払わないような場合に、保証人が貸主から請求された

場合には、保証人が保証契約に基づいて、その費用を支払うことになります。保証人がその費用を支払うので

あれば、敷金から差し引く必要はないため、貸主としては安心が大きくなります。

　そこで、多くの賃貸借契約では、貸主と保証人の間、貸主と保証会社との間で、保証契約を締結することに

なります。例えば、学生が下宿の賃貸借契約を締結する場合には、働いている両親を保証人とする保証契約を

貸主との間で締結します。親がもう仕事に就いていないような場合には、その他の親戚の人を保証人にするこ

とが求められることもあります。このような場合には、事前に不動産業者から保証人が必要であることが説明

されるので、賃貸借契約の締結に先立って、保証人となる人にお願いをしておく必要があります。

　保証人ではなく、保証会社が保証する場合には、借主は、保証会社との間で保証委託契約（保証をお願いす

るための契約）を締結することになります。

　最近では、親戚等と疎遠な人も増えてきていますし、保証人になってくれる人を探すことも
難しくなってきていて、保証人を依頼することも簡単ではありません。そこで、貸主によって
は、借主と関係がある保証人と保証契約を締結するのではなく、保証を専門に行う保証会社と
保証契約を締結することがあります。借主が貸主に対して支払うべきお金を支払わない場合に
は、貸主と保証契約を締結した保証会社がそのお金を支払います。保証会社に保証してもらう
ためには、借主は保証会社に保証をお願いしなければなりません。つまり、借主は、保証会社
との間で保証委託契約を締結します。この場合には、借主は保証人になる人を探してお願いす
る必要はありませんが、保証会社に保証料を支払うことになります。借主が支払うべきお金を
保証会社が支払った場合には、保証会社は、その金額の支払を借主に対して請求してきます。
保証会社との間の保証委託契約も、賃貸借契約とは別の契約です。

❸　損害保険契約

　貸主からは、賃貸借契約締結にあたり、火災保険等の損害保険に入ることが求められることもあります。火

災を発生させたり、水を出しっぱなしにして浸水被害を発生させた場合には、自分の家財が損害を被るだけで

はなく、建物を損傷させたり、他の住民に迷惑をかけ、莫大な損害賠償を負担しなければならなくなることも

考えられます。貸主から求められるかどうかとは関係なく、建物の賃貸借契約を締結して独立した生活を行う

のであれば、火災保険等の損害保険契約を締結することを真剣に考えておきましょう。損害保険契約を締結す

る場合には、保険料の支払いが発生します。

◆5◆　お金の支払い
　最期に、建物賃貸借契約に必要なお金をまとめておきましょう。

　まず、貸主に対して支払うお金としては、家賃、共益費・管理費、敷金、礼金を支払います。家賃と共益費・

●もう一歩深めましょう!●
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管理費は、賃貸借契約で翌月分を当月末日までに支払うこととされていることが多いので、例えば、3 月 15 日

に賃貸借契約を締結し、その日から家賃が発生する場合には、契約締結の段階で、3 月15日から31日までの家賃、

共益費・管理費を日割りで支払うことになります。3 月 25 日に賃貸借契約を締結し、その日から家賃が発生す

る場合には、契約締結の段階で、3 月 25 日から 31 日までの家賃、共益費・管理費を日割りで支払うことに加え、

3 月 31 日までに支払わなければならない 4 月分の家賃、共益費・管理費も支払う場合もあります。

　敷金は貸主に対して預けるお金であり、退去時に精算の上返還されます。

　礼金は返還されません。

　不動産業者に対しては、仲介手数料の支払いが必要になります。

　仲介手数料については、国土交通省の告示によって、その上限額が定められています。居住
用の建物仲介については、借主から取得することができる報酬額は、家賃の 0.5 か月分から 1
か月分の 1.08 倍以内です。家賃の 0.5 か月分の 1.08 倍よりも多い報酬額とする場合には、借主
の承諾が必要とされています。実務的には、借主の承諾を得て、家賃の 1 か月分の 1.08 倍の
報酬としている不動産業者が多いようです。

　保証会社の保証が必要である場合には、保証料の支払いが必要です。損害保険契約を締結する場合には、保

険料が必要です。

第3　相談窓口（DVD▶Chapter4）

　

賃貸借契約をめぐり、トラブルになってうまく話し合いができない場合には、信頼できる公共機関等に相談し

てください。

東京都消費生活総合センター　03-3235-1155

　消費者が商品を購入した際やサービスを利用した際の販売方法・契約などのトラブルに関して、専門の

消費生活相談員がトラブル解決のための助言、あっせんなどを行っています。

東京都都市整備局不動産業課

　○賃貸ホットライン　　03-5320-4958

　　　賃貸住宅に関する相談、不動産取引の事前相談

　○指導相談担当　　03-5320-5071

　　　不動産取引（売買・賃貸）のうち、宅地建物取引業法の規制対象となる内容についての相談

　○不動産取引特別相談室　　03-5320-5015

　　　宅地建物取引業者が関与する不動産取引紛争の民事上の法律相談（弁護士相談）

　　　※要予約・面談相談のみ
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