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賃貸借契約に付随する『賃料外金支払特約jの
意思形成過程における問題点の分析と立法論的提言

~消費者契約法 10条に規定する「消費者の利益を一方的に害するJ

可能性のある特約条項からの消費者の制度的保護の検討~

吉崎敦憲

第 1はじめに ~問題意識~

我が国の民法では、賃貸借契約は、賃貸人が賃借入に賃貸目的物を使用・収

益させることを約し、賃借入がその対価として賃料を支払うことを約すること

により成立する(民法 601条)。すなわち，賃借入は、賃貸目的物の使用・収益

の対価という意味においては、賃料さえ支払えば、本来的には賃貸人に対する

賃貸借契約上の義務を果たしたことになるはずである。しかし、他方で契約自

由の原則から、賃料以外の金員の支払を約することがすべて禁止されるもので

はなく、現に一般の賃貸借取引市場では、大半の賃貸借契約に付随するものと

して賃料以外の名目の金員の支払を賃借入に義務付ける特約合意がなされ，賃

借入がこの特約合意に基づき出摘している実態がある。

本稿は、このような取引実態を前提とし、賃貸借契約に付随するものとして

なされる「賃料以外の名目の金員の支払を賃借入に義務付ける特約合意jの意

思形成過程を分析・検討の対象とするものであり、本稿においては、便宜上、か

かる特約合意を「賃料外金支払特約J1と総称することとする。

ところで、賃貸人が事業者で賃借入が消費者である場合 2には、当該賃貸借

契約は消費者契約法の適用を受け、同法による規制の対象とされる(消費者契約

1敢えて f賃料外金jと表現するのは、賃貸借契約の成立要件である[賃料jを意識しつ
つ、これと区別されるものであり、本来賃貸借契約上の支払義務を負わない金員である
ことを明確にするためである。

2消費者契約法において、「消費者jとは、個人(事業として文は事業のために契約の当事
者となる場合におけるものを除く。)をいい(同法2条1項)、 I事業者jとは、法人その
他の団体及び事業として文は事業のために契約の当事者となる場合における個人をい
う(同条 2項。但し同法 43条2項2号を除く)。
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法1条)。そして、消費者契約 3のーっとして締結された賃貸借契約に付随する

賃料外金支払特約が同法 10条により無効であるとして、その特約の効力が争

われる訴訟事案が後をたたず、既に相当数の最高裁判例、下級審裁判例が出さ

れている。しかし，そこでの判断は有効・無効に分かれており、結論それ自体

が異なることは個別紛争に対応する裁判としてはやむを得ないとしても、それ

ぞれの裁判の判断過程において定立された規範やその規範を構成する判断要

素が、(類似してはいるが)必ずしも統一されているわけではない。ここに、一定

の統一的裁判規範の定立の必要性を見出すことができる。

そこで本稿は、第 1段階として、統一的裁判規範において考慮されるべき判

断要素の理論的明確化を目指したい。

しかし、本稿の主眼は、統一的裁判規範の定立(あるいはその模索)そのもの

や，既出の裁判例に対する批評・論評にあるのではなく、裁判規範を構成する

判断要素の分析を通して、判断対象となっている個別取引を包含する市場の取

引実態に着目し、取引の現場における「賃料外金支払特約jの意思形成過程に

おける問題点を考察、抽出、明確化し、かかる問題点の抜本的解決を図るべく、

立法論的対策を模索することにある。

消費者契約一般において、当該契約が紛争化し、裁判の土俵に上り、裁判規

範の適用を受けて当該契約における個別条項の効力(有効・無効)が判断される

という取引は、母数、すなわち一般取引市場における同類型の消費者契約の総

数に比べれば、ほんの僅かな数の取引にとどまる。そして、裁判においてよう

やくその個別条項の効力が否定(無効と判断)されて救済が図られる事例が相当

数あるとするなら、そこから推定される一般取引市場に存在する多数の同類型

の消費者契約は、裁判の土俵に上ることなく、また，救済が図られることもな

いまま葬り去られることになる。おそらく、それらの契約の当事者である消費

者は、本来救済が図られてしかるべきである状況に置かれていたことすら気づ

くこともないであろう。

消費者契約としての賃貸借契約に付随する賃料外金支払特約についても例

外ではなく、一般取引市場における同類型の取引契約数の多さからすれば、当

3消費者契約法において、 I消費者契約jとは、消費者と事業者との間で締結される契約を
いう(同法 2条3項)。
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該特約の効力が消費者契約法 10条の適用の下に判断される裁判手続による個

別救済の方途を模索するのみでは、「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J(同法 1条)は困難であ

る。同条によって効力を否定される可能性のある「賃料外金支払特約Jから消

費者を、未然に、契約締結段階で救済する「制度的保護jを検討し、その具体

策を提案することには、十分な意義があると考える。

第 2賃貸借契約に付随する各種の賃料外金支払特約

1敷金特約、権利金特約

敷金とは、賃借入が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借

入が賃貸人に交付する金銭で、賃貸借契約終了時に、賃借入に債務不履行がな

ければ明け渡し時に全額返還され、もし債務不履行があれば、その金額中から

当然にその債務不履行による債務(延滞賃料やその他の損害賠償債務)に充当され

ることを約して授受する金銭である。 4

民法にも敷金に関する規定があり (316条、 619条2項)、特に定義はされてい

ないが、上記のとおり返還を予定されたものと解されており、その限りにおい

て本稿の検討対象の外にある。

賃貸借契約成立時に授受される敷金以外の金銭(の総称)として「権利金Jが

ある。その法的性質はさまざまであるが、(1)賃借権設定の謝礼、賃借権譲渡の

承諾料、 (2)営業権移転の対価、 (3)賃料の一部の一括前払などがある。これにつ

いては、後記 2敷引特約(礼金、権利金)で扱う。

2敷引特約(礼金，権利金)

(1) 礼金

主に関東地方において、賃貸借契約の締結時に賃借入が賃貸人に支払う一時

金として「礼金jがある。原則として返還されるべき敷金などとは異なる。

礼金は、かつて、地方から一人大都会(東京)にやってきた単身赴任者や学生

等の援護のために、その親戚が下宿の大家に支払った現金に由来するといわれ

4大判大正 15年 7月 12日民集 5巻616頁
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る。大都会に知人・親戚がおらず、いざというとき大家に面倒を見てもらえる

ように、「前もっての感謝Jという意味でお金を支払ったことから、そのお礼の

意味で「礼金Jと呼ばれるようになったようである。礼金を受け取る大家は、こ

れから家を借りる賃借入の面倒を見るという約束を交わしたことになる。

ところで、交通手段が格段に発達した現在の日本においては、田舎と大都会

の距離は、「礼金が必要であった時代jに比べて非常に小さなものとなったこ

と、スーパーやコンビニエンスストア、コインランドリ一等の発達により単身

者の日常生活も便利になったこと、携帯電話等の通信機器の充実などにより医

療機関等への緊急時のアクセスも容易になったことなどが相候って、大家が賃

借入の面倒を見る必要はなくなり、現にそのような人間関係は社会生活から消

失したといえる。そうであるにもかかわらず、賃貸借契約の締結に際し、礼金

を求めることが未だに一般的である。現代社会において、賃借入に I礼金jの

負担を負わせるだけの合理性があるのかは疑問である。 5

(2) 敷引金(敷引特約)

関西地方においては、「礼金jに相当するものとして、 f敷引Jがある。敷引

では、賃貸人が「敷金jとして受領した金員のうち一定額(敷引金)を返還しな

いという形式をとる。当該一部(敷引金)については、不返還である以上、法的

には敷金ではないと考えるべきである。

(3) 法的性質

もはやその合理性が失われたと考えられる礼金(敷引金)の授受が、「礼金が

必要であった時代jから様変わりした現代社会においても未だに取引慣行とし

て広く行われていることから、その合理性あるいは正当化根拠を見出すべく、

礼金(敷引金)の法的性質についてさまざまな説が唱えられており、また、いく

つかの性質が混在したものであるとも理解されている。代表的なものとして

5一方で、公営住宅(現 UR住宅)の賃貸借契約では一切礼金が取られない(高度経済成
長期の 1955年、国の住宅政策の一環として公的資金を投入し中産階級に良質な住宅を
供給する目的で日本住宅公団が設立された。その後数度の改組、新組織設立及び組織統
合を経て、独立行政法人都市再生機構に至る。当初公営住宅と称された供給住宅は、現
在では UR住宅と称される。)また、後述するように住宅金融公庫の融資を受けて建築さ
れた物件も、賃貸借契約締結に際し礼金を取ることを禁じられている。
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賃貸借契約に付随する『賃料外金支払特約』の意思形成過程におけるl尚脳点の分析と立法前的拠訂(古附救llt>

は、(先の権利金について述べたところとも重なるが)(1)賃貸借契約締結への謝礼、

(2)賃料の一部前払のほか、 (3)退去後の空室期間に賃料が得られないことへの

補償、 (4)自然損耗に関する原状回復費用、 (5)賃借権設定の対価(賃借する権利

に譲渡的性格を付与する)、 (6)場所的利益の対価などに相当するとされている。

しかし、このようにその法的性質(合理性)を分析的に説明することは、かえ

って礼金(敷引金)が多様なものであり、その負担を負うべき賃借入からは理解

困難なものになっていることを明確化したにほかならず、消費者契約法の適用

という観点から、敷引特約の有効性の認定については、極めて慎重な姿勢で臨

まなければならないというべきである。

本稿が、特にかかる賃料外金支払特約の意思形成過程を重視し、問題視する

理由はここにある。

3通常損耗補修特約(原状回復特約)

賃借入には、賃貸借契約終了時に、賃借目的物を原状に回復して賃貸人に返

還する義務がある(民法 616条. 597条l項、 598条)。ここで原状回復とは、た

とえば、建物賃貸借において、通常の用法で使用していればそうなるであろう

以上の破損等があれば損害賠償義務を負うということであるが、それにとどま

らず、賃借入が当該建物を社会通念上通常の使用をした場合に生ずる劣化文は

価値の減少(通常損耗 6)についても、賃借入に原状回復義務を負わせる旨の特

約(通常損耗補修特約)が付随的合意として契約条項に盛り込まれることがしば

しばである。

かかる通常損耗補修特約(原状回復特約)7は本稿の検討対象である。

4更新料特約

更新料とは，賃貸借契約の期間満了時、更新契約を締結する際に、賃借入か

ら賃貸人に支払われる一時金のことである。賃貸借契約の一条項として、当該

6自然損耗ともいう。
7 r原状回復をめぐるガイドラインJ(国土交通省)では、これまでの裁判例等の集積の結
果.通常損耗補修特約がない場合、通常損耗については賃借入に原状回復義務はないと
いう考え方(ガイドライン)を示し、現在はこれを基礎に敷金精算を行うこととされて
いる。
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契約を更新する場合には、賃貸人は賃料の 1.......2か月相当額の更新料をもらい

受ける旨の規定を置くものがほとんどである。

礼金(敷引金)が賃貸借契約成立時に支払われる金銭であるのに対し、更新料

は契約更新時に支払われる金銭である。賃借入が入れ替われば礼金(敷引金)を

受け取ることができるとするなら、更新料は賃借入交代がないことの埋め合わ

せの役割を果たすともいえる。

しかし、本稿では.そもそも礼金(敷引金)の合理性を問題視しており、その

埋め合わせ機能を有する更新料についても、当然疑問視することになり、敷金

(敷引金)と合わせて検討対象とする。

第 3最高裁判例の示す判断基準

前記のとおり大多数の賃貸借契約に付随して各種の賃料外金支払特約(条

項)が定められる現状の取引実態下において、当該特約(条項)に基づく金銭の

支払(あるいは不返還)に納得できない賃借入が、消費者契約法 10条の適用によ

る当該特約(条項)の無効を唱えて訴訟の場にこれを持ち込み、その結果多数の

下級審裁判例が出され、そのいくつかかが最高裁判例を生み出すこととなっ

て、一定の確定的規範が示されるに至った。そこで、先ず、終局判断としての

最高裁判例に示された判断基準を確認しておきたい。

消費者契約法 10条の条文構造から、最高裁判例においても、次の第4で触

れる下級審裁判例においても、基本的には、先ず①当該賃料外金支払特約(条

項)が、民法等の法律の公の秩序に関しない規定、すなわち任意規定の適用に

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もので

あるか否か(本稿では.便宜上「制限加重要件jと呼称する。)について吟味し、次

に②当該特約(条項)が民法 1条2項に規定する基本原則、すなわち信義則に反

して消費者の利益を一方的に害するものであるか否か(同様に I一方的利益侵害

要件Jと呼称する。)を検討して当該特約(条項)の効力につき判断する、という

ロジックをたどる。

なお、前述した本稿の主眼(裁判規範を構成する判断要素の分析を通して、判断対

象となっている個別取引を包含する市場の取引実態に着目し、取引の現場における「賃
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料外金支払特約jの意思形成過程における問題点を考察、抽出、明硝化し、かかる問題点

の抜本的解決を図るべく、立法論的対策を模索すること)から、特に賃借入の意思形

成過程に関する判断要素及び判断基準(規範の定立)を注視し、これに焦点をあ

て、事例によっては、賃借入の意思形成過程に関する事実認定(定立した規範の

あてはめ)も付加的に確認・検討する。

1敷引特約

(1)最判平成 23年 3月 24日民集 65巻 2号903頁【判例 1]

①〔制限加重要件〕

本件特約はいわゆる敷引特約であり、かつ、通常損耗等の補修費用を賃借入

に負担させる趣旨を含むものであり、任意規定の適用による場合に比し、賃借

入の義務を加重するものである。

②〔一方的利益侵害要件〕

敷引金額が契約書に明示されている場合、賃借入は賃料額に加えて敷引金額

も明確に認識した上で契約を締結するのであり、賃借入の負担につき「明確な

合意jがある。通常損耗等の補修費用に充てるべき金員を敷引金として授受す

る旨の合意が成立している場合には、その反面において、上記補修費用が含ま

れないものとして賃料の額が合意されているとみるのが相当であり、敷引特約

によって補修費用の二重負担は生じない。敷引金を具体的な一定の額とするこ

とは、通常損耗等の補修の要否やその費用の額をめぐる紛争を防止するといっ

た観点から不合理とはいえない。しかし、当該建物に生ずる通常損耗等の補修

費用として通常想定される額、賃料の額、礼金等他の一時金の授受の有無及び

その額等に照らし、敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものである場合に

は、賃貸人と賃借入との聞の情報の質及び量並びに交渉力の格差を背景に、賃

借入が一方的に不利益な負担を余儀なくされたものとみるべき場合が多いた

め、当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段

の事情のない限り、信義則に反して消費者である賃借入の利益を一方的に害す

るものである。
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(2)最判平成 23年 7月 12日判例時報 2128号 43頁【判例 2]

① 〔制限加重要件〕

(判示なし)

② 〔一方的利益侵害要件〕

本件特約はいわゆる敷引特約であるが、賃料のほかに賃借入が支払うべき一

時金の額や、その全部ないし一部が返還されない旨の契約条件が契約書に明記

されていれば、賃借入は、賃貸借契約の締結に当たって、当該契約によって自

らが負う金銭的負担を明確に認識した上、複数の賃貸物件の契約条件を比較検

討して、より有利な物件を選択することができる。そうすると、賃貸人が契約

条件のーっとして敷引特約を定め、賃借入がこれを明確に認識して賃貸借契約

の締結に至ったのであれば、それは賃貸人、賃借人双方の経済的合理性を有す

る行為と評価すべきものである。敷引金の額が賃料の額等に照らし高額に過ぎ

るなどの事情がない限り、これが信義則に反して消費者である賃借入の利益を

一方的に害するとはいえない(本件保証金 100万円、本件敷引金 60万円、賃料月

額 17万50 0 0円(更新後 17万円)なら、敷引金額が高額に過ぎるとは言い難い。)。

2原状回復特約

最判平成 17年 12月 16日判例時報 1921号 61頁[判例 3]89 

①〔制限加重要件〕

本件特約は通常損耗補修特約であり、賃借入に予期しない特別の負担を課す

ことになる(=任意規定の適用による場合に比し、賃借入の義務を加重する)。

②〔一方的利益侵害要件〕

通常損耗補修特約が、(一方的に賃借入の利益を害するものではなく)有効である

というためには、少なくとも、賃借入が義務を負う通常損耗の範囲が明記され

た具体的契約条項の存在、または、賃貸人の口頭説明による賃借人の明確な認

識に基づく合意など、「明確な合意jが必要である(本件においては、具体的内容

8本判例自体は、消費者契約法 10条を適用して特約の効力について判断したものではな
いが、本稿において、同条適用の視点から分析したものである。

9本判例についての詳細な判例研究として、北河隆之・ rr通常損耗補修特約』の成立要
件J(財団法人日本不動産研究所、季刊不動産研究第 50巻第4号 56頁)があり参考と
なる。
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を明記した契約条項は存在せず、賃貸人による具体的口頭説明もなく、「明確な合意jの

成立を認めることはできない。)。

3更新料特約

最判平成 23年 7月 15日民集 65巻 5号 2269頁【判例 4]

①〔制限加重要件〕

賃貸借契約は、賃貸人が物件を賃借入に使用させることを約し、賃借入がこ

れに対して賃料を支払うことを約することによって効力を生ずる(民法601

条)のであるから、更新料条項は、一般的には賃貸借契約の要素を構成しない

債務を特約により賃借入に負わせるという意味において、任意規定の適用によ

る場合に比し、消費者である賃借人の義務を加重するものに当たる。

②〔一方的利益侵害要件〕

当該要件は、消費者契約法の趣旨、目的(同法 1条参照}に照らし、当該条項

の性質、契約が成立するに至った経緯、消費者と事業者との聞に存する情報の

質及び量並びに交渉力の格差その他諸般の事情を総合考量して判断されるべ

きである。

更新料は、一般に、賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対

価等の趣旨を含む複合的な性質を有し、経済的合理性が認められる。また、①

一定地域では、更新料の支払が存することは公知であること、②従前、裁判上

の和解手続等においても、更新料条項は公序良俗に反するなどとして、これを

当然に無効とする取扱いがされてこなかったことから、一義的かつ具体的更新

料条項が存在し、賃借人と賃貸人との聞に更新料の支払に関する f明確な合意J

が成立している場合に、賃借入と賃貸人との聞に、更新料条項に関する情報の

質及び量並びに交渉力について、看過し得ないほどの格差が存するとみること

もできない。

そうすると、賃貸借契約番に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、

更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎる

などの特段の事情がない限り、消費者契約法 10条にいう「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jには当たら

ない(本件においては、契約書に一義的かつ明確に記載された条項あり、更新料額は賃
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料 2か月分、更新期間を 1年間とするものであって、上記特段の事情が存するとはいえ

ず、これを消費者契約法 10条により無効とすることはできない)。

4最高裁判例に示された判断要素の分析・検討

(1)最高裁判例の想定する賃借入の意思形成過程

前記【判例 1】ないし【判例 4】に示された判断基準において、いかなる判断要

素が賃料外金支払特約についての賃借入の意思形成過程に関わるであろうか。

第一に、〔制限加重要件〕を充足するか否かについては、そもそも「民法等の

法律の公の秩序に関しない規定、すなわち任意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ものであるか否かJの検

討であるため、法規範(法により保鈍される権利又は課される義務)と当該特約の内

容(具体的権利制限文は義務負担)との客観的対比によって決せられるものであっ

て、そこでは賃借入の意思形成過程を考慮する余地はない。

第二に、〔一方的利益侵害要件〕を充足するか否かであるが、ここで次のよう

な賃借入の意思形成過程に関わる判断要素が現れる。

① 一義的かつ具体的に明記された特約条項の存在

② 賃貸人の具体的な口頭説明

③ 賃借入の明確な認識

④ 賃貸人と賃借入の聞における f明確な合意J

⑤ 契約成立に至る経緯

⑥ 情報の質及び量並びに交渉力の格差

⑦ 一定地域における特約内容(義務負担)の公知性

⑧ 特約による義務負担額の高低

この①ないし⑧の判断要素を統合すると、最高裁判例が想定する〔一方的利

益侵害要件〕に係る賃借入の意思形成過程は、

「賃借入は、⑦一定地域における特約内容(義務負担)の公知性を背景に、①

一義的かつ具体的に明記された特約条項の存在、または、②賃貸人の具体的な

口頭説明によって、③賃料外金の支払について明確な認識をもち、その結果、④

賃貸人との聞において I明確な合意jが成立するが、この「明確な合意jが成

立している場合には、原則的に⑥情報の質及び量並びに交渉力については看過
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し得ないほどの格差が存するとみることはできず、例外的に、結果として⑧特

約によって課される義務負担額が高額に過ぎるなどの特段の事情がある場合

に限って、⑥賃貸人と賃借入との問の情報の質及び量並びに交渉力に看過し得

ないほどの格差が存在し、これを背景に、賃借入が一方的に不利益な負担を余

儀なくされた(賃借入の自由な意思形成が阻害された)ものとみる。J

ということになると考えられる。

なお、【判例 4】において「⑤契約成立に至る経緯jも総合考量すべき諸般の

事情の 1つとして例示列挙されているが、当該事件に関する具体的な判示はな

く、いかなる[経緯jが〔一方的利益侵害要件〕との関係でどのような影響を

及ぼすのかは明らかでない。ただ、当該賃料外金支払特約についての意思形成

過程という視点から考えると、(もちろん賃貸人とは無関係な事情に基づく動機づけ

などが存する場合もあろうがJやはり、「当該特約につき、いかなる内容の情報が、

どの程度賃借入に与えられ、賃貸人とどのような力(立場)関係で交渉できた

かjが、「⑤契約成立に至る経緯jの中心とならざるを得ない。この意味におい

て、「⑤契約成立に至る経緯jという判断要素は、 f⑥情報の質及び量並びに交

渉力の格差jという判断要素に吸収されると考えることが可能である。

(2)理論的検討

①「公知性jを背景とする自由意思形成

先ず問題となるのが、「⑦一定地域における特約内容(義務負担)の公知性Jで

ある。これは、分かりやすくいえば、[この辺りでは、通常、契約締結時(ある

いは更新時)に 2か月の礼金(あるいは更新料)を取られる。jとか、「この辺り

では、通常、敷金の半分は返ってこないJといった内容のもので、さらに一定

地域における取引慣行と言い換えることが可能である。

このような取引慣行の存在につき、賃借入はどのように情報提供されるであ

ろか。

多くの場合、賃貸人は不動産業者(宅地建物取引業者)に賃貸借契約の締結及

び管理を委ねており、賃借入への情報提供は宅地建物取引主任者が行う重要事

項説明(宅地建物取引業法 35条)によって行われる。そして、重要事項説明にお

いて取引主任者は、「借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目

-211 -



琉大法学第90号 2013{j;9月

的jについて、これらを記載した書面を賃借の相手方に交付して説明しなけれ

ばならない(同法同条 1項 7号)。

しかし、重要事項説明での情報提供は、およそ「通常どおり、敷金及び礼金

はそれぞれ賃料 2か月分となります。敷金は契約が終了して明け渡してもらう

時に、賃料未払分や原状回復費用を差し引いてお返ししますが、礼金は大家さ

んがもらう分です。あと、私どもが賃料 1か月分の手数料を頂戴します。宜し

いでしょうか。jといったところである。確かに「授受される金銭の額及び授受

の目的jは賃借の相手方に知らされてはいるが、自由な意思形成を行うにあた

って十分な情報が正確に提供されているであろうか。「通常どおり000とな

りますJというのは、取引慣行を表現するものであり、公知性を認めることが

できるが、かかる情報が提供された時点で、消費者である大半の賃貸の相手方

は、 f敷金や礼金は 2か月分払わなければならないものである。明け渡して退去

するときには、敷金の一部は、借りた時のように元に戻す(原状回復する)ため

の費用として差し引かれるものであるJ との認識をもつであろう。

この段階では、多くの場合、 I契約締結時において法律上の支払義務を負う

か。Jとか、「明け渡し時点において、通常損耗についていかなる範囲で法律上

の賠償(もしくは費用負担)義務を負うかJ とか、「現時点で法的にはどのよう

な交渉が可能かjといった法的知識に根差した交渉意識を持つことは稀であ

る。勿論、経済的理由などから、事実上 f敷金や礼金について、もう少し減額

できませんかJ といった交渉がなされることがあることを否定するものでは

ないが、この場合、法的交渉意識を持たない以上、およそ「十分な質と量の情

報を所持して、対等な立場で交渉に臨んでいるjのではなく、「ご相談Jあるい

は「お願いJベースの意向打診の様相を呈することとなる。

このように考えてくると、賃借入の意思形成過程という視点から考察した場

合、「⑦一定地域における特約内容(義務負担)の公知性j、換言すれば I取引慣

行の存在の教示(情報提供)Jの在り方そのものが、その後における賃貸の相手

方(あるいは賃借入)の「法的交渉可能性についての意識形成jを阻害する危険

性を大いに含むものであり、理論的には、 I⑥情報の質及び量並びに交渉力の格

差jの根底に位置づけられるものと考えることができる。

その意味から、 rr⑦一定地域における特約内容(義務負担)の公知性』を背景
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としていることを一つの根拠として、情報の理解・認識に支えられた自由な意

思形成によって賃借入は『明確な合意』に到達することができるj旨の、最高

裁判例の想定する賃借入の意思形成過程には理論的な問題点が存すると考え

られる。

②「明確な認識jの内容及び「明確な合意jの効力

最高裁判例は、「①一義的かつ具体的に明記された特約条項の存在j、または、

「②賃貸人の具体的な口頭説明jによって、賃借入が f③賃料外金の支払につい

て明確な認識をもっjと推認するが、ここで推認し得る賃借入の f明確な認識j

の内容は、あくまで当該特約条項ないしは口頭説明に具体的に示された「金額

(通常損耗補修特約においては費用負担義務を負うべき範囲)及び自らの負担義務の

存在jにとどまるのであって、「民法等の法律の公の秩序に関しない規定、すな

わち任意規定の適用による場合に比し、自らの義務を加重するものであるか否

かjという点についての認識までは推認することができない。

すなわち、「明確な合意jの前提となる「明確な認識jの段階において、〔一

方的利益侵害要件〕の理論的前提として検討される〔制限加重要件〕充足性に

ついての認識が欠如している、分かりやすくいえば、「自分が一定の金額を負担

しなければならないjということの「明確な認識jはあるが、それは法律が本

来予定している義務よりも f加重な義務jであるということを認識していない、

ということである。

仮に、法律が本来予定している義務よりも f加重な義務jであることがわか

っていれば、当該特約についてそのまま応諾して「明確な合意jを成立させる

ことはなかったというのであれば、動機の錯誤を内包する意思表示に基づいて

合意が形成されたということになるのであって、少なくとも消費者契約法の理

念(同法 1条)からすれば、かかる「明確な合意Jの効力について問題視するこ

となく、かかる消費者契約を放置しておくことは許されないと考える。 10

③「明確な合意jによる原則 f格差J不存在の推認

最高裁判例は、 f明確な合意jが成立している場合には、原則的に⑥情報の質

10動機の錯誤について、その動機が意思表示の一部を構成し相手に表示された場合に要
業の錯誤となり得る、という判例理論に従えば、ここでの I明確な合意Jが直ちに理論
的に無効となることはないとしても、 f明確な合意jが f破抗ある意思形成jの結果で
あることは否定できず、消費者の利益の擁護を図る必要性が認められる。

-213-



B巨大法学第 90サ 2013年 9月

及び量並びに交渉力については看過し得ないほどの格差が存するとみること

はできず、例外的に、結果として⑧特約によって課される義務負担額が高額に

過ぎるなどの特段の事情がある場合に限って、⑥賃貸人と賃借入との問の情報

の質及び量並びに交渉力に看過し得ないほどの格差が存在し、これを背景に、

賃借入が一方的に不利益な負担を余儀なくされた(賃借入の自由な意思形成が阻

害された)ものとみる、という。

ここでは、情報の質及び量並びに交渉力の「看過し得ないほどの格差jの存

否のメルクマールは、[課される義務負担額の多寡J(などの特段の事情)である

から、賃貸人が、結果として I高額に過ぎるといわれない程度の金額jを特約

内容(契約条件)として設定しておけば、 f明確な合意jによる「看過し得ない

ほどの格差J不存在の推認効は維持され、当然に f賃借入が一方的に不利益な

負担を余儀なくされたものとはみられないjという結論を導き出すことにな

る。そして、更新料に関していえば、【判例 4]によれば、更新期間 1年間、賃

料 2か月分程度であれば、[高額に過ぎるなどの特段の事情は存しないJという

ことになるのであるから、取引慣行として行われている現状の更新料特約(多

くが賃料 1--2か月分相当と思われる。)は、本稿においてこれまで論じてきた「意

思形成過程の問題点jを度外視して、およそその効力が認められることになる。

賃貸人が、一見して明らかに I高額に過ぎる金額jを内容とする賃料外金支

払特約を契約条件とすることは通常考え難いことから、これをメルクマールと

する限り、情報の質及び量並びに交渉力において格段に劣る消費者の利益擁護

を図ることは困難といわざるを得ない。

さらに、かかるメルクマールを維持する限り、遡って、 f明確な合意Jが.動

機の錯誤を内包する意思表示に基づいて形成された、すなわち I暇疲ある意思

形成に基づく可能性の高い合意jであるという根本問題すらも看過してしまう

結果になるのであって、前記のような意思形成過程を想定する最高裁判例は、

その理論構成において十分な再検討がなされる必要があると考えられる。
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第 4下級審裁判例にみられる賃借人の意思形成過程に関する判断

前記最高裁判例に至るまでに、多くの下級審裁判例が，消費者契約法 10条を

適用して、賃貸借契約に付随する賃料外金支払特約の効力について判断してき

た。その中には、賃借入の意思形成過程を意識し、あるいはこれに言及したう

えで判断を示すものも少なくない。本稿と同じ問題意識に立ち、同じ視点から

消費者である賃借入を保護しようとするものの判旨をいくつか掲記し、本稿が

目指す立法論的提言への足掛かりとしたい。

1敷引特約

(1)神戸地判平成 17年 7月 14日判例時報 1901号 87頁

「敷引特約は、賃貸目的物件について予め付されており、賃借入が敷引金の減

額交渉をする余地はあるとしても、賃貸事業者(文はその仲介業者)と消費者で

ある賃借入の交渉力の差からすれば、賃借入の交渉によって敷引特約自体を排

除させることは困難である。加えて、関西地区における不動産賃貸借において

敷引特約が付されることが慣行となっていることからしても、賃借入の交渉努

力によって敷引特約を排除することは困難であり、賃貸事業者が消費者である

賃借入に敷引特約を一方的に押しつけている状況にあるといっても過言では

ない。

以上で検討したところを総合考慮すると、本件敷引特約は、信義則に違反し

て賃借人の利益を一方的に害するものと認められる。j

*取引慣行を背景に、「予め付された敷引特約jを交渉努力によって排除

することの困難さを指摘している。

(2)京都地判平成 18年 11月 8日裁判所ウェプサイト

「賃借入の債務の有無・その額にかかわらず、敷金の一部を賃借入が当然に

取得することは、敷金授受の目的を超えており、それ自体から賃借入の利益を

一方的に害するように見える。しかし、敷引の目的、敷引金の性質、敷引率が

合理的なものであり、かつ、賃借入がこれを十分に理解・認識した上で敷引特

約に合意をした場合は賃借入の利益を一方的に害するということはできない
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というべきである。j

*本稿も、この裁判例と同様、賃料外金支払特約に経済的合理性を見出す

ことができることも承知しているが、それは賃借入の十分な理解・認識

を前提として許容されるべきものであり、構造的に意思形成過程が査曲

される危険性があることを問題視しているのである。

(3)大阪地判平成 19年 3月 30日判例タイムズ 1273号 221頁

[本件敷引特約は，賃貸目的物件について予め付されており、賃借人が敷引金

の減額交渉をする余地はあるとしても、賃貸事業者(文はその仲介業者)と消費

者である賃借入の交渉力の差からすれば、賃借入の交渉によって敷引特約自体

を排除させることは困難である。これに加え、関西地区における不動産賃貸借

契約において敷引特約が付されることが慣行となっていることからしても、賃

借入の交渉努力によって敷引特約を排除することは困難であり、賃貸事業者が

消費者である賃借入に敷引特約を一方的に押しつけている状況にあるといっ

ても過言ではない。J
*前記(1)神戸地判平成 17年と同内容の認識を示している。

(4)京都地判平成 19年4月 20日消費者法ニュース 73号 121頁

「敷引特約は、事実たる慣習とまではいえないものの、関西地区における不動

産賃貸借において付加されることが相当数あり、賃借入が交渉によりこれを排

除することは困難であって、消費者が敷引特約を望まないのであれば、敷引特

約がなされない賃貸物件を選択すればよいとは当然にはいえない状況にある

ことが認められる。j

*一定地域における取引慣行が、近隣地域における消費者の物件選択の自

由まで奪っている実態を指摘している。

(5)大阪高判平成 21年 6月 19日金融・商事判例 1378号 34頁

「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jとは、消費者と事業者との間にある情報、交渉力の格差を背景として、不

当条項によって、消費者の法的に保護されている利益を信義則に反する程度に
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両当事者間の衡平を損なう形で侵害することを意味すると解される。J

*本件は、個別事件の結論としては、特に賃借人の年齢、職業などを考慮

し、容易にインターネット等を駆使して多数の物件検索をすることの可

能性、重要事項説明から賃貸借契約締結までの熟慮・選択検討期間の長

さなどを指摘して、賃借入の情報収集能力や交渉力の劣後性について否

定したものではあるが、規範の定立においては、消費者の利益擁護のた

めに情報、交渉力の格差の問題が重視されるべきことを明示している。

(6)京都地判平成 21年 7月 30日金融・商事判例 1378号 50頁

[民法 1条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

か否かは、消費者と事業者との聞に情報の質及び量ならびに交渉力の格差があ

ること(法 1条)にかんがみ、当事者の属性や契約条項の内容、そして、契約条

項が具体的かつ明確に説明され、消費者がその条項を理解できるものであった

かといった種々の事情を総合考慮して判断すべきである。j

f本件敷引特約の存在自体は認識していたものの、本件敷引特約の法的性質

等について、さらに具体的かつ明確に説明されたことは、証拠上認め難く、賃

借入がその法的性質等を具体的かつ明確に認識した上で、これを受け容れたと

はいい難い。J

*消費者が、正当な意思形成の機会を保障されるためには、重要な判断材

料そのものでもある当該特約条項についての具体的かつ明確な説明、及

びこれによる当該特約の法的性質等に対する十分な認識が不可欠であ

ることを指摘している。

(7)大阪高判平成 21年 12月 15日金融・商事判例 1378号 46頁

「賃借入は、本件賃貸借契約締結に際し、本件敷引金が返還されない性質のも

のであることを認識してはいた。しかし、何ら合理的な理由が見いだせない本

件数引金について、賃貸人は、本件敷引金の敷引に何ら合理的な理由がないこ

とを認識しつつ、同契約を締結し本件敷引金を授受したのに対し、賃借入は本

件敷引金には何らかの合理的な理由があると考えてその負担を了承したもの

であり、その法的性質等を具体的かつ明確に認識した上でこれを受け入れたも
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のではない。J

I賃借入に大きな負担を強いるものであるにもかかわらず、賃貸人が本件敷

引金の減額交渉を一切していないことをも合わせると、賃貸人と賃借入との聞

に交渉力の差がなかったということはできないJ

*当該特約に何ら合理的理由がないにも関わらず、「賃借入は何らかの合

理的な理由があると考えて負担を了承したjと事実認定している点に、

動機の錯誤、すなわち「取抗ある意思形成jに対する問題意識を見出す

ことができる。また、「減額交渉の不存在jを「交渉力の格差の存在jの

推認要素(メルクマールの 1つ)としている点は、賃借入の意思形成過程

の問題点を的確に射抜いているといえる。

2原状回復特約

大阪高判平成 16年 12月 17日判例時報 1894号 19頁

I賃貸借契約締結の際に交付された原状回復等に関するご連絡という文書の

内容では、原状回復費用と賃料との関係、自然損耗等についての原状回復の内

容をどのように想定し、費用をどのように見積もったのか等については、賃借

入に適切な情報が提供されたとはいえないから、賃借入は、本件原状回復特約

による自然損耗等についての原状回復義務を負担することと賃料に原状回復

費用を含まないこととの有利、不利を判断し得る情報を欠き、適否を決するこ

とができない。j

fこのような状況でされた本件原状回復特約による自然損耗等についての原

状回復義務負担の合意は、賃借入に必要な情報が与えられず、自己に不利益で

あることが認識できないままされたものであって、賃借入に一方的に不利益で

あり、信義則にも反する。J

*義務負担合意について、実質的に「自己に有利・不利の認識内容jまで

踏み込んでおり、意思形成過程を重視するものといえる。

3更新料特約

(1)京都地判平成 21年 7月 23日判例時報 2051号 119頁

「本件敷引金及び本件更新料の性質にいずれも合理的理由は認められず、そ
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の趣旨はいずれも不明瞭である。かかる点を考慮すると、本件敷引金及び本件

更新料を賃借入に負担させるには、その旨が具体的かつ明確に説明され、賃借

入がその内容を認識した上で合意されることが必要であり、そうでない以上、

民法 1条2項に規定する基本原則(信義則)に反して賃借入の利益を一方的に害

するものというべきである。j

*本件は、敷引特約と更新料特約の双方が問題となった事案であるが、最

終的には、賃借人による特約内容(性質やその合理性)の認識という意思

形成過程が重視されたものである。

(2)大阪高判平成 21年 8月 27日判例時報 2062号40頁

「消費者契約法の目的規定である消費者契約法 l条(の趣旨に)照らすと、契

約当事者の情報収集力等の格差の状況及び程度、契約条項の定め方、契約に至

る経緯のほか、消費者が契約条件を検討する上で事業者と実質的に対等な機会

を付与され自由にこれを検討していたかどうかなど諸般の事情を総合的に検

討して〔一方的利益侵害要件〕につき判断すべきである。j

「賃貸人が重要事項説明の際にも、その後の当初本件賃貸借契約締結時及び

本件更新契約締結時にも、本件物件の賃貸借に法定更新の制度の適用があるこ

とや、その場合には更新料を支払う必要がないことを説明したことは全くな

く、賃借人は、重要事項説明書による説明を受け、本件契約条項を見ただけで

は、借地借家法上賃貸借契約の更新がどのようなものであるかを知らずに、ま

た更新料がどのような性質を持つかを深く考えず(法定更新の際には更新料を払

う義務がないことも明確に認識しないまま)、漠然と更新時に支払うのが更新料で

あると認識したのみで本件賃貸借契約を締結したと推定される。J

I本件契約条項は，少なくとも客観的には、情報格差があり、情報収集力のよ

り乏しい控訴人から、賃貸物件の更新に関する借地借家法の強行規定の存在か

ら目を逸らさせる面があると言われでもやむを得ない。j

*情報収集力等の格差を埋め、実質的に対等な検討ができるようにするた

め、賃貸人は賃借入に対して、積極的に借地借家法の強行規定(法定更新

等)の存在も情報提供し、更新や更新料の意味、その支払義務の存否ま

で理解させるよう求めるもので、消費者契約法 1条の消費者の利益擁護
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を徹底する判断を示したものといえる。

4 まとめ

前記下級審裁判例に示された判断内容からは、賃料外金支払特約に関する賃

借入の意思形成過程について、配慮しあるいは重視すべき事情ないし判断要素

は、概ね次のような点であることが看取できる。

(1) 取引慣行を背景に、賃貸人が賃料外金支払特約を契約条件として提示す

る場合、賃借入の交渉努力によってこれを排除することは困難であるし、近

隣地域には同様の取引慣行が存在するため、当該特約のない物件を選択す

る自由さえ奪われているという実態を認識しなければならない。 11

(2) 賃料外金支払特約に一定の経済的合理性も見出し、一律にその効力を否

定するものではないが、賃借入の十分な理解・認識を前提とする限りにお

いて、これを許容すべきものである。

(3) 消費者の利益擁護のためには、情報収集能力、交渉力の格差に関する配慮

は極めて重要である。その格差を埋め、賃借入に賃貸人と対等な検討・交渉

を実現させるためには、賃貸人から積極的かつ十分に情報提供させる必要

があり、その具体的内容として次のようなものを上げることができる。

① 当該特約条項は具体的かつ明確な内容とし、これについての具体的かっ

明確な説明を行い、当該特約の法的性質等について、賃借入に十分な認識

をさせること。その際、当該特約の合理的理由も説明すること。

② ①の説明から契約締結まで一定期間を置き、熟慮することを可能にする

こと。

③ 自己に有利・不利という認識を賃借入が持つことが可能となるように、

民法上の義務や借地借家法の強行規定の存在、更新料等法律用語の意味等

についても情報提供すること。

これらは生の紛争事件の現場から採取し得た貴重な情報であり、賃貸借市場

の取引実態を直視したうえで、契約当事者双方の経済的合理性を一定程度保ち

11同様の問題は、いわゆる[約款jについても指摘されている。大村敦志『消費者法[第
4阪]J(有斐閣. 2011) 201・2頁。約款が大畠の取引に岡一的、かつ、一方的に提示さ
れ適用されるルールであるとすれば、そこに取引慣行との共通点も容易に見出すこと
ができる。
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ながらも、紛争を予防し、消費者契約における消費者の利益擁護を図るための

方途を探る手がかりを与えてくれるものである。

第 5消費者の制度的保護の必要性 ~立法論的提言~

1 制度的保諮の必要性

これまで検討してきたところを総合すれば、賃貸借市場において、消費者契

約としての賃貸借契約に付随して(あるいは契約条件として)締結される各種の

賃料外金支払特約は、いずれも、時に合理的理由を欠いたまま、あるいは内容

不明瞭なまま、取引慣行の名の下に排除困難な状態で契約条項として賃借入に

対して一方的に提示され、法律上の制度や双方の義務、各種特約の法的性質等

を含め必ずしも賃借入には十分な情報が提供されず、自己に有利・不利の判断

もままならず、賃借入の選択の自由は半ば制限されたまま締結され、消費者た

る賃借人に経済的負担を強いるものとなっている。

そして、それらの賃料外金支払特約の中には、民法その他の法律の任意規定

の適用による場合に比し、消費者たる賃借入の義務を加重するものであって、

民法 1条 2項に規定する基本原則に反して消費者たる賃借入の利益を一方的

に害すると評価すべきものも少なからず存在すると思われる。

しかし、そのうち、裁判によって法的救済を受け得るものは極僅かであって、

大半は利益を一方的に害されていることに気付くことすらないままに放置さ

れ、歴史の狭間に消失していくことになることは、「第 lはじめにJでも述べた

とおりである。

消費者契約法の理念は、消費者と事業者との聞の情報の質及び量並びに交渉

力の格差に鑑み、各種方途を講じて、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にある(同法 l条)ので

あるから、同法 10条の適用によって、裁判手続の組上に乗った一部の消費者の

救済を図るにとどまらず、その母数となっている多数の一般消費者の利益擁護

を図るべく、一般の賃貸借契約に付随する賃料外金支払特約に関して、消費者

の制度的保護を構築すべきであり、依然として取引慣行が広く支配している現

在の取引実態の下において、その必要性は非常に高いものと考えられる。
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2 先行する社会政策上の規制

賃貸借契約に付随する賃料外金支払特約に関し、既に、法律上規制すること

で制度的保護が与えられているものがある。

例えば、 i(旧)住宅金融公庫の融資を受けて建設された住宅jである。 f賃貸

人は、毎月その月又は翌月分の家賃を受領すること及び家賃の三月分を超えな

い額の敷金を受領することを除くほか、賃借入から権利金、謝金等の金品を受

領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。j

(住宅金融公庫法施行規則 10条1項)とされている。よって、賃貸人は礼金や更新

料等を受領することができない。 12

他にも.r沖縄振興開発金融公庫の融資を受けて建設された住宅J(沖縄振興開

発金融公庫法施行規則 11条 l項)や、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法

律に基づき建設された住宅J(同法施行規則 13条)などに同様の規定がある。 13

3 立法論的提言 ~結語に代えて~

前記第 4の i4まとめJを手掛かりに、そして前述の社会政策上の規制を参

考にし、賃貸借契約に付随する賃料外金支払特約の経済的合理性を一定程度認

めつつ、消費者である賃借入の意思形成過程に一定の制度的保護による手当て

を講ずることにより、消費者保護法の理念の下、現実の取引において、自由か

っ取疲のない意思形成過程を経た「賃料外金支払特約j合意の成立が実現され

ることを目指したい。

そこで、本稿の結びとして、次のような消費者の制度的保護の方法を提案す

るものである。

【提案の基本理念】

(1)賃貸借契約が、目的物を使用・収益させる約束と、これに対する賃料支払

12私法上の効力につき、大阪高判平成 10年9月24日。なお、住宅金融公庫は平成 19
(2007)年 3月31日に廃止され、4月1日より独立行政法人住宅金融支援機構に業務が
引き継がれた

13同様の規制をするものとして、①国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施
行規則 18条，②高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 11条、③大都市地域に
おける住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 50条の 12、④農地
所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 15条1項がある。
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の約束のみをもって成立することを明確にし、消費者である賃借入に明確

に認識されるようにする。

(2) 従来、賃料外金として授受されてきた敷金、敷引金、保証金、礼金、権利

金、更新料のうち、経済的合理性に疑問があり、内容及び法的性質も暖昧あ

るいは多岐にわたり、賃借入の利益を一方的に害する可能性があると考え

られる敷引金、礼金、権利金、更新料はいずれも授受してはならないものと

する。

(3) 従来の賃料外金のうち、敷金及び保証金は例外的に授受可能な金銭とす

るが、保証金の名称は止め、保証金のうち敷金と同じ趣旨で授受されていた

ものは敷金に統一し、保証金のうち建設協力金として授受されていたもの

は、名称も建設協力金として、いずれも授受の趣旨・目的を明確にする。

(4) 宅地建物取引業法 35条 1項 7号を改正し、宅地建物取引業者が重要事項

説明において説明すべき内容をより具体的かつ明確に規定する

【具体的な提案内容】

(1) 賃貸人(及び宅建業者。以下同じ)は、賃貸借契約締結に際し、原則とし

て、賃料以外の金銭(宅建業者の手数料を除く)の支払を求めてはならず、賃

借入に対して賃料の支払のみをもって賃貸借契約が成立することを説明し

なければならない。

(2) 賃貸人は、賃料以外に、例外的に、次の金銭を受領することができ、それ

以外には、礼金、保証金、権利金、更新料などいかなる名目による金銭も受

領してはならない。

①敷金

②賃料前払金

③建設協力金

(3) 賃貸人が敷金を受領する場合には、その額は賃料の 3か月分を超えては

ならない。また、賃貸人は、賃借入に対し、賃貸借契約終了・明渡し後に、

賃借入の未払債務額を控除した金額を返還する旨を明確に説明しなければ

ならない。

(4) 賃貸人が賃料前払金を受領する場合には、徴収する金額、(1)の賃料 1か月
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分から減額する額.賃料を減額する月数を明らかにしなければならない。ま

た、賃貸人は、賃借入に対し、賃料の一部であるから返還しない旨を明確に

説明しなければならない。

(5) 賃貸人が建設協力金を受領する場合には、建築資金の一部として賃借入

から差し入れさせる金銭である旨、賃貸借契約成立後若しくは終了後一定

期間経過後に賃借入に(分制)返済するか否かの別、徴収する金額、(分割)返

済する場合にはその時期、返済方法及び金額につき、賃貸人は、賃借入に対

し、明確に説明しなければならない。

以上
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