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第２版　は し が き

本書の初版を上梓したのは2017年であり、それから３年が経過しようとし

ています。本書は、幸いにも、裁判官、弁護士、司法書士等として既に法律

実務に携わっている方々のみならず、司法修習生、法科大学院生、法学部生

といったこれからその列に加わろうとしている方々の支持を得て刷を重ねて

きました。

また、この間、民法（債権関係）改正および民法等（相続法）改正が実現し、

前者は2020年４月１日に施行されることになっており、後者は2019年７月１

日に施行されています。そこで、これらの法改正に言及しておいたほうがよ

いと思われる箇所を中心に、最小限の改訂作業をすることにしました。今回

の改訂によって、上記の民法改正を踏まえても、本書でしている事実認定に

関する諸問題の検討がその意味を失っていないこと、その背景になっている

法律問題についてもおおよそ同じ状況にあることを確認することができるも

のと思います。

本書は、事実審裁判官の立場からすると「事実の認定」の問題を、当事者

の訴訟代理人の立場からすると「主張と立証」の問題を、民事訴訟の動態に

即して理解しようとするものです。本書は、この点において、筆者が2007年

に上梓した『事実認定の考え方と実務』（民事法研究会刊）との間で姉妹書の

関係にあります。初版のはしがきに述べましたように、本書のタイトルに

「紛争類型別」と冠したのは、売買契約、消費貸借契約、賃貸借契約等各種

の契約をめぐる紛争、土地の所有権や相続をめぐる紛争といった現代日本で

多数提起される典型的な紛争を取り上げて検討しているからです。

しかし、実は、本書は、そのような大まかな分類をするにとどまらず、例

えば、売買契約の当事者が争われるという一見簡明な紛争の中に、当該売買

契約の法的効果の帰属主体が争われる場合と、当該売買契約のほかに別の契

約が成立しているかどうかが争われる場合とがあることを指摘し、前者を第

１類型、後者を第２類型として分類し、各類型に存する事実認定または主
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張・立証上の問題の所在と解決の仕方とを解明することを試みています。す

なわち、「紛争」を「類型化」することによって、適切な解決を導く「道標」

を得ようとする試みでもあります。

さらに、本書は、読者が本書中の記述を客観的に評価しフェアに批判する

ことができるように配慮しました。まず、争点の所在を明確に理解するため、

要件事実論を用いて当事者の主張を「請求原因→抗弁→再抗弁」と構造化し

て示すことによって、当事者のいずれがどの主要事実を証明しなければなら

ないかを示しています。また、当事者間に争いのある事実が主要事実レベル

のものであるか、間接事実または補助事実レベルのものであるかをも分析し

て示しています。次に、そのようにして明らかになった争点の認定または立

証につき、動かない事実を幹として紛争のラフ・スケッチを描き、その中に

主要事実レベルのまたは間接事実（補助事実）レベルの争点を位置づけ、各

争点に経験則を適用し、複数の経験則の相乗効果によって正しい結論に至る

という道筋を示しています。

結局、本書は、事実認定または主張・立証を、法律実務家の勘に頼ったエ

ピソードとしての「どんぶり勘定」の世界から、論理と経験則とを複合的に

組み合わせた「可視化された」世界へと解放しようとする筆者なりの試みで

す。

「自由心証主義」の原理原則が、誤った事実認定とその結果としての誤っ

た判決の隠れ蓑にされない時代が到来することを心から期待して、第２版の

はしがきを締めくくりたいと思います。

最後に、本書第２版の刊行にご尽力いただいた民事法研究会の竹島雅人氏

に深甚なる感謝の意を表します。

2020年２月吉日

田 中　 豊
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筆者は、2008年に『事実認定の考え方と実務』（民事法研究会刊）を上梓し

ました。同書は、裁判官、弁護士、司法書士といった多くの法律実務家、司

法修習生、法科大学院生等の各層から大方の支持を得て刷を重ねています。

一方で、民事紛争の類型ごとにより多くの事案に即した問題分析とそれを総

合した姿を論ずる書籍を出版してほしいという要望が同書発行の当初から寄

せられていました。筆者の多忙（怠慢？）のゆえに延び延びになっていまし

たが、ここに刊行することになりました。

民事裁判において解決を迫られる問題は、法律問題（法令の解釈適用をめ

ぐる争い）と事実問題（過去の事実の存否をめぐる争い）とに大別することが

できます。事実問題は上告理由または上告受理申立理由にすることができな

いのですが、それは、民事裁判において事実問題が重要でないことを意味す

るものではありません。民事裁判の結論は、「確定された事実」に法令を適

用することによって導かれますから、その基本である「事実の確定」がいい

加減なために、民事裁判の利用者である市民の信頼を得られないようでは、

司法に対する信頼自体が揺らぐことになります。誤った判断がされた場合、

事実問題は、上告理由または上告受理申立理由にすることができないため、

法律問題よりもその誤りが修正される機会が少なくて表面に出にくく、当事

者は泣き寝入りを余儀なくされるという深刻な事態に至ります。

そのうえ、民事訴訟における事実の認定は、裁判官が当該事件の審理に供

された資料を基に自由な判断で心証を形成することを認める「自由心証主

義」と呼ばれる原理原則によってされていて、判決書上に心証形成の過程の

詳細が明らかにされることが少ないこともあって、第三者による客観的な批

判や論評がなかなか難しい実情にあります。

本書では、上記書に示した事実認定の考え方の基本を前提にして、売買契

約、消費貸借契約、賃貸借契約といった契約をめぐる紛争、土地の所有権や

相続をめぐる紛争を取り上げ、それらの紛争類型ごとに、裁判官のすべき正
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確な事実認定のあり方と裁判官に対する説得をめざして訴訟代理人のすべき

主張・立証活動のあり方とに焦点をあて、できる限り客観的・具体的に解説

を進めました。

したがって、事実認定についての基本的考え方に繰り返し立ち戻ることに

なります。一見複雑にみえる事案において事実認定の基本とのつながりを明

確に意識することによってのみ、裁判官の事実認定力と訴訟代理人の主張・

立証力は磨かれるものです。この点を常に思い出しつつ、それぞれの事案に

おける問題点をいっしょに考えていただければ幸いです。

また、狭義の事実認定の問題にとどまらず、法律問題として性質分類され

る法律行為の解釈の問題を取り上げ、かなり詳細な検討を加えました。実際

の紛争では、これら２つの問題が併せて提起されることが少なくなく、これ

ら２つの問題を明確に識別することがそう容易ではないこと、近時、契約の

解釈および遺言の解釈をめぐる紛争が増加していること等を考慮したもので

す。そこで、本書では、事例演習を通じて、狭義の事実認定の問題のほかに

性質の異なる法律行為の解釈の問題が存することを実感することができるよ

うに配慮しました。

本書は、事実の認定ないし主張・立証という観点から動態としての民事訴

訟を理解しようとするものです。本書が、すでに民事訴訟にかかわっている

法律実務家や研究者に対して何がしかの新しい視点を提供するものであり、

また、これからその列に加わろうとしている司法修習生、法科大学院生、法

学部生の学習の役に立つものであることを期待しています。

本書は、市民と法80号（2013年４月号）から103号（2017年２月号）までほ

ぼ４年にわたって連載した原稿に多少の修正をしてできあがったものです。

本書執筆のきっかけをいただき、刊行にご尽力いただいた民事法研究会の安

倍雄一氏に深甚なる感謝の意を表します。

2017年３月吉日

田 中　 豊
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Ⅰ　売買契約の成立

１．売買契約成立の要件事実

まず、売買契約は、諾成契約（両当事者の意思表示の合致のみによって成立

する契約
1

）であって、要式契約（書面によるなど契約成立に一定の方式の具備が

要求される契約
2

）ではありません。

平成29年改正民法は、521条において近代私法の基本原則である「契約自

由の原則」を明文化し、522条１項において契約が一方当事者の「申込み」

とこれに対する相手方の「承諾」によって成立するという一般的に受け入れ

られていた解釈を明文化したうえ、同条２項において原則として「書面の作

成その他の方式を具備することを要しない」ことを規定しました。

そして、売買契約は、財産権を移転することおよびその対価として一定額

の金員を支払うことの２点を要素とする契約です（民法555条）から、一般に、

①目的となる財産権が確定し、②対価となる代金額またはその決定方法が確

定していることが必要であり、この２点についての合意が成立することが売

買契約成立の要件であると説明されます
3

。すなわち、目的物交付と代金支払

の期限の合意は契約の要素ではなく、附款であると説明されます
4

。

1　意思表示の合致によっては成立せず、目的物の交付を契約成立の要件とする契約を要
物契約と呼びます。

2　民法の規定する要式契約として保証契約（民法446条２項）、諾成的消費貸借契約（改
正民法587条の２第１項）等が、それ以外のものとして定期借地権設定契約（借地借家
法22条）、定期建物賃貸借契約（同法38条１項）、任意後見契約（任意後見契約に関する
法律３条）等があります。

3　我妻榮『債権各論中巻一（民法講義Ⅴ2）』（岩波書店・1957年）250頁、司研・紛争類
型別２頁を参照。

4　司研・要件事実第１巻275頁を参照。
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２．売買契約成立の事実認定と経験則

上記１の説明を表面的に理解すると、売主となる者と買主となる者との間

で目的物と代金額について了解に達した時に売買契約が成立したと認定する

のが論理的に正しいということになりそうです。しかし、もう一度よく読み

直してみると、上記１の説明は、わが国の民法が売買契約を成立したものと

して扱ってよいとする必要最小限の要件についてのものであって、わが国の

どの時代の、どの地域での、どのような関係にある当事者間の、どのような

財産権を目的とするものであっても、目的とする財産権と代金額について了

解に達しさえすれば売買契約が成立するとの趣旨をいうものではないことに

気がつきます。

これは、売買の要件事実をわきまえていなければ、売買契約が成立したか

どうかの事実認定または主張・立証に着手することはできないけれど、売買

の要件事実をわきまえているだけではその点の事実認定または主張・立証を

完遂することができないこと（要するに、要件事実は、必要条件であって、十

分条件ではないこと）を示しています。

実際にも、契約書その他何らの文書を作成することなく、また目的物交付

と代金支払の期限やその他の付随的合意を明示することもなく、売買契約が

成立することがあります。デパートやスーパー・マーケット等での現実売買

は、その典型です。

他方、１つの契約が成立に至るために解決すべき問題点が数多くある場合

には、その問題点の確認と解決方法の探究、当事者双方の利害の調整等が必

要になり、相当の期間にわたる交渉過程が必要になります。目的物が高価で

ある、客観的には高価とはいえなくても、当事者（の一方）にとって貴重で

あるときなどには、そうなります。売買契約の交渉過程において、目的とす

る財産権と代金額について了解に達したとしても、他に解決を要する交渉事

項が存する場合には、当該事項の民法上の性質が附款として分類されるもの

であっても、その交渉の落ち着き方によっては、目的とする財産権や代金額
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についても再度見直しがされ、それによって全体として当事者間の利害のバ

ランスをとるといった事態になることも稀ではありません。

このように紆余曲折を経て成立に至る契約もあるのですから、交渉過程に

入ったものの、いずれか一方の当事者が最終的な契約内容案に不満を抱き、

適切に当事者間の利害のバランスがとられていない（自分の我慢できる範囲

に収まっていない）と考える場合には、契約を成立させるに由ないというこ

とになります
5

。契約成立をめざして交渉過程に入ったものの、さまざまな理

由で成立に至らずに交渉が破綻する事例は無数にあり、商社ではそのような

現実を「千三つ」（1000件交渉しても、成約に至るのは３件にすぎないの意）と

表現しています。

そして、このような交渉過程を経る場合には、その時々にさまざまな文書

が作成・交換されることも稀でなく、最終的に契約書という形で終止符を打

つのが通常です。

以上の売買契約の成立過程の中身は、一言で表現すれば、売買の取引実態

に関する経験則
6

の内容です。ただし、一口に経験則といっても、問題となっ

ている取引の時代、地域、当事者間の関係、目的である財産権が何か等のさ

まざまな要因によって、その内容が異なることがあり得ますから、法律実務

家としては、その点を意識して、各般の経験則を収集して身に付け、それを

駆使することができるように努力する必要があります。

３．事例演習（〈Case１-①〉）

⑴　事案の概要

東京地判昭和57・２・17判時1049号55頁を素材にして、不動産（土地・建

物）の売買契約の成否に関する事実認定を検討してみることにしましょう。

5　このような契約の成立過程につき、田中・法律文書319～323頁を参照。
6　経験則の意義と機能につき、田中・事実認定122～130頁を参照。
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①　不動産売買を自ら手がける業者Ｙ1は、Ｙ2から、昭和45年９月ころ、

土地買収の委託を受けた。この委託は、Ｙ2が取引先のＺから土地買

収の委託を受けたことによる再委託であった。

②　Ｙ1は、本件土地の所有者Ｘに対し、昭和46年６月３日、その売却

を要請した。Ｘが債務整理資金を獲得するため本件土地を売却する方

針でいたこともあり、交渉は急速に進展し、売買目的物の範囲につい

て了解に達し、代金額についての協議をするための交渉期日が同月15

日に設定された。

③　Ｙ2は、Ｚの意向を確認のうえ、売買代金額を空欄とした仮契約書

の草案を起案し、Ｙ1は、それをそのままタイプ打ちして「不動産売

買仮契約書」と題する文書を作成し、Ｙ1の記名・押印をして同月15

日の交渉に臨んだ。

④　同月15日、Ｘ、Ｙ1、Ｙ2が一堂に会したが、Ｙ2は、それまでＸとの

交渉の当事者ではなかったため、当初その立場を明らかにすることを

せず、代金額の交渉が２億6000万円で決着することになった時点で、

自らの上記①の立場を明らかにした。その後、Ｙ1が用意した仮契約

書案を一同に示したうえで金額欄に「２億6000万円」と記入し、Ｘが

これに記名・押印した（以下、この合意を「本件仮契約」といい、この

仮契約書を「本件仮契約書」という。甲第１号証）。しかし、Ｙ2は、そ

の準備をしてこなかったなどと言って記名・押印を断った。

⑤　本件仮契約書の前文には「不動産売買に関する基本事項について仮

契約を締結し、正式契約を円滑且つ支障なく締結するための証として

当仮契約書各１通を保有する」と記載され、第２条には「更に具体的

細部事項を定めて正式契約を締結する」と記載されている。

⑥　同日、正式契約締結までのスケジュールが協議され、同月28日に正

式契約を締結し、手付金5200万円を支払うこととされ、正式契約書草

案はＹ1・Ｙ2において用意することになった。また、Ｘから、売買目

〈Case１-①〉
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的不動産の明渡期限を同年８月末日としてほしいとの要望が出され、

Ｙ2はこれを承諾した。

⑦　Ｙ1・Ｙ2は、Ｘに対し、同月28日、Ｚが買収中止の方針になったこ

とを理由に売買交渉の中止を申し入れたが、Ｘはその申入れを拒絶し

た。

⑧　Ｘは、Ｙ1・Ｙ2に対し、その後も再三本件仮契約の履行を求めたが、

Ｙ1・Ｙ2は、Ｘの求めに応じなかった。

⑨　Ｘは、Ｙ1・Ｙ2に対し、同年10月23日到達の内容証明郵便をもって、

売買代金２億6000万円を５日以内に支払うよう催告するとともに、そ

の支払がないときは本件仮契約を解除する旨の意思表示をした。

⑩　Ｘは、本件仮契約の締結によって売買契約が成立したとの立場に

立って、Ｙ1・Ｙ2に対し、債務不履行に基づき、予定損害賠償金5200

万円等の支払を求めて訴えを提起した。

［関係図］

売買契約の成立？

X（売主）

Z Y2 Y1

「不動産売買仮契約書」（甲１）の作成

買収再委託買収委託

⑵　東京地方裁判所の判断

前掲東京地判昭和57・２・17の判断は、大要以下のとおりです。

ⅰ　売買契約は、当事者双方が売買を成立させようとする最終的かつ確

定的な意思表示をし、これが合致することによって成立するものであ
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り、代金額がいかに高額なものであったとしても、右意思表示につい

て方式等の制限は何ら存しないものである反面、交渉の過程において、

双方がそれまでに合致した事項を書面に記載して調印したとしても、

さらに交渉の継続が予定され、最終的な意思表示が留保されている場

合には、いまだ売買契約は成立していないというべきである。
ⅱ　ⓐ本件仮契約書は、「不動産売買仮契約書」と題するものであり、

その前文では、本件仮契約書が正式契約でないことを示す趣旨の記載

があり、ⓑ第２条ではさらに具体的細部事項を定めて正式契約を締結

するものと明確に規定して、本件仮契約書の記載上も、後日正式契約

を締結することおよびその締結に向けて正式契約に盛り込むべき具体

的細部事項について交渉を継続することを予定しており、ⓒ実際にも、

同規定の趣旨に基づき、具体的細部事項についての交渉を継続して昭

和46年６月28日に正式契約を締結し、その際、買主側から手付金とし

て5200万円を支払うという今後のスケジュールが予定されていたので

あるから、ⓓ本件仮契約書の第２条にいう正式契約の締結がすでにな

された売買契約の確認というような単なる形式的なものであるとは認

めがたく、かえって、本件仮契約書は、後日正式契約を締結し、正式

契約書を作成することにより売買契約を成立させるという当事者の意

思を明確に示したものというべきである。
ⅲ　してみると、昭和46年６月15日に、ＸとＹ1・Ｙ2との間で、売買契

約の成立に必要な最終的かつ確定的な意思表示がなされ、売買契約が

成立したものと認めることはできず、同日は、売買代金および目的物

について合意に達したので、これら売買契約の基本的条件を書面化し

て確認するとともに、さらに交渉を継続して、売買契約に盛り込むべ

き具体的細部事項を定め、本件仮契約書の各条項を基本的な内容とす

る売買契約を締結することを定めた契約がＸとＹ1との間で締結され

たにすぎないものというべきである。
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⑶　事案の分析

ア　当事者の主張と争点の所在

本件訴訟の訴訟物（請求権）は売買契約の債務不履行（履行遅滞）に基づ

く損害賠償請求権であり、その請求原因事実は以下のとおりです。

㋐　ＸとＹ1・Ｙ2は、昭和46年６月15日、本件不動産を代金２億

6000万円で売買するとの契約（本件売買契約）を締結した。
×

㋑　Ｙ1・Ｙ2は、Ｘに対し、同月28日、本件売買契約の解消を要求

し、その後も一貫してＸによる本件売買契約の履行の求めに応

じなかった。

×

㋒　Ｘは、Ｙ1・Ｙ2に対し、同年10月23日、売買代金２億6000万円

を５日以内に支払うよう催告し、その期限である同月28日は経

過した。

○

㋓　ＸとＹ1・Ｙ2は、本件売買契約において、一方当事者の債務不

履行についての損害賠償として5200万円を支払う旨を約した。
×

〈請求原因〉

本件訴訟に抗弁はありません。争点は、上記の認否欄のとおり、㋐、㋑、

㋓の３点ということになりますが、その内容から明らかなように、㋑と㋓に

争いがあるのは、㋐に争いがあることが原因です。したがって、本件訴訟に

おける主要な争点は、㋐（本件売買契約の成否）ということになります。

なお、㋑は、㋐の主張によりＹ1・Ｙ2が同時履行の抗弁権を有しているこ

とが明らかになるところ、同時履行の抗弁権の付着が履行遅滞の違法性阻却

事由として機能するので、これをつぶしておかないとＸとしては履行遅滞に

基づく損害賠償請求をすることができないために、請求原因事実として主張

しなければならないのです
7

。そこで、本件売買契約の目的物は不動産ですか

ら、本来的には、本件不動産の所有権移転登記手続の提供をしたことを主張

する必要があります。㋑の主張が同時履行の抗弁権の存在効果をつぶすのに
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Ⅰ　消費貸借契約の成立

１．消費貸借契約成立の要件事実

平成29年改正民法は、典型契約としての消費貸借契約として、587条におい

て要物契約（意思表示の合致によっては成立せず、目的物の交付を契約成立の要

件とする契約）である消費貸借契約を規定し、587条の２において諾成契約で

ある消費貸借契約を規定しています。すなわち、改正民法は、要物契約であ

る消費貸借契約と諾成契約である消費貸借契約の２類型を、いずれも典型契

約として公認することにしたのです。しかし、これまでも、判例（最２小判

昭和48・3・16金法683号25頁）は、諾成契約である消費貸借契約を有効な契約

としていたため、この改正が融資の実務に大きな影響を及ぼすとは考えられ

ません。しかし、典型契約として公認され、その要件と効果が明らかになっ

たため、諾成契約である消費貸借契約の利用が増えることが予想されます。

ここでは、民法587条の規定する要物契約である消費貸借契約につき、そ

の特徴を検討しておきましょう。

民法587条は、消費貸借契約が、①当事者の一方が種類、品質および数量

の同じ物をもって返還することを約すること、②相手方から金銭その他の物

を受け取ること、の２点を要件として成立する契約であると規定しています。

第１章で検討してきた売買契約と対比してみると、消費貸借契約の特徴を把

握しやすいと思われます。

第１に、民法587条の規定する消費貸借契約
1

は、上記②の要件から明らか

であるように、諾成契約である売買契約とは異なり、要物契約（意思表示の

合致によっては成立せず、目的物の交付を契約成立の要件とする契約）です。

1　改正民法587条の２は、書面でする消費貸借の場合には、諾成契約として消費貸借契
約が成立することとし、借主は貸主から金銭等の目的物を受け取るまで契約を解除する
ことができるとしています。
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第２に、民法の条文上明確ではないのですが、一般に、弁済期の合意をし

たことが要件であると考えられており、現在の裁判実務はこの考え方によっ

て運営されています
2

。この考え方によると、弁済期の合意の成立が要件にな

る点も、売買契約とは異なるということになります。

第３に、民法587条の規定する消費貸借契約は、上記①、②のとおり、契

約成立のために一定の方式の履践を要求していませんから、売買契約と同様、

要式契約ではありません。これに対し、改正民法587条の２の規定する消費

貸借契約は、書面によることが要求される要式契約です。ただし、銀行等の

金融機関が貸主である消費貸借契約の場合には、要物契約である消費貸借契

約であれ、諾成契約である消費貸借契約であれ、例外なく書面によって契約

を締結するのが実務です。

２．消費貸借契約の成立が争われる場合の２類型

上記１の説明に従って民法587条の規定する消費貸借契約の成立要件を簡

略に整理すると、①返還約束と②目的物の授受とに大別することができます。

消費貸借契約の特徴の第１が②の「目的物の授受」要件に、第２が①の「返

還約束」要件に相応しています。

民法587条の規定する消費貸借契約の成立が争われる場合の争われ方も、

以上のとおりの成立要件を反映して、①返還約束の成立が争われる場合と②

目的物の授受が争われる場合とに大別することができます。

まず目的物の授受が争われる類型を、次に返還約束の成立が争われる類型

2　契約を目的物の返還時期に着目して類型化し、売買型と貸借型の２つに分類する考え
方があります。そして、貸借型の契約は、目的物を一定期間利用することが本質的に予
定されており、目的物の交付と同時に返還時期が到来するというのは無意味であるから、
貸借型の契約の場合には、売買型の契約とは異なり、返還時期の合意が契約成立のため
の不可欠の要素であるという考え方（いわゆる貸借型理論）によると、消費貸借契約に
おいては「弁済期の合意」が契約成立の要件であるということになります。以上につき、
司研・紛争類型別27頁を参照。なお、返還時期の合意を契約成立の要件としない見解も
存することにつき、司研・新問題研究38頁を参照。
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を検討することにしましょう。

３．消費貸借契約の成立が争われる場合の第１類型─目的物
　の授受が争われる場合

⑴　事例演習① （〈Case２－①〉）

ア　事案の概要

東京高判昭和54・３・８判時929号80頁を素材にして、民法587条の規定す

る消費貸借契約の成立要件の１つである目的物の授受に関する事実認定を検

討してみることにしましょう。

　画材商を営むＸと貸金業者Ｙとの間に、「ＹがＸに対し、昭和45年３

月28日に300万円を、弁済期同年６月30日、利息年１割５分、遅延損害

金年３割の約定で貸し渡したにつき、Ｘが右債務を履行することを諾約

した」との記載、および「Ｘが右債務を履行しないときは、直ちに強制

執行を受けても異議がないことを認諾した」との記載のある公正証書
（本件公正証書、乙１の１）が存在している。

　Ｘは、本件公正証書に記載されている300万円の交付を受けたことは

ないと主張して、Ｙを被告として、本件公正証書の執行力の排除を求め

て請求異議訴訟を提起した。

争いのない間接事実および証拠の状況を整理すると、以下のとおりです。

【争いのない間接事実】

①　Ｙは、Ｘに対し、昭和45年３月16日、弁済期同年４月16日の約束で

80万円を貸し付けた。

②　Ｘの母ＡとＹは、昭和45年３月28日、Ａ所有の土地と建物に、債権

者をＹ、債務者をＸ、連帯保証人兼担保提供者をＡとし、継続的金銭

消費貸借契約・手形割引・手形貸付契約上の債権担保のため、元本極

〈Case２－①〉
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Ⅰ　賃貸借か使用貸借か

１．不動産の利用をめぐる紛争の類型

不動産訴訟は、現在でもわが国の民事訴訟において非常に大きな部分を占

めています。請求の態様としては、登記手続または占有の移転（明渡し）を

求める等さまざまなものがあります。他方、これら請求の態様いかんにかか

わらず、当事者間に成立した契約の性質が訴訟上の争点になることがありま

す。第１章Ⅳでは、土地について成立した契約が売買であるのか賃貸借であ

るのかが争われる紛争について検討しました。親族間での紛争には、建物お

よびその敷地についての契約が売買であるのか使用貸借であるのかが争点に

なるものもあります
1

。

本項では、建物の利用が賃貸借契約に基づくものであるか使用貸借契約に

基づくものであるかが争われた紛争を取り上げて、当事者としての主張・立

証または裁判官としての事実認定の基本を学ぶことにします。

２．賃貸借契約と使用貸借契約との異同

⑴　要件における異同

賃貸借契約（民法601条）と使用貸借契約（同法593条）とは、いずれも当事

者の一方が他方に対して目的物の占有権原を設定する契約である点において

共通しています。

改正前民法は、典型契約としての賃貸借契約と使用貸借契約につき、その

成立要件に２つの大きな相違点を設けていました。

1　最３小判平成10・12・８判時1680号９頁は、親族間において売買であるか使用貸借で
あるかが争われたものです。同判決についての詳しい検討として、田中・事実認定95～
102頁を参照。
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第１は、賃貸借契約は諾成契約（賃貸人と賃借人との間の意思表示の合致の

みによって成立する契約）であるのに対し、使用貸借契約は要物契約（使用貸

人が使用借人に対して目的物を交付して初めて成立する契約）であることです。

第２は、賃貸借契約は賃借人が使用収益の対価として賃料を支払うことを

約することが成立の要件であるのに対し、使用貸借契約は使用収益の対価を

伴わない（無償である）ことを約することが成立の要件であることです。

以上に対し、改正民法593条は、使用貸借契約を諾成契約とすることとし、

上記第１の点を変更しました。そのうえで、改正民法593条の２の規定を新

設し、使用貸主は、使用借主が借用物を受け取るまでは、書面による契約で

ある場合を除き、契約を解除することができることとしました。これは、改

正民法550条が書面によらない贈与契約における贈与者に解除権を付与する

のと同様、使用貸借契約が無償契約であるという上記第２の点を考慮したも

のです。

⑵　効果における異同

両契約とも、契約が終了したときに、借主において貸主に対して目的物を

原状に復して返還する権利と義務が生じる点において共通しています。改正

民法593条は使用貸借契約につき、改正民法601条は賃貸借契約につき、各条

文に「契約が終了したときに返還することを約することによって」と付加す

ることによってこの点を明確化しています。

他方、両契約の大きな相違点は、目的物が不動産である場合に、賃貸借契

約においては、賃借人の保護を理念とする借地借家法（旧借地法と旧借家法）

によって、さまざまに賃借権の存続が保護されている
2

のに対し、使用貸借契

2　借地借家法は、建物所有目的の土地賃借権につき、①存続期間を最短で30年とし（借
地借家法３条）、②土地上に賃借人を登記名義人とする建物を所有することによって土
地賃借権を第三者に対抗することができることとし（同法10条１項）、建物賃借権につ
き、①期間の定めがあっても、不更新によって終了させるためには「正当の事由」を要
することとし（同法28条）、②その引渡しによって建物賃借権を第三者に対抗すること
ができることとする（同法31条１項）等、賃借権保護のためのさまざまな制度を導入し
ています。
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