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［事実の概要］
　本件マンションは、大阪市中央区日本橋に所在する（15 階建て、全 70 戸）。
原告は、本件マンションの 1003 号室の区分所有者であり、少なくとも平成 26
年 11 月 30 日以降、本件管理組合の理事長であり、かつ、区分所有法上の管理
者である。一方、被告は平成 19 年 12 月 26 日に本件建物 1004 号室の区分所有
者となった者である。1004 号室の使用状況は以下の通りである。即ち、被告は、
平成 19 年 12 月 26 日頃から平成 22 年頃まで実際に居住していた。平成 22 年
頃から平成 26 年 10 月頃まで同一の借主に賃貸していた。平成 26 年 10 月頃か
ら平成 28 年 8 月上旬頃までの間、仲介業者を通じて 1～ 2 週間程度ずつ外国
人旅行者等（5人以上のグループの場合もある）に有償で使用させていた。本
件マンション管理組合の規約 12 条には「区分所有者は、その専有部分を次の
各号に掲げる用途に使用するものとし、他の用途に供してはならない。」並び
に同条 1号には「住戸部分は住宅もしく事務所として使用する」という内容の
規定が存在していた。そこで、理事長である原告の名で被告及び上記仲介業者
に対し、①不特定多数の外国人と思われる者が本件建物に入れ替わり出入りし
ホテル代わりとして使用しているが、これについて他の住居者多数から指摘や
苦情が出ていること、②規約 12 条 1 号は、本件建物のような住戸部分のホテ
ル代わりの使用を禁止していること、③本件建物に出入りする者に再三注意し
ているが改善されず、エントランスやエレベーターで騒ぐ・寝ころぶなどの不
法行為があり警察が出動する事態にまで至っていることを挙げ、状況が改善さ
れない場合は法的手段をとるので至急改善するよう求めた。しかし、1004 号
室の使用状況には改善がみられなかった。そこで、平成 27 年 3 月 8 日、本件
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管理組合は規約 12 条につき「住戸部分は住宅もしくは事務所として使用し、
不特定多数の実質的な宿泊施設、会社寮等としての使用を禁ずる。尚、本号の
規定を遵守しないことによって、他に迷惑または損害を与えたときは、その区
分所有者はこの除去と賠償の責に任じなければならない」と改正した。平成
27 年 5 月 18 日、理事長である原告名で以下のような勧告書を被告に送信した。
即ち、規約が改正されたにもかかわらず従前同様のホテル代わりの使用状況が
続いており、他の居住者から多数の苦情が寄せられているが、このような被告
の行為は区分所有法 6条所定の共同利益背反行為に該当し、同法 57 条所定の
差止請求の行使が可能である、つまり、これらの被告の行為の停止を求めると
いう内容の勧告書を被告に送信した。平成 27 年 7 月 18 日、管理組合の臨時総
会が開催され、原告が被告に対し、被告の行為に関して区分所有法 57 条～ 59
条までの措置を講ずること、並びにそれらすべてを原告訴訟代理人に委任する
ため弁護士費用 130 万円の支出が決議された。平成 27 年 8 月 13 日、原告訴訟
代理人が被告に対して上記勧告書と同内容の要請を行った。これに対して、被
告は、平成 27 年 8 月 26 日付書面で、①本件建物の各使用者とは賃貸借契約を
締結しており違法性はない、②旅館業法に違反しないことは大阪市保健所等に
確認済みであり不特定の者を相手とする宿泊には該当しない、③被告は外国人
にのみ賃貸しようとしているわけではないし、外国人が賃借すること自体は問
題ないはずであると回答した。
　そこで、原告は被告に対して訴えを提起した。即ち、被告は平成 26 年 11 月
頃から本件マンションの規約において禁止されている不特定の者を宿泊させる
いわゆる民泊行為を行うことにより、長期にわたり以下のような状況を継続さ
せた。即ち、鍵の管理が不適切となりマンションの安全性が害され、利用者が
多人数で利用する場合などにはエレベーターが満杯になり他の居住者が利用で
きない、利用者がエントランスホールにたむろして他の居住者の邪魔になる、
部屋を間違えてインターホンを鳴らす、共用部分で大きな声で話す、本件建物
の使用者が夜中まで騒ぐといったことが生じたほか、大型スーツケースを引い
た大勢の旅行者が本件マンション内の共用部分を通るため共用部分の床が早く
汚れるようになりワックスの塗り直し回数が増え、ごみを指定場所に出さずに
放置して帰り後始末を本件マンション管理の担当者が行わざるを得ず管理業務
に支障が生じ、また、ゴミの放置により害虫も発生し、マンション内のエレベ
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ーターの非常ボタンが押される回数が月 10 回程度と多くなっていること等の
ような状況である。原告は、これらの行為が区分所有法 6条所定の「共同の利
益に反する行為」（＝共同利益背反行為）に該当するので区分所有法 57 条 1 項
所定の差止請求、具体的には被告のマンション内での民泊営業の停止等を求め
た。また、本件訴訟に関し弁護士費用を支出することになったのは、被告の当
該行為によるものであるとしてその損害賠償（弁護士費用分）をも求めた。
　これに対して、被告は、本件マンションを短期間賃貸借しているだけなので
規約に違反しないし、本件マンションの他の部屋においても賃貸借は行われて
おり複数人で使用するといった点もそのような一般の賃貸借と異ならないこ
と、また、被告の行っている賃貸借は、不動産業者や保健所にも確認した上で
旅館業法に違反しない形で行っているのであり何ら問題ないこと、区分所有建
物にあっては、自己使用目的、賃貸による収益目的、転売目的等、各区分所有
者において様々な判断がなされるものであり、管理組合の理事や理事会の好み
で不当に制限されることがあってはならないこと等を挙げて反論した。

［判旨］
1　争点（1）（被告は法57条所定の被請求者としての資格を失ったか）について
　法 57 条 1 項は、「区分所有者」である行為者等を請求の相手方とするもので
あるから、区分所有権を失った者に対し同項に基づく請求をすることはできない。
　被告が、平成 28 年 10 月 21 日に新所有者に対して本件建物を売却し、本件
建物の区分所有権を失ったことは、・・・から容易に認められ、これを覆すに
足りる証拠はない。
　したがって、原告の行為停止請求・・・については、その余の点について検
討するまでもなく理由がない。
　なお、管理規約に基づく差止請求・・・をするとしても、被告が本件建物を
売却したことにより、被告による民泊営業は終了したと言わざるを得ないから、
そのような差止請求も認められない。
2　争点（2）（弁護士費用請求に係る不法行為の成否及び原告の権限の有無）
（1）事実の認定
　・・・によれば以下の事実を認めることができる。
ア　被告は、平成 26 年 11 月頃、仲介業者を通じて旅行者に、1日当たり 1万
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5000 円（保証人及び敷金はなし。）で本件建物を賃貸する営業を開始し、
その営業は、少なくとも平成 28 年 8 月上旬ころまでの約 1年 9 か月間続
いた（甲 16，21，乙 1，被告）。

イ　上記の賃貸利用者は、△△等のインターネット上のサービスを通じて申し
込んだ、2人から 7人の外国人グループがほとんどであり、利用期間は長
くても 9日程度であった（甲 21，乙 1）。

ウ　本件建物は、3ＬＤＫの間取りで、居住用のマンションに一般的に備えら
れている設備（水道、トイレ、浴室、給湯設備、ガスコンロ、エアコン等）
を備えているほか、ベッド（フレーム及びマットレスのみ）も備え付けら
れている（乙 1）。

エ　上記アの期間中、本件建物の利用者により、次のような問題が生じた。
（ア）被告は、本件建物の利用者のために、本件マンションの東隣の建物の金　

網フェンスにつり下げられたキーボックス（約 10 ｃｍ× 15 ｃｍの大きさ
で、4桁のダイヤルキーで開け閉めできるもの）の中に、本件建物の鍵を
置き、本件建物の利用者に対し、「△△」からの案内メールを通じてキー
ボックスの所在を知らせるなどして、各利用者に本件建物の鍵を扱わせた
（甲 5，12，13）。

（イ）本件建物の鍵は、本件マンションの玄関のオートロックを解除する鍵で
もあり、本件建物の利用者が、鍵を持たない者を内側から招き入れること
もあった（甲 19，21）。

（ウ）被告による営業のため、本件マンションの居住区域に、短期間しか滞在
しない旅行者が入れ替わり立ち入る状況にある。

（エ）本件建物を旅行者が多人数で利用する場合にはエレベーターが満杯にな
り他の居住者が利用できない、利用者がエントランスホールにたむろして
他の居住者の邪魔になる、部屋を間違えてインターホンを鳴らす、共用部
分で大きな声で話す、本件建物の使用者が夜中まで騒ぐといったことが生
じている（甲 6，7，14，16，19，21，原告）。

（オ）大型スーツケースを引いた大勢の旅行者が、本件マンション内の共用部
分を通るため、共用部分の床が早く汚れるようになり、清掃及びワックス
がけの回数が増えた（甲 18，21）。

（カ）ごみを指定場所に出さずに放置して帰り、後始末を本件マンション管理
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の担当者が行わざるを得ず、管理業務に支障が生じている。また、ゴミの　
放置により害虫も発生している。（甲 7，21，原告）

（キ）本件建物およびエレベーターの非常ボタンが押される回数が、月 10 回程
度と多くなっている（甲 17，21）。

オ　被告は，本件マンションの元居住者でもあり，管理規約改正の前後を通じ
て，管理規約 12 条 1 号の内容を知っていた。

カ　被告は，本件管理組合から、注意や勧告等を受けた（前提事実（5）イ、オ、　
　　カ）が、上記アの期間中は、あえて本件建物を旅行者に賃貸する営業を止　
　　めなかった。
キ　管理規約 63 条 3 項では、理事長は、区分所有者の管理規約違反行為、区　
　　分所有者もしくは第三者の共用部分等に関する不法行為について差止請
　　求、必要な措置または費用償還もしくは損害賠償請求できる旨定められて
　　いる。
（2）検討
ア　管理者は、規約または集会の決議によりその職務に関し区分所有者のため

に原告または被告となることができる（法 26 条 1 項、2項、4項）。
　　　また、上記（1）キのとおり管理規約違反の行為に対する差止請求等に

ついて、費用償還ないし損害賠償を求めることもできる旨定められている。
　　　したがって、損害賠償請求に関する原告の主張は、被告の管理規約違反

の行為に関する主張をしていることが明らかであるから、原告に、本件訴
訟における損害賠償請求の当事者適格を認めることができる。

イ　前提事実及び上記（1）の認定事実からすると、被告の行っていた賃貸営
業は、実質的には、インターネットを通じた募集の時点で不特定の外国人
旅行者を対象とするいわゆる民泊営業そのものであり、約 1年 9か月の営
業期間を通じてみると、現実の利用者が多数に上ることも明らかである。
これについては、旅館業法の脱法的な営業に当たる恐れがあるほか、改正
の前後を通じて本件マンションの管理規約 12 条 1 項に明らかに違反する
ものと言わざるを得ない。

　　　原告の営業が賃貸借の形式をとっているとしても許容されるものではな
　　く、そのような被告の主張は採用できない。
ウ　そして、すべてが不法行為に当たるとまで言えるかはともかく、被告の行
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っていた民泊営業のために、上記（1）に記載したような区分所有者の共
同の利益に反する状況（鍵の管理状況、床の汚れ、ゴミの放置、非常ボタ
ンの誤用の多発といった、不当使用や共同生活上の不当行為に当たるもの
が含まれる。）が現実に発生し、原告としては管理規約 12 条 1 項を改正し
て趣旨を明確にし、被告に対して注意や勧告等をしているにもかかわらず、
被告は、あえて本件建物を旅行者に賃貸する営業を止めなかったため、管
理組合の集会で被告に対する行為停止請求等を順次行うことを決議し、弁
護士である原告訴訟代理人に委任して被告に対する本件訴訟を提起せざる
を得なかったと言える。

　	 　そうすると、被告による本件建物における民泊営業は、区分所有者に対
する不法行為に当たると言え、被告は弁護士費用相当額の損害賠償をしな
ければならない。

　	 　本件の経緯等にかんがみると、被告が本件建物を売却したことは被告に
有利な事情とは言えず、弁護士費用としては 50 万円が相当である。

　	 　被告は、本件管理組合の理事や理事会の好みで区分所有者の経済活動が
不当に制限されてはならないと言うが、上記のような事情の下では、被告
の本件建物における民泊営業は、正当な経済活動の範囲を逸脱したものと
言わざるを得ず、被告の主張は採用できない。

［研究］
一．はじめに
　本判決では、マンションにおける民泊の可否、即ち、民泊を理由として差止
請求（区分所有法 57 条所定）をなし得るのか否かが問われた。本稿において
本判決を取り上げた理由は以下の通りである。そもそも、政府はかねてより我
が国の基幹産業として観光業を成長戦略の柱とするという政策目標を有してい
た。実際、日本政府観光局の発表によると平成 28 年に訪日した外国人数は前
年比 21．8％増の 2403 万 9000 人であり、統計を取り始めて以降最多の訪日数
となった（1）。　
　また、数値目標としても 2020 年には訪日外国人数を 4000 万人、2030 年に
は 6000 万人を掲げている（2）（3）。このように観光客が急増し、宿泊需給が逼迫
しているためにその対応を図る必要があり、かつ、地域の人口減少や都市の空
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洞化によって増加している空き家の有効活用といった地域活性化を図る必要が
あった（4）。このような状況を背景としていわゆる民泊ビジネスが登場するに
至った。現にインターネット上で空き家や利用しない部屋を短期で提供したい
人と旅行者をマッチングするいわゆる民泊ビジネスが急成長していたのであ
る（5）。そこで、民泊事業者の業務の適正な運営を確保しつつ積極的に推進する
観点から、平成29年 6月に住宅宿泊事業法（6）	（平成 29年 6月 16日法律第 65号、
民泊新法と称される）が成立されるに至った。本法は戸建・集合住宅ともに民
泊を推進するものである。
　では、集合住宅たるマンションにおいて民泊は法的に許容されるのだろうか、
とりわけ規約において住居専用規定（＝住居以外の利用を禁止する規定）を有
している場合、民泊が法的に許されるのだろうか。というのも、民泊の可否に
ついては一義的に解釈し難い面が存するからである。即ち、不特定・多数の利
用者を想定して住宅を宿泊施設として提供すること、及び、利用者にとって当
該住宅は生活の本拠たり得ない点を強調すれば（民泊は）許容できないと考え
ることになる（7）、他方、民泊について地域人口の減少や都市の空洞化により
増加している空き家の有効活用（8）という側面を強調し、民泊があくまでも住
宅の一利用形態であると評価できれば法的に許容される余地がでてくる。この
ように一方においては戸建・マンションともに民泊を広く認めていくべきでは
ないかという社会的要請があるものの、不特定・多数の利用を前提とする民泊
を当該マンションで許容することにより住環境の変化・悪化が不可避的に生ず
るのであれば慎重に解することになろう。このような背景から最近になりマン
ションにおける民泊を認めるべきなのか否かについては社会的な問題になりつ
つある。
　かくして、マンションにおける民泊の可否は新しい法的問題であり今後十分
な議論がなされるべきである。また、新しい法的問題であることから最高裁判
決のみならず下級審裁判例についても検討すべき理論的実務的要請があること
は疑いない。それ故、本稿では、マンションにおける民泊営業の可否が判断さ
れた下級審裁判例である大阪地裁平成29年 1月 13日判決・消費者法ニュース111
号 313頁（9）	につき検討対象とする次第である。大阪地裁平成 29 年判決では、
専有部分の用途につき規約上の制限があるマンションにおいて民泊営業の可否
が区分所有法 57 条所定の差止請求の可否並びに損害賠償請求の可否という形
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で法的紛争になったという点に特徴がある。以下においては、本判決の主たる
争点であった区分所有法 57 条所定の差止請求の可否につき中心的に検討して
いく。
　なお、平成 29 年 8 月、これらの民泊問題をふまえた上で国土交通省はマン
ション標準管理規約を改正した。本改正により、マンションで民泊を認めるの
か否かは個々のマンションの判断に委ねられることとなり、規定例が公表され
ている（10）。しかしながら、すべてのマンションが民泊を認めるのか否かにつ
き何らかの結論を出し、規約改正するとも思えない。マンション標準管理規約
改正後にあっても、民泊問題が顕在化する余地は多分にあると思われる。

二．本判決の分析手法
　本判決における主たる争点であるマンションでの民泊が法的に許容されるの
か否か、つまり、マンションの住戸で民泊を行っていることを理由として区分
所有法 57 条所定の差止請求が認容されるのか否かについては、段階的に検討
すると分かりやすいと思われる。第一に、当該マンションの規約に住居専用規
定（住居以外の利用を禁止する規定）が存在するのか否か、第二に、規約中に
住居専用規定が存在するとして、民泊が規約に反する行為なのか否かという点
である。第三は、仮に民泊が規約に反する行為であったとして、更に、（民泊が）
区分所有法 6条所定の共同利益背反行為に該当するのか否か、という点である。
これらの 3点をクリアーした上ではじめて区分所有法 57 条所定の差止請求が
認容されることになろう。以下においては前述の 3点につきそれぞれ検討して
いくこととしたい。

三．民泊行為を理由とする差止請求（区分所有法 57 条）の可否
1．住居専用規定の有無
　周知のことかと思われるが、マンションには専有部分と共用部分が存在し、
更に、複合用途型マンションであれば専有部分には住戸部分と店舗部分が存在
する（もっとも、店舗部分が存在しない単棟型及び団地型では、専有部分には
住戸部分しかない）。そして、専有部分の用途は規約自治の観点から当該マン
ションの特性に鑑みた上で個別具体的に定められるべきであり、また、個々の
マンションにより異なることはいうまでもない。更に、規約に住居専用規定を
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制定するのか否かは個々のマンションを所有する区分所有者の判断による。こ
のように具体的な取り扱いは個々のマンションで異なる。そのため、住居系の
間取りで構成されているマンションでも、管理組合によっては、「ホームオフ
ィスまで認める」、あるいは、「店舗としての使用は認めないものの事務所利用
は認める」等、様々なパターンを選択することができる。要するに、専有部分
の用途はマンションの立地や間取りの構成等と区分所有者の事情に応じて区分
所有者により構成される管理組合で判断すべき問題である（11）。では、本件マ
ンションの専有部分の用途に関しては規約上どのように規定されていたのであ
ろうか。本件マンションの規約によれば、以前から規約 12 条「区分所有者は、
その専有部分を次の各号に掲げる用途に使用するものとし、他の用途に供して
はならない。」並びに同条 1号には「住戸部分は住宅もしく事務所として使用
する」という規定が存在する。ただ、当該規定は通常想定される住居専用規定、
即ち、国土交通省が公表し、かつ、幅広く活用されることが予定されているマ
ンション標準管理規約 12 条 1 項「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅と
して使用するものとし、他の用途に供してはならない。」（単棟型・団地型（12））
の規定（＝以下、このような規定につき「純然たる住居専用規定」と表現する）、
とは少し異なり、住宅のほか事務所として使用することを認めている。これま
で裁判所は、規約中に純然たる住居専用規定を有するマンションにおいて事務
所利用がなされていた場合における区分所有法 57 条所定の差止請求の可否（13）

については、若干の例外がある（14）にしても基本的に規約違反であり、かつ、
区分所有法 57 条所定の差止請求を肯定する立場である（会計事務所としての
利用につき東京地判平成 23 年 11 月 24 日判例タイムズ 1375 号 215 頁、有限会
社の事務所としての利用につき東京地判平成 25 年 3 月 13 日・判例集未登載、
法律事務所としての利用につき東京地判平成 25 年 9 月 19 日・判例集未登載な
ど）。裁判所は事務所使用に関して厳しく判断してきたのである。学説におい
ても同様に厳しく解されている（15）。つまり、規約中に純然たる住居専用規定
を有するマンションにおいて専有部分を事務所として利用することは法的に許
容されないと理解すべきである。
　とするならば、本件マンションにおける規約 12 条において「住宅」のほか「事
務所として使用する」ことが許容されていることは極めて重要な事実であり、
このような規定は純然たる住居専用規定ではないと評価すべきである。しかし
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ながら、区分所有法 6条に規定されているように区分所有者は「共同の利益に
反する行為」（＝共同利益背反行為）をしてはならないのであるから、本件マ
ンションにおいて住戸部分を事務所として使用することが認められているとし
ても、どのような用途で使用してもいいという訳ではない。そこには一定の制
約があることには留意しなければならない。かくして、本件マンションの規約
中には純然たる住居専用規定はないものの住居・事務所専用規定は存在するこ
とには注意しなければならない。
　本件マンションにおいては、その後、平成 27 年 3 月において（本件マンシ
ョンにおいて民泊問題が生じるに至ったためかと思われるが）規約 12 条が「住
戸部分は住宅もしくは事務所として使用し、不特定多数の実質的な宿泊施設、
会社寮等としての使用を禁ずる。・・・」という形で改正され、不特定多数の
実質的な宿泊施設として使用することになる民泊が明確に禁止されるに至っ
た。つまり、本規約改正以降において民泊は明確に規約に反する行為となった。
2．住居専用規定
（1）導入
　前述したように、本件マンションにおいては規約中に純然たる住居専用規定
は存在しないものの、住居・事務所専用規定は存在する。そのため、純然たる
住居専用規定が存在するマンションでは許容されなかった使用、即ち、専有部
分を住居以外の用途で使用することが可能になってくる。このことから、住宅
でも事務所でもない形態である民泊目的の使用は当該規約に違反するのではな
いかと考えられるが、他方において、住居のほか事務所としての利用を認めて
いることから純然たる住居専用規定を有するマンションよりも利用形態につき
緩和して解釈する余地があり、民泊が規約に違反しないと考える余地がある。
このように本件の規約が住居・事務所専用規定であることから一義的に判断で
きないという問題がある。そこで、純然たる住居専用規定であるマンション標
準管理規約 12 条 1 項に関して従来どのような議論が展開されてきたのかを紹
介・検討した上で、本件の住居・事務所専用規定においてはどのように解釈す
べきなのか、特に、民泊が規約違反となるのか否かについて検討する。　　　
（2）従来の議論
1）趣旨
　従来の議論において、純然たる住居専用規定たるマンション標準管理規約
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12 条に関して、趣旨・法的性質・具体的事例の検討といった点が論じられて
きた。本条の趣旨に関しては、以下のように解されてきた。同規約を作成した
国土交通省サイドによれば、本来であれば専有部分は共同利益背反行為に該当
しない限りいかなる用途に使用してもいいのが原則であるが、全戸が住居とし
て使用されることが予定されているマンションであるならば専有部分の使用方
法が区分所有者相互間に大きな影響を及ぼすことから、事前に用途制限を明確
にすべく本条が存在しているのである（16）と説く。学説サイドでも同様に解さ
れており、一般分譲の住居専用マンションであれば、住居以外に用いられる専
有部分があると多数の住民の平穏な生活を確保できない（17）と説かれたり、マ
ンションにおける用途の混在によって、トラブルが引き起こされがちであり、
本来住居として建築され構造上の配慮のなされていない部分の転用を禁止する
ことが望ましいとの考えによるもの（18）と説かれている。以上から、住居専用
マンションにおいて住居用途以外で利用すると区分所有者間相互に大きな影響
をもたらすので、住居以外の用途以外での利用を禁止する規定が制定されたと
理解すべきであろう。
2）法的性質
　区分所有権も所有権であることから、所有物たる専有部分の使用・収益・処
分について原則として自由である。しかしながら、区分所有法 6条に規定され
ているように「共同の利益に反する行為」（＝共同利益背反行為）は許されな
い。では、具体的に共同利益背反行為に該当するのか否かはどのように判断さ
れるのか。突き詰めれば確定判決を待つほかないが、一般的にはマンションの
管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は規約によって定められること
から、規約が一つの手がかりとなろう（規約違反と共同利益背反行為の関係に
ついては後述する）。規約により種々の行為を制限することが可能である（例：
動物の飼育を規約で禁止することなど）。このように専有部分の使用が原則的
に自由であるものの、規約により何らかの行為を制限できる。本条に関してい
えば、住居以外の利用を禁止する規約中の規定である住居専用規定がなければ
当該マンションの住戸部分に用途制限を求めることは共同利益背反行為になる
ような場合を除けば通常は不可能であろう。かくして、本条は制約を確認する
確認規定ではなく、新たに制約を創り出す創設的規定である。
3）具体例
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　国土交通省のコメント（19）によれば、マンション標準管理規約 12 条 1 項「専
ら住宅として使用」とは、もっぱら居住者の生活の本拠があるか否かによって
判断される。それ故、生活の本拠として利用するのに必要な平穏さが必要であ
る。具体的には、自己の非日常的使用（週末や出張時のみの使用）や、空住戸
ないし荷物の保管場所とすることは許容される。また、同条同項には「他の用
途に供してはならない」とあるので、事務所としての利用に代表されるように
その利用方法が平穏さを確保できるものであっても、住宅以外の用途での専有
部分の使用は許されないと解される。というのも、住宅用途以外での用途外利
用行為がマンションの管理業務に影響を与えるからである（20）。もっとも、一
般的な内職や（少人数を対象とする）華・茶道や書道の伝授は容認されるだろ
う。ただ、学習塾やピアノ教室については、規模・人数、時間帯や周囲の状況
などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションなら認められない
こともあろう（21）。同様にテレワークやＳＯＨＯなどのような新しい形態につ
いては実態をみて個別具体的に判断することになろう。裁判例にあっては、こ
れまで事務所利用と保育所・託児所利用が争われたが、住居専用規定のあるマ
ンションである限り管理組合側の主張が権利濫用になるような極めて例外的な
場合を除いて容認されることない（22）。
（3）住居・事務所専用規定の解釈
1）問題の所在
　これまでみてきた純然たる住居専用規定を巡る議論をふまえ、本件のような
住居・事務所専用規定のあるマンションでは、どのような形態の利用まで許容
したものとみるべきであろうか。この点が問題の所在となる。
2）本判決
　「被告の行っていた賃貸営業は、実質的には、インターネットを通じた募集
の時点で不特定の外国人旅行者を対象とするいわゆる民泊営業そのものであ
り、・・・改正の前後を通じて本件マンションの管理規約 12 条 1 項に明らかに
違反するものと言わざるを得ない。」
※本判決は、民泊営業が規約改正の前後を問わず規約違反であるとした。
3）検討
　住居・事務所専用規定が純然たる住居専用規定とは異なるとはいえ、いずれ
も用途を制限するものである。そして、これまでみてきた純然たる住居専用規
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定を巡る議論からすれば、このような用途を制限する規定の法的性質は創設的
なものであることから、規定が存在すること自体に相応の重みがあり、また、
裁判所も規約において用途を住居に限定していることを重く受け止め厳格に解
釈しており、学説も同様に解している。とするならば、住居・事務所専用規定
にあっては厳格な解釈を基本とすべきである。店舗部分ではない住戸部分につ
き住居並びに事務所の使用を許容している趣旨は、いかなる形態での事務所利
用をも容認するのではなく、住戸部分において期待されうる平穏な住環境を維
持できるような形態での事務所利用のみを容認したのである。毎日のように不
特定多数の者が出入りする形態での利用を認めたものとは解しがたい。このよ
うな利用はもはや住戸ではなく店舗と同視しうるものである。本判決が民泊営
業につき規約改正の前後を問わず規約違反であるとしたのは極めて正当であ
る。

4．規約違反と共同利益背反行為
1）問題の所在
　本件における行為が規約違反に該当するとして、更に、当該行為が共同利益
背反行為に該当するのであろうか。共同利益背反行為に該当すると法的に評価
されなければ区分所有法 57 条所定の差止請求が認容されないことになるので
問題となる。では、そもそも共同利益背反行為とはいかなる行為を指すのか、
また、規約違反行為と共同利益背反行為との関係について検討する必要がある。
2）共同利益背反行為とは
　そもそも当該行為が区分所有法 6条所定の共同利益背反行為に該当すれば、
直ちに区分所有法 57 条所定の差止請求が肯定されることになるし、また、区
分所有法 58 条所定の使用禁止請求や区分所有法 59 条所定の競売請求を肯定す
る際の要件にもなっている。かくして、共同利益背反行為（＝区分所有法6条「共
同の利益に反する行為」）をいかに解すべきかというのは理論的・実務的に重
要である。共同利益背反行為の存否については、当該行為の必要性の程度、こ
れによって他の区分所有者が被る不利益の態様、程度などの諸事情を比較衡量
して決すべきであるとの一般的基準が示された（東京高判昭和 53 年 2 月 27 日
下民集 31 巻 5 ～ 8 号 658 頁）。学説では、上記裁判例をふまえ行為の類型化が
指向されている（①不当使用、②不当毀損、③ニューサンスの三類型が一般的
である）。近時、さらなる議論の深化がある。なお、本稿で共同利益背反行為
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については詳論しない（23）。
3）規約違反行為と共同利益背反行為との関係
　立法者サイドは、規約違反行為が直ちに共同利益背反行為になるものではな
いことを前提としたうえで（24）、規約中の規定のうち、共同利益背反行為に該
当する行為を具体的に規約で明らかにしたものが絶対的禁止事項であり、共同
の利益に反する行為（＝共同利益背反行為）とまではいえないが、規約で特に
禁止した事項が相対的禁止事項である（25）、と説いている。学説においても同
様に規約違反が直ちに共同利益背反行為になるものではないと解する見解（26）	
が支配的である。
4）本判決
			「民泊営業のために・・・共同の利益に反する状況・・・が現実に発生し」
※裁判所は、本件で共同の利益に反する行為（＝共同利益背反行為）があった
ものと評価している。
5）検討
　裁判所は、本件での民泊につき規約違反行為であり、かつ、共同利益背反行
為と判断したものと評価しうる。また、本判決は、立法者サイド・学説と同様
に規約違反行為の存否と共同利益背反行為の存否については別次元のものと判
断している。極めて正当な判断である。

四．おわりに
　本判決は、本件マンション規約中に住居・事務所専用規定が存在することを
前提とした上で、住戸部分での民泊は規約違反行為であるとし、当該民泊営業
のために共同利益背反行為が生じていると判断した。もっとも、訴訟継続中に
被告が当該専有部分を第三者に売却したため、原告の求める区分所有法 57 条
所定の差止請求は認めず、弁護士費用のみ認めたに過ぎないが、第三者への売
却がなければ区分所有法 57 条所定の差止請求は認められたと考えてよかろう。
本判決では、とりわけ純然たる住居専用規定は存在せず、住居・事務所専用規
定が存在している点に特徴がある。前述の通り、同種の紛争は今後も発生する
可能性が多分にあるところであるが、その際、重要となるのが当該マンション
規約中に用途制限についてどのような規定を有しているのかという点である。
具体的には、①住居専用規定は存在する、②住居・事務所専用規定が存在する



民泊を理由とする区分所有法57条所定の差止請求の可否（否定）

159

（本件）、③用途制限について規定なし、の三類型が想定される。①②の場合民
泊＝規約違反となるが、③の場合は規約違反の問題はそもそも生ずることなく、
単に共同利益背反行為になるのか否かという問題になろう。①②の場合、理論
的には民泊が規約違反行為に該当したとしても共同利益背反行為にはならない
とする余地があるように思われるかもしれない。しかしながら、規約は規約自
治に基づき区分所有者の自由な意思と判断に基づいて制定されたものであるこ
と、かつ、従来の議論から明らかなように住居専用規定が創設的規定であるこ
とから当該規定の存否が重要であり、とりわけ住居専用規定については存在し
ている限り厳格に解するのが裁判例・学説の基本的態度である。とするならば、
権利濫用に該当するような例外的な場合を除いて規約違反はそのまま共同利益
背反行為に該当するとみてよかろう。本件で問題となっている住居・事務所専
用規定も住居専用規定と同じく用途制限を求める創設的規定であることから、
同様に解することができよう。
　なお、本件は住戸部分を民泊利用したものであるが、複合用途型マンション
の店舗部分での民泊利用は可能であるのか、また、規約に用途制限規定が存在
しない場合（上記③）、共同利益背反行為の有無をどのように判断すべきだろ
うか。これらは今後の課題である。

（1） 日本政府観光局、平成 29 年 1 月 17 日公表。また、日本政府観光局が平成 30 年１月 16
日に公表したところによれば、平成 29 年に訪日した外国人数は前年比 19.3％増の 2869
万１千人となり、前年に続き過去最多を記録した。詳細は https://www.jnto.go.jp（日本
政府観光局 HP）を参照されたい。

（2） 遠藤温子「民泊の現状と法律問題について」Evaluation62 号 18 頁（プログレス、平成　　
　　 28 年）。

（3） 明日の日本を支える観光ビジョン構想会議「明日の日本を支える観光ビジョン―世界が訪
　　 れたくなる日本へ―」（明日の世界を支える観光ビジョン構想会議、平成 28 年）2 頁。

（4） 熊谷則一「住宅宿泊事業法の概要と実務対応の視点」市民と法 105 号 40 頁（民事法研究会、
平成 29 年）。

（5）世界最大手の民泊マッチングサイト Airbnb（エアビーアンドビー）の運営会社は、平成
28 年に同社のエアビーアンドビーを利用した訪日客は 138 万人 3000 人に上り、その数は
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前年の 6 倍であると平成 28 年６月に発表した。詳細については、遠藤温子「民泊の現状
と法律問題について」Evaluation62 号 18 頁（プログレス、平成 28 年）を参照されたい。

（6） 本法においては、いわゆる民泊のことを「住宅宿泊事業」と表現しているので、注意さ　
れたい。

（7） 内田耕司「住宅宿泊事業とマンション管理規約」市民と法 105 号 49 頁（民事法研究会、
平成 29 年）。

（8） 厚生労働省・観光庁「『民泊サービス』の制度設計のあり方について」（「民泊サービス」
のあり方に関する検討会最終報告書）1 頁（民泊サービスのあり方に関する検討会、平成

 28 年）。
（9） 本判決は、裁判所においてはじめてマンションにおける民泊営業の可否につき判断された

ものと思われる。
（10）改正後のマンション標準管理規約にあっては、民泊（＝住宅宿泊事業）の可否については　
　　 当該マンションにおいて決定することとし、可能とする場合であっても家主居住型のみ可
　　 能とする場合、家主同居型のみ可能とする場合、可否を規約の下位規範である使用細則に
　　 委ねるという三類型の規定例を示している。

（11）大木祐悟『逐条詳解　マンション標準管理規約』110 頁（プログレス、平成 29 年）。
（12）マンション標準管理規約には、単棟型、団地型のほかに複合用途型が存する。複合用途型
　　 は、住居・店舗併用のマンションを対象としている。即ち、専有部分を住戸として使用す
　　 る区分所有者と専有部分を店舗として使用する区分所有者の双方が存在するマンションを
　　 対象にしている。

（13）用途外利用行為を理由とする区分所有法 57 条所定の差止請求の可否について論じた最近
　　 の論文として、土居俊平「規約違反と共同利益背反行為―用途外利用行為を中心として―」
　　 日本マンション学会誌マンション学 58 号 79 頁（民事法研究会、平成 29 年）がある。

（14）マンション内における多数の事務所利用という用途外利用行為を黙認しつつも被告のカイ
　　 ロプラクティック治療院としての利用のみを問題視し治療院の営業停止を求める行為は権
　　 利濫用であるとされた東京地判平成 17 年 6 月 23 日判例タイムズ 1205 号 207 頁、被告以　　 

外にも用途外利用行為が散見されると認定した上で会計事務所としての利用の停止を求め
る原告の訴えを棄却した東京地判平成 23 年 3 月 31 日判例タイムズ 1375 号 219 頁、の 2　　 
件を指摘しうる。なお、後者の東京地裁平成 23 年判決は控訴審（本文中の東京高判平成　 
23 年 11 月 24 日判例タイムズ 1375 号 215 頁）では、もはや用途外利用行為をしているの　　 
は被告だけであると認定した上で、会計事務所としての利用は規約違反であり区分所有法　　 
57 条所定の差止請求が肯定された。

（15）  稲本洋之助＝鎌野邦樹『コンメンタールマンション標準管理規約』53 頁［鎌野邦樹執筆
部分］ （日本評論社、平成 24 年）。

（16） 国土交通省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室監修『マンション標準管理規約の
　　 解説』79 頁（大成出版社、平成 17 年）。

（17） 渡辺晋『最新マンション標準管理規約の解説［3 訂版］』41 頁（住宅新報社、平成 28 年）。
（18） 仙波英躬「営業の制限」『裁判実務大系 19　区分所有関係訴訟法』306 頁（青林書院、平 
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　　 成 4 年）。
（19）国土交通省は、マンション標準管理規約のそれぞれの条文にコメントを付している点に注　
　　  意されたい。

（20）  稲本洋之助＝鎌野邦樹『コンメンタールマンション標準管理規約』53 頁［鎌野邦樹執筆
部分］（日本評論社、平成 24 年）。

（21）国土交通省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室監修『マンション標準管理規約の
解説』80 頁（大成出版社、平成 17 年）。

（22） 詳細については、土居俊平「規約違反と共同利益背反行為―用途外利用行為を中心として
―」日本マンション学会誌マンション学 58 号 79 頁（民事法研究会、平成 29 年）を参照
されたい。

（23）区分所有法 6 条「共同の利益に反する行為」に関して論ぜられた近時の主要文献は以下の
通りである。土居俊平＝月岡利男「共同の利益に反する行為と差止・使用禁止・競売の請
求」マンション法研究班編『マンションの法と管理（関西大学法学研究所研究叢書 28 冊）』
121 頁（関西大学法学研究所、平成 16 年）、伊藤栄寿『所有法と団体法の交錯』162、170
頁（成文堂、平成 23 年）、横山美夏「区分所有法 59 条による所有権の剥奪」吉田克己＝
片山直也編『財の多様化と民法学』688 頁（商事法務、平成 26 年）、野口大作「区分所有
者等の共同利益に反する行為に関する一考察」日本マンション学会誌マンション学 53 号
67 頁（民事法研究会、平成 27 年）など。

（24）濱崎恭生『建物区分所有法の改正』342 ～ 343 頁（法曹会、平成元年）。更に、濱崎氏は、
注 16 で実際上規約の規定にはさまざまなものがあり法的拘束力を有しない心得（紳士規
定）を定めたものが少なくないと説く。

（25）法務省民事局参事官室編『あたらしいマンション法』294 頁（商事法務研究会、昭和 58 年）。
（26）稲本洋之助＝鎌野邦樹編『コンメンタールマンション標準管理規約』251 ～ 252 頁［飯田

雄二］（日本評論社、平成 24 年）。鎌野邦樹ほか編『マンション法の判例解説』125 頁［横
山美夏］、147 頁［大場浩之］（勁草書房、平成 29 年）、青山正明編『注解不動産法 5　区
分所有法』57 頁［青山正明］（青林書院、平成 9 年）。




