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事実の概要

　１　本件は、東京都新宿区に所在するマンショ
ンの管理組合の区分所有法（建物の区分所有等に
関する法律。以下、「法」という。）上の管理者であ
るＸが、同マンションの区分所有者であるＹ（不
動産の売買・賃貸管理・仲介等を目的とする株式会社）
に対し、Ｙがその所有する専有部分（以下、「本件
建物」という。）においていわゆる「民泊営業」を
行っており、これが法 6条 1 項の共同利益背反
行為に当たるとして、法 57 条 1 項に基づき、上
記行為の停止を求めるとともに、不法行為に基づ
く損害賠償として、弁護士費用及び遅延損害金の
支払いを求めた事案である。

　２　本件マンションにおける原始規約 22 条に
は、「住宅部分の組合員は、その専有部分を住居、
事務所目的以外の店舗又は飲食店等（レストラン、
スナツクバー、喫茶店、クラブその他これに類す
る深夜営業を行うものを含む）に使用することが
できない。」との定めがあった。
　ＸはＹに対し、平成 27 年 12 月 22 日と翌年 1
月 8 日付で、書面により、大きなスーツケース
等を携行した旅行者と推認される者が同マンショ
ンに出入していることについて、旅館業法及び管
理規約に違反する使用が疑われるとして、使用実
態について回答を求めたが、Ｙは、Ｙの代表者の
友人が訪問したものであると回答した。
　Ｘはその後も度々民泊行為を中止するように申
し入れたが、Ｙの利用状況に変化がなかった。そ
こで、平成 29 年 6 月 23 日に開催された総会に
おいて、法 57 条に基づき、本件訴訟の原告を、

管理者であるＸとすることが決議され、Ｘが本件
訴訟を提起した。
　これに対して、Ｙは、民泊営業をしているとい
う事実を否認した。

判決の要旨

　１　「Ｙが行う本件民泊営業は、規約違反を検
討するまでもなく刑罰の対象となる違法な行為で
あって、Ｘの度重なる中止の申入れにもかかわら
ず、本件民泊営業を実施し続け、本件マンション
の他の区分所有者らの負担の下で、Ｙのみが経済
的利益を得ていることのほか、他の区分所有者ら
の本件マンションの利用において一定の不利益が
生じている……。
　したがって、Ｙが本件建物で本件民泊営業を行
うことは、他の区分所有者の共同の利益に反する
行為であると認められるから、本件マンションの
他の区分所有者の全員は、Ｙに対し、本件民泊営
業をしないように求めることができる」。

　２　「Ｙは、Ｘからの再三にわたる本件民泊営
業の中止の申入れにより、本件民泊営業が旅館業
法に違反する違法行為であり、区分所有法に定め
る『共同の利益』を害することを知りながら、そ
れにもかかわらず、Ｘからの本件民泊営業の中止
の申入れを無視し続けて本件民泊営業を継続した
ことから、Ｙ以外の区分所有者らは、Ｙによる本
件民泊営業を差し止めるため、弁護士に依頼して、
本件訴訟を提起せざるを得なくなったものと認め
られる。
　したがって、Ｙの上記行為は、区分所有者らに
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対する不法行為を構成するものであ」る。

判例の解説

　一　本件の争点と判示
　本件の争点は、①Ｙが民泊営業行為を行ってい
るか、②Ｙが行っている行為が法 6条 1 項の共
同利益に反する行為か、③Ｙの行為が区分所有者
らに対する不法行為を構成するかである。
　まず①について、Ｙ側は、民泊営業行為を行っ
ているという事実を否認した（なお、Ｙはそもそ
も民泊営業の届出をしていない。）。これに対して、
本判決は、本件マンションに設置された防犯カメ
ラの映像から、本件建物を訪問した者は、いずれ
も複数で訪問し、大型のスーツケースを携えてい
ることが多いこと、また、清掃員とみられる者が、
訪問者らが退室した後に本件建物に入室し、概ね
2時間程度が経過した後に退室するといった状況
が確認されていること、さらには、平成 28 年 4
月から平成 30 年 9 月までの間に訪問者らが本件
建物を訪れていた日数の割合は約 90％と極めて
高い稼働率であること、本件建物内にはチェック
アウト時刻や追加料金についての説明が記載され
た張り紙がされていること等を指摘し、Ｙが本件
建物において民泊営業を行っているものと認め
た。
　次に、②Ｙの行為が共同利益に反する行為とい
えるかについてである。本判決はまず、一般論と
して、区分所有者の行為が法 6条にいう「区分
所有者の共同の利益に反する行為」と認められる
かどうかは、当該行為の性質、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、
程度等の諸事情を比較考量して決するのが相当で
あるとの判断枠組みを示す。その上で、本判決は、
本件について、一方において、Ｙは無許可で民泊
営業を行っており、その民泊営業は刑罰をもって
禁止されている違法な行為であること、他方にお
いて、本件マンションの他の住民は、Ｙの民泊営
業行為によりエレベータや郵便受けの利用に支障
が生じていること、さらに、訪問者らはＹの立会
いのないまま 1階エントランスのオートロック
ドアを開扉しており、本件マンションの防犯設備
の一部が無力化されていることを指摘し、本件に
おいては、Ｙの民泊営業行為により、他の区分所
有者らに本件マンションの利用において一定の不

利益を生じさせており、Ｙの行為は共同の利益に
反する行為に当たると判示した。
　さらに、③Ｙの行為が不法行為を構成するかに
ついて、本判決は、前記判決の要旨２のとおり述
べて、Ｙの民泊営業は他の区分所有者らに対する
不法行為を構成するとした。
　以上から、本判決は、Ｙに対し、民泊営業の差
止め及びＸに対する弁護士費用の賠償を命じた。

　二　前提となる法状況
　１　民泊営業とその規制
　いわゆる「民泊」とは、民間の住宅の一部やマ
ンションの居室に有料で観光客を宿泊させる行為
であり、訪日外国人（インバウンド）需要の高ま
りを受けて大きく注目されるようになった。しか
し、当初は、わが国においては、個人が自宅や空
き家の一部を利用して行う場合であっても、「宿
泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合
には、旅館業法上の許可を得るか、国家戦略特別
区域法（平成 25 年）の特区民泊の認定を受ける
必要があり、民泊事業への参入の障壁は高かった。
その一方で、宿泊客の騒音・迷惑行為やゴミ出し
等によるトラブル、旅館業法に違反する民泊の横
行などが社会問題化したのである。
　そこで、平成 29 年 6 月に成立した住宅宿泊事
業法（「民泊新法」ともいう。）では、法による届出
がある場合には、旅館業法に定める旅館業の許可
を得ずに民泊事業を営むことができるとされる一
方で、社会秩序維持の観点から、年間の営業日数
や床面積に応じた宿泊者数の制限のほか、衛生措
置や安全の確保、周辺地域の生活環境への悪影響
の防止に関し必要な事項の説明、周辺住民からの
苦情等への対応など、事業者の義務が定められた。
　住宅宿泊事業法の成立により、分譲マンション
においても民泊が実施され得ることとなったが、
マンションの住環境の悪化に対する懸念も高ま
り、対応を講じる必要性が生じた。そこで、後述
するマンション標準管理規約の改正のほか、区分
所有建物内において民泊営業を行う場合には、同
法上の届出の際に、「管理規約に住宅宿泊事業を
営むことを禁止する旨の定めがない旨（当該規約
に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない
場合には、管理組合に届出住宅において住宅宿泊
事業を営むことを禁止する意思がない旨）」の確
認が要件とされ、さらに、それを裏付ける添付書
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類として、「専有部分の用途に関する管理規約の
写し」の提出が求められることとなった（住宅宿
泊事業法施行規則第 4条参照）。

　２　マンション標準管理規約の改正
　法 3条は、区分所有者は、全員で、建物並び
にその敷地及び付属施設の管理を行うための団体
を構成し、区分所有法の定めるところに従い、集
会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことが
できると規定する。そして、マンションの管理規
約については、国土交通省が、管理組合が各マン
ションの実態に応じて管理規約を制定・変更する
際の参考とすべきものとして「マンション標準管
理規約」を策定・公表しており、実際に多くの分
譲マンションにおいて、マンション標準管理規約
に倣って管理規約が作成されている。
　従前、マンション標準管理規約 12 条（旧）では、
「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」
と規定されていたが、上記の住宅宿泊事業法の成
立を受け、国土交通省は、平成 29 年にマンショ
ン標準管理規約を改正し、民泊営業を認めるか否
かが管理規約上明確にされるよう、これを認める
場合と禁止する場合、及び一部の態様のみ可能と
する場合の具体的内容についての規定を置いた。
改正後のマンション標準管理規約には、具体的に、
「民泊営業を禁止とする場合」、「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」、「民泊営業を禁止することに加え広告掲載も
禁止する場合」のそれぞれについて、規約例が示
されている。実際に多くの管理組合において、マ
ンション標準管理規約の改正に倣った規約改正が
行われたものと推測される。

　三　民泊に関する従来の紛争事例
　民泊に関する裁判例はまだそれほど多くはな
い。本判決より以前のものとして、①東京地判平
30・9・5（公刊物未登載、LEX/DB25557195）は、
複合用途型マンションにおいて民泊利用を禁止す
る旨を明記する規約改正が行われたが、区分所有
者が規約改正の前後において民泊営業を行ってい
たため、管理組合が民泊営業の停止と不法行為に
基づく損害賠償を請求した事案において、これ
らの請求が認容された。同様に、②東京地判平
30・8・9（公刊物未登載、LEX/DB25557080）でも、

民泊利用を禁止する旨の規約が存在する複合用途
型マンションにおいて区分所有者がウェブサイト
を利用して民泊営業を行っていたため、管理組合
が当該民泊行為の差止めと弁護士費用相当額の賠
償を請求した事案において、請求が認容されてい
る。③なお、大阪地判平 29・1・13（公刊物未登載、
LEX/DB25545700）は、区分所有者がマンション
の管理規約の使用目的規定に違反して民泊営業を
営んでいたため、管理組合が民泊営業の差止めと
弁護士費用相当額の賠償を求めた事案であるが、
当該区分所有者がその後に専有部分を売却し、新
所有者は民泊営業を行っていなかったため、差止
請求は認めず、損害賠償請求のみ認めた。

　四　共同の利益に反する行為
　１　共同の利益に反する行為の内容
　法 6条 1 項は、区分所有者に、①「建物の保
存に有害な行為」、及び②「その他建物の管理又
は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行
為」（以下、両者を合わせて「共同利益背反行為」と
よぶ。）を禁止している。
　それでは、具体的にいかなる行為が共同利益背
反行為に該当するか。その判断方法としては、東
京高判昭 53・2・27（下民集 31 巻 5＝ 8号 658 頁、
金法 875 号 31 頁）により、「当該行為の性質、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、程度等の諸事情を比較考量して決
する」という枠組みが示されており、本判決もこ
れを踏襲している１）。つまり、ある行為が共同利
益背反行為に該当するかは、個別の事案において
諸般の事情を勘案し具体的に判断するほかない。
ただ、これについて従来から一定程度の類型化が
なされており、行為類型別には、①建物の不当毀
損行為、②建物等の不当使用行為、③建物等の不
当な外観の変更、及び④プライバシーの侵害ない
しニューサンス（騒音、振動、悪臭等の生活妨害）
に分けられるとされる２）。さらに、⑤管理上の債
務不履行、特に管理費や修繕積立金等の不払いも、
法 6条 1 項の禁止行為に該当するとして差し支
えなかろう３）。
　そして、法 6条 1 項の禁止に違反してなされ
た行為について、他の区分所有者は、法 57 条～
59 条の規定に基づき、差止め、使用禁止及び競
売の裁判上の請求をすることができる。
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　２　各区分所有者の請求権との関係
　ところで、各区分所有者もまた、その区分所有
権または共用部分の共有持分権ないし人格権に基
づき、法6条 1項の定める義務の違反者に対して、
物権的請求権ないし不法行為を理由とする差止請
求権や損害賠償請求権を取得し得るが４）、これと
法 57 条の権利の関係についてはどのように理解
すべきか。法 57 条の規定は、区分所有者の団体
的利益を守るための、法 6条 1 項の義務に対応
する団体的権利として定められたものであるとさ
れる５）。したがって、法 6条 1項に違反する行為
により被害を受けた個々の区分所有者が、上記の
団体的権利とは別個に存在すべき各請求権を行使
することは妨げられない６）。
　なお、本件では、Ｙの民泊営業行為の継続によ
り、これを差し止めるため、本件訴訟の提起・追
行を弁護士に依頼せざるを得なくなったことが不
法行為を構成するものとされている。

　五　規約の効力
　本件では、Ｘの主張によれば、平成 28 年 3 月
18 日に開催された管理組合の臨時総会において、
原始規約 22 条は、「住宅部分の組合員は、その
専有部分を住居、事務所目的以外の店舗又は飲食
店等（レストラン、スナツクバー、喫茶店、クラ
ブその他これに類する深夜営業を行うものを含
む）又はいわゆる民泊又はこれに類する一切の行
為（下線部筆者）に使用することができない。」と
改正され、同改正は同日から施行された。これに
対してＹは、当該変更は実質的に建物の使用制限
の範囲を拡大するものであって、Ｙの権利に特別
の影響（法 31条 1項）を及ぼすから、Ｙの承諾が
必要であると主張した。しかし本判決は、かかる
Ｙの主張に対して判断を示していない。これは、
Ｙの行為が規約違反を検討するまでもなく刑罰の
対象となる違法な行為であるとの認定による。そ
うすると、法に違反しない範囲での民泊行為につ
いては、管理規約との関係が問題となり得る。
　第 1の問題として、管理規約を変更して、民
泊行為を完全に禁止することは、法 31 条 1 項の
「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす」
ものとして、当該区分所有者の承諾を必要とする
か。これについて、前掲東京地判平 30・8・9は、
管理組合が規約を改正して、「区分所有者は、そ
の専有部分を専ら住宅あるいは事務所として使用

するものとし、他の用途（不特定の者を対象とし
てその専有部分を宿泊や滞在の用に供することを
含む。）に供してはならない」旨を新たに規定し
たことについて、同改正は区分所有者の権利に「特
別の影響」を及ぼすものではないから、法 31 条
1項に基づく承諾は不要としており、妥当であろ
う。
　第 2に、管理規約が変更されず、改正前のマ
ンション標準管理規約 12 条のとおり「専ら住宅
として使用」するものとする旨の定めのみがある
場合において、住宅宿泊事業法に基づく届出があ
り、同法の制限の範囲内で民泊営業が行われたと
きに、これが法 6条の義務違反（用途違反）に当
たるかという問題がある。「専ら住宅として使用
する」旨の管理規約により、適法なものも含め民
泊営業行為が一律に禁止されているとの解釈を導
く余地もあろうが、分譲マンションにおけるすべ
ての民泊が排除されるべきものではなく、上記の
解釈には疑問がある。

　六　おわりに
　本件は無届の民泊営業のケースであり、民泊営
業行為の態様も違法性が顕著な事案であった。管
理規約の改正等で民泊営業を制限したとしても、
このような無届の民泊営業をめぐる紛争を完全に
排除することは困難であろう。本件においては、
管理組合側がＹの民泊営業行為に関する客観的記
録を集めていたことが裁判所によるＹの民泊営業
行為の認定に繋がったようであり、紛争の防止と
解決には、規約の改正を含めた管理組合側の積極
的な行動が肝要であることが示されたといえる。

●――注
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釈民法 (7)』（有斐閣、2007 年）632 頁［川島・濱崎・吉
田］参照。

２）稻本洋之助＝鎌野邦樹『コンメンタールマンション区
分所有法〔第 3版〕』（日本評論社、2015 年）47 頁以下
参照。

３）濱崎恭生『建物区分所有法の改正』（法曹会、1989 年）
360 頁参照。

４）稻本＝鎌野・前掲注２）47 頁以下、前掲注１）新版注
釈民法 (7)634 頁参照。

５）濱崎・前掲注３）338 頁参照。
６）稻本＝鎌野・前掲注２）50 頁参照。


