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述内容は、すでに発行した別冊-1～別冊-16 をまとめ、記述内容を含めて整理し直したものです。
本編「実践 区分所有法 など」〔改訂版〕の訂正すべき記述や知識の隙間埋め的に補充した記述が
多数にのぼりますので、そのような記述には極力「参照：・・・・・」として「実践 区分所有法 など」〔改訂
版〕に記述されている題名と該当ページ数を明記しています。本編の該当記述をお読みいただくと、理

解が深まるものもあるかとも思います。
文責は全て私個人にあり、個人的な情報提供と判断されて結構です。批判やご質問そして出版情
報などもありましたら、お知らせいただけるとありがたいです。
マンション管理士・一級建築士・宅建試験合格者 中野 誠
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(追 1) その後別冊-16 以降も続き、別冊-32 まで発行され、記述の関連性だけを重点に
して、いまでの順番を無視し再編集をしています。読んでいくと、以前と全く違った
場所に記述が配置されていることに驚くかもしれません。
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(追 2) この記述内容は、建築ネットワークセンターのホームページに掲載されている「別
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たものです。
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〔別冊大目次〕

2015/7/22

頁

大目次

1

区分所有法理解のための予備知識

1

一般条項条文とは--解釈の余地の大きい漠然とした用件を持った条文―

1

一般法と特別法の関係--民法と区分所有法の関係--

2

手続法と実体法その他の法体系の関係

2

法律条文や文章のカッコ( )部分は飛ばして読む

3

〔前 3 条〕とは、前の三つの条文を示しています。直前の一つの条文ではありません。

4

原則として・・・」との表記の理由――文章の省略法?―――

5

「実践 区分所有法 など」の「区分所有者(住戸所有者)や専有(住戸)部分の括弧書は、読みづらい」の批判に
答える

5

判例は、どうすれば読むことができるか---判例の探し方情報――

6

商人であろうが会社であろうが、区分所有権を持っていれば、区分所有者です。
―――基本の基本を確認してみましょう―――

7

11

民法と区分所有法と標準管理規約について(勉強会講義録 1)
8

※「マンションという用語について」

9

※「マンションに関係する他の法律」

10

※「区分所有者」と「団地建物所有者」について

11

※団地管理と規約について

共有部分と共用部分について(勉強会講義録 2)
11

※区分所有法は 3 つの章に分かれた構成となっています

12

※共有部分と共用部分の用語の区別について

13

※ここで、話を整理する意味で、法文に出てくる「建物」という用語について説明しておきます。――
区分所有法で扱う「建物」は区分所有建物(棟建物・分譲建物)だけです―――

14

※共有と共用の定義の違いと管理対象の違い

14

※まずは共用部分についてお話を進めます。

15

※共用部分の種類

16

※団地共用部分について

16

※区分所有法では共用部分は専有部分と別々に売買できないと定めています

16

※ただし、敷地(敷地利用権)は、専有部分と別々に売買できる場合があります。

16

※区分所有法では民法の規定がそのままではありません。

17

※民法の「持分」という考え方は生きています。

17

※区分所有法では民法の規定がそのままではないもう一つの事例。
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18

28

マンションの管理体制全般について ―第 3 回勉強会案―
18

※「権利能力なき社団」としての管理組合とは

19

※管理者と理事会とはどういう関係なの

20

※管理員と管理者の違い

20

※理事長と理事会はどういう関係なの

21

※理事と理事会と理事長について

22

※総会で、理事は、理事会で決まったことに反対できるのか

22

※区分所有法での管理者と規約上での理事長の役割の違い
22

① 集会(総会)の招集・開催権限は誰にあるのか―理事長か理事会か―

23

② 原告または被告になることについての区分所有法と規約の違い

24

※集会と総会の違い

25

※総会の役割

27

※総会は、決議をするだけの場所ではありません

27

※総会成立の定数の規定が抜け落ちている区分所有法

区分所有法の建替えの規定について その 1

―第 4 回勉強会--

28

※区分所有法は建替え決議までの法律…その先は?

29

※建替え決議の最低条件は敷地が共有されていることと区分所有建物(マンションを含む)であること

29

※「マンションの建替え《等》の円滑化に関する法律」は、マンションに限定した法律

29

※建替えは敷地が共有であることが前提―「建替え承認決議」について―

30

※「団地内の建物の建替え承認決議」とは

30

※「建物の建替え決議」条件は、原則として区分所有者(住戸所有者)の頭数と議決権の 5 分の 4 の
承認決議だけ

33

31

※建替えの方法には何種類もある

31

※建替え決議に反対した人の運命は?

32

※建替え決議は、建替えを決定し、それを全員に強制する決議ではありません

32

※建替え決議の 1 か月前開催しなくてはならない説明会

区分所有法の建替えの規定について その 2

―第 5 回勉強会--

33

※「建替え決議」では、何を議案にしなくてはならないのか。

33

※ 「建替え決議」をするためには、以下の 4 つの事項も議案の要領の通知と一緒に通知しなくては
なりません。そしてこの 4 つの事項は、事前の説明会のテーマとなります。

33

※まずは、議案を理解してもらうことを目的して通知される 4 つの説明会資料について一つ、一つ説
明していきます。

35

※次は、建替え決議で決議すべき議案についてです。
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37

建替え推進のための建替え決議の多数決要件の緩和は逆効果―第 5 回勉強会----建替えが促進されない最大の要因は、区分所有者の金銭負担です---

37

区分所有法について

37

区分所有法成立に至る背景

38

38

※ 区分所有法の内容

38

※ 区分所有法制定の特徴

区分所有法立法の必要性について
――建物の区分所有等に関する法律の解説法(川島一郎)(「建物区分所有法の改正」p．503)――

40

区分所有法へのドイツ法の影響

42

1983 年区分所有法改正(第 1 回改正)の背景

42

1983 年改正区分所有法の正式名称

42

区分所有法における共同管理の仕組み

42

なぜ、区分所有法は民法に優先して適用されるのか。―なぜ｢敷地｣は共用部分ではないのかの疑問から始
まった―

45

一物一権主義と区分所有
45

46

※ 一物一権主義は、１個の物に１個の物権が対応する、ということです。

「改訂版 区分所有法」で使用されている「新法」は「1983 年改正区分所有法」のことです。
---「改訂版 区分所有法」の表現に統一性を欠いた使い方に対する批判-46

※ 少なくとも半数の著者の記述は 1983 年改正法と 2002 年改正法が入り混じった間違った記述で
す。

47

区分所有者は一人でも良い ――区分所有法とマンション管理適正化法の定義の相違---

47

「・・・・法律または規約の別段の定めがない限り・・・」の意味
――区分所有法を正確に理解するために、条文の違いを読み取ろう---

49

不動産登記法関連

49

不動産登記法での「区分建物｣は区分所有法の「専有(住戸)部分」のことです

49

何か変な「区分建物とは?」の説明

(区分建物)

--専有部分を区分建物と表現するとともに、区分所有建物とも表現する混乱--50

「区分建物」という用語について

---インターネットの表記方法より---

52

どちらを定義しているかを独自に判断することを要求されている不動産登記法の「区分建物」の定義
――「マンション登記法 第４版」を例題として--54

Ⅰ． ｢区分建物｣が専有(住戸)部分の定義と分譲建物全体を表す定義が渾然と使われている一
例(「マンション登記法 第４版」p．92 より)

54

Ⅱ．｢区分建物｣が専有(住戸)部分の定義として使われている一例
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55

Ⅲ．不動産登記法での実例

56

区分所有意思の外部化・客観化の重要な指標としての建物区分登記申請行為

57

区分所有権の目的物となる建物の部分の用途

58

専有(住戸)部分の全部について同時に表題登記申請の義務付けのメリット

58

マンション管理事務所が専有(住戸)部分か共用部分かの確認方法

59

専有(住戸)部分の面積計算方法に、二種類あることの理由説明に異議あり

61

専有(住戸)部分を購入した時の所有権保存登記の方法

61

分譲建物(マンションを含む)については、マンション販売会社から購入した者も、直接所有権の保存登記が
できる

61

更正登記と変更登記の違い

62

結構高額な、規約敷地にした場合の登記費用

62

現行法での、「分筆手続きは全員の合意」が必要なことへの批判論文の紹介

63

旧法の「不動産登記法施行細則第 39 条」の規定 ―現在は不動産登記規則第 46 条に規定されています。
――

63

「譲渡・転貸をすることができる｣との登記がないと、賃借権の譲渡及び転貸の制限が係ります。

64

「登記所」という役所があると思っていませんか

65

分譲建物(マンションを含む)での床面積の表示の仕方には 2 種類ある

65

規約共用部分は表題登記なのに、なぜ、第三者対抗力があるのだろうか

69

表題登記は、なぜ、法人格のない管理組合の管理者でも登記できるのだろうか
―表題登記と権利登記の違いについて―

70

表題登記については、登記申請義務を果たさなくても、実際に罰則を科せられることはほとんどなし。しか
し、

71

登記された賃借権のメリット
-賃借権の譲渡又は賃借物(賃借権)の転貸を許す旨の登記特約がある場合とない場合--

72

マンション(各専有部分)における所有権保存登記の例外
――マンション管理士試験のための知識? ―-―

74

「共用部分」登記についての不動産登記法の条文

75

不動産登記法と区分所有法は別次元の法律

76

「敷地」と敷地利用権(共有敷地持分権)

76

規約敷地について(利用権がなくても設定できる規約敷地)
――規約敷地とはどういうものかについての一考察---

76

敷地利用権(専有《住戸》部分を所有するための権利)とはどういうものか

77

敷地権と敷地利用権
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77

敷地利用権の割合(床面積の等しい二個の専有《住戸》部分を所有している場合)

78

敷地利用権(共有敷地持分権)の持分割合は規約が優先的に適用される

78

分離処分禁止に対抗できる可能性---念のため定められた、専有部分と敷地利用権とを分離して処分できな
いとされた「一体性の原則」---

79

「マンション紛争の上手な対処法 第 4 版」記述への些細ないちゃもん
―――「敷地」は共用部分の範疇ではないのでは----

80

「マンション管理組合テキスト」著者への質問
---「共用部分や敷地利用権が共有となることは、規約で規定」との記述は間違いなのでは--80

※ 学芸出版社様

80

※ 学芸出版社の返事

81

※著者の回答

81

地上権または賃借権の底地に当たる所有権は敷地権ではない?

82

共有の敷地や附属施設には、法第 13 条も準用されるべき
――区分所有法第 21 条の内容へのいちゃもん----

82

敷地利用権である使用貸借の敷地は登記ができません
―――2014 年マンション管理士試験より---

83

専有(住戸)部分と敷地利用権の分離処分の禁止と登記制度の関係

84

ことの性質上、敷地権が登記されていながら、分離処分のできる事例(区分所有法第 23 条の例外)

85

なぜ、共有の敷地利用権(共有敷地持分権)は、特別の縁故があった者がいない場合には国庫のものになる
のか

86

民法と不動産登記法での「不動産」の定義の違い―登記できるものは何か-87

※登記の対象となる建物と対象とならない建物の種類

88

※ちょっと余談ですが、区分所有法では、「土地」と「敷地」は明確に使い分けています

88

マンションのメゾネットは、3～4 階にあっても不動産登記法では「２階建」

88

区分地上権

88

敷地権と区分地上権(普通地上権とは異なります)

89

区分地上権って何(普通地上権とは異なります) ---平成 22 年のマンション管理士試験より---

90

区分地上権の設定は区分所有者(住戸所有者)全員の同意が前提

91

地下 30 メートル以上も地権者同意必要

92

借地関連

92

借地権と賃借権とは一体何が違うの

94

借地権が区分所有権(建物)と分離処分できないその民法上の根拠

94

「登記されていない借地でも、分離(別々)処分は認めらない」との見解に対する疑問---幾代通・民法総則
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〔第二版〕172 頁--94

準共有(借地権)敷地の地代の支払方法について

95

つくば方式という定借方式があると聞いたのですが、どんな方式？なのでしょうか。
95

※ スケルトン定借（つくば方式）

96

■質問

97

「定借マンションガイドブック」

97

底地について

97

｢底地｣という用語についての理解のために---敷地への抵当権設定の際の事例--97

※ 民法上での敷地と底地の相違

97

※「底地」の範囲についての理解のために

98

※結論

98

※「底地」の表現についての実例

98

みなし規約敷地の対象敷地は、建物の底地が対象ではありません

99

不動産登記法上からも、文献の「底地」という用語の使い方間違っています

100

「管理組合」について

100

何か変な「管理組合とは何ですか?」の回答 ――「マンショントラブル法律 Q&A」の記述批判---101

※ ㈱税務経理協会-1 吉田朋弁護士への問い掛け

102

回答-1

102

再質問

102

管理組合と自治会一体化への共鳴できる提案 --「建物区分所有法の現代的課題」より---

103

管理組合の結成方法・? --おかしなことを提案するものだ。と思われた方も少なからず居られるでしょう。--

107

とは言いながら、現実には管理組合がないマンションも

109

区分所有者(住戸所有者)死亡の場合と管理組合の対処方法
――より詳細な記述のある書籍の紹介---

109

地域自治区、地縁による団体
----「自治会」「町内会」のの法的根拠---

110

管理組合を作ることが法律で決められているわけではありません
--権利能力(人格)なき社団の管理組合は、新たに立ち上げなくてはならない団体--

111

「区分所有法でマンションには必ず管理組合がある」というのはおかしい?。しかし、「管理のための団体」は
構成されてしまうのです。ただし、権利能力なき社団に相当する団体としての「管理組合」は、意図的に結成
しなくてはなりません。

112

中庸を貫く管理組合の定義の紹介
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114

権利能力なき社団について

114

「法第 3 条の団体は実質的には『権利能力のない社団』に相当する」との見解
---マンション管理適正化法にて管理組合が実質的には「権利能力のない社団」に相当する定義付けがなさ
れている背景---

114

実体としての権利能力なき社団

115

一般には、管理組合＝権利能力なき社団として理解してよいのでは

115

権利能力のない社団(管理組合)の財産である不動産(土地・建物)については、団体(管理組合)名義での登
記はできません。

116

権利能力なき社団のマンション管理組合を登記名義人とすることが可能な場合がある

116

権利能力なき社団・財団に対する民事訴訟法と登記法の差異

117

法人ではない管理組合では、代表者の肩書を付した代表者名で登記することはできない

118

社団法人とは、権利能力なき社団とは、民法上の組合とは その 1 ―それぞれの定義の理解のために----

122

118

※ 社団法人とは

119

※ 社団法人の種類

119

※ 民法上の組合とは

122

※ 一般社団法人に当てはまるもの

122

※ 権利能力なき社団(管理組合)に当てはまるもの

122

※ 民法上の組合に当てはまるもの

この記述は間違っています---『権利能力なき社団』の定義の正しい理解を求めて「鹿島出版会」への問題
提起---

123

122

鹿島出版会様

123

※ 鹿島出版会の返事

「この記述は間違っています｣に対する著者の回答
123

※ ご丁寧なご質問に心より感謝いたします

123

※ 回答-1

124

※ 回答-2

124

管理について

124

放置自転車の扱いについて

125

自主管理と自力管理の違い

125

玄関扉をダブルロックにしたり、防犯用ガラスに交換することは、集会の決議を必要としない場合があります

126

共用部分(共有物)の賃貸は管理行為(利用行為)。したがって普通決議でできる。
126

131

札幌高裁の判例

訴訟関係・弁護士費用
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131

勝訴者が敗訴者に弁護士費用も請求できる会社法の規定

131

規約に定めても常に弁護士費用の請求が認められるわけではない。

132

管理費等:滞納訴訟における違約金としての弁護士費用の認容判例

134

原則として、弁護士費用は自己負担----「訴訟費用等｣には、弁護士費用がふまれていない根拠条文---

137

「管理規約により弁護士費用を違約金として請求することは合理的」との高裁判決
―－マンション管理サポートネットより---

139

調停とは---簡易裁判所で行われる｢民事調停｣について---

140

民事調停のメリット・デメリットについて
140

※ 民事調停のメリット

140

※ 民事調停のデメリット

140

公示送達の方法

141

送達方法にも種類あり

142

公示送達は、掲示されてから２週間経過した時に送達されたとみなされる

142

強制執行の方法としての直接執行・代替執行と間接執行について

143

弁護士とマンション管理士との当たり前だが本質的な違い
----マンション管理の顧問契約は弁護士?マンション管理士?---145

145

※ コメント

集会(総会)決議を経ずに個人が義務違反者に対する訴訟をおこした時の訴訟費用の扱いについて
―――区分所有法の訴訟は、団体としての訴訟が前提―――

146

民事訴訟法と当事者適格

146

共有・共用部分

146

「共用部分」って何ですか、そして、「共用部分」って何処ですか。「共用部分」と「共有部分」は違うのですか。

149

共有物を規約共用部分とするメリットの例

149

コンクリートスラブ下の雑排水管は共用部分との判例---床下(コンクリートスラブ・・・編者注)と階下の天井との
間に敷設された雑排水管についての判例---

149

「専有部分」と「専用部分」の使い分け

149

専有(住戸)部分と共用部分の境---「マンショントラブルずばり回答」補訂版記述批判------「上塗り説、内法説(内壁説)」の意味ぐらい理解して説明してほしいものです。---149

※青林書院様

151

※編集者からの回答

151

※ 青林書房編集者様-1

152

〔参照資料 1〕「注解不動産法 5 区分所有法」p．84

152

青林書院編集部様-2
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154

専有(住戸)部分と共用部分の境〔参照資料 2〕

155

専有(住戸)部分と共用部分の区別の表現方法 1

155

土地も共用部分の一つであるとする勘違いは何処からくるのか
---法第 21 条で、共有物である敷地が、共用部分と同様の管理方法を認められているからか—-

156

一部共用部分に関する事項についての規約――法第 30 条 2 項の解釈—--

156

全体規約で一部共用部分の管理について定めようとする時に了解を得る相手は、あくまで、その該当一部
共用部分の所有者 ――2014 年マンション管理士試験より---

157

界壁(上塗部分を除いた部分)は耐力壁であるか否かを問わず全体共用部分です

157

共用部分から生ずる収益は、各区分所有者(住宅所有者)の持分に応じて分配しなくてはならないのか

157

「共用部分である旨」の登記手続き

161

158

不動産登記法第 58 条（共用部分である旨の登記等）

159

不動産登記令第 3 条（申請情報）

共用部分(規約共用部分は除く)には登記が必要ない根拠
―お恥ずかしい話ですが-162

勁草書房編集部への質問

162

勁草書房編集部からの返事

162

勁草書房編集部からの回答

162

中野の返事

162

管理費について

162

滞納管理費の放棄は普通決議か特別決議か ――特別決議との見解の紹介---

163

管理費などの未収債権の放棄についは、多数決(普通決議) ――普通決議との見解の紹介――

163

特定承継人に対しては、管理規約で定めておけば、水道代等の立替金も請求できる

164

あれ!当事者間の契約なしには、滞納管理費を支払った特定承継人は、管理費を滞納していた前区分所有
者(住戸所有者)に自分が支払った滞納管理費を請求できない?
---前区分所有者に請求できるとの判断は高裁段階での判例であり、最高裁のものではないことは留意して
おく必要がある様です。--166

※ 「当事者間の契約なしには、滞納管理費を支払った特定承継人は、管理費を滞納していた前区
分所有者(住戸所有者)に自分が支払った滞納管理費を請求できない」とされる理由

166

管理費請求権の時効の「現在の」判例は 5 年
---近い将来、判例が変更される可能性あるとの見解--167

※ ㈱税務経理協会-2 吉田朋弁護士への問い掛け

167

※ 回答

167

※ コメント
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168

マンション管理費滞納時効 5 年と同じ理由の判決
---ＮＨＫ受信料の滞納分の時効は 5 年との最高裁判決----

168

賃借人に管理費等を請求できる場合

168

管理費等滞納時の遅延損害金割合と国税通則法年 14．6％は関係なし

169

保管口座の印鑑を一人の人が保管する危険
---管理費の横領問題等は、管理会社だけの特許ではない--169

170

※マンション生活情報発信マガジン Wendy-Magazine 第 288 号

管理者(に擬制されている理事長)以外の区分所有者(住戸所有者)も集会(総会)の決議に基づき管理費支払
請求訴訟の当事者適格を得られるか

170

屋上のアンテナ設置料収入は、収益事業に該当し法人税の課税対象になる
--- 2014 年 7 月 25 日、国税庁ホームページ質疑応答事例より--171

マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定――国税庁ホ
ームページ質疑応答より

173

滞納管理費請求の裁判手続きと要件事実・立証責任
173

※ 滞納管理費等請求の要件事実

173

※ 立証責任

174

管理費支払義務は、区分所有建物(区分所有権)を所有することから当然に負担する債務です

174

管理費滞納者が破産・免責決定を受けていても、その後の管理費滞納金は請求できる
---特定承継人に対しては、｢破産前の滞納金｣と「破産手続開始決定日以降の滞納金｣との合計額の請求を
準備して滞納管理費の請求ができる---

175

マンション管理費は 60 平方メートル当たり 1 万 2000 円程度がめど

176

消費税増税に伴う管理費等の３％値上げは必要なし。しかし、・・・

176

共有名義になっている部屋への管理費滞納請求について
---管理費は、共同所有者の誰に対しても全額請求できる----

177

エレベーター管理費費用は１階所有者も、原則として専有部分の床面積に応じて支払うべきであり、決議や
規約で原則を排除する理由はない。

178

先取特権

178

時効を中断できる先取特権による配当要求

179

先取特権により保護される債権

179

先取特権と管理費滞納

179

先取特権より、優先して支払をうけるものは、１位は国税、２位 地方税、３位 社会保険の保険料そして抵当
権

180

瑕疵問題
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180

「共用部分の瑕疵に賃借人等(占有者)の責任があるのですか?」に対する補追---鎌野氏の見解が変化した
のか、他の共著者の見解か?---

180

181

10 年と 5 年のアフターサービス規準
180

※ アフターサービス規準期間 5 年のもの

180

※ アフターサービス規準期間 10 年のもの

瑕疵担保は知ってから 1 年間しか請求できないとの規定は、品確法も対象---品確法の引渡しから 10 年間
の瑕疵担保責任は、民法の原則どおり、知ってから 1 年間しか請求できない---

182

宅建業者が瑕疵担保期間を「１年間のみ」とする特約をすると、すべてが無効となって民法の適用となり、か
えって重くなる。

183

専有(住戸)部分の瑕疵が発見されても特定承継人(中古マンション購入者)には、販売業者への瑕疵担保責
任を追及できない問題について(1)

184

専有(住戸)部分の瑕疵が発見されても特定承継人(中古マンション購入者)には、販売業者への瑕疵担保責
任を追及できない問題について(2)

186

転売業者の存在(新築を購入したのに特定承継人にされていた事例)-1

186

転売業者の存在(新築を購入したのに特定承継人にされていた事例)-2

187

186

●購入するか決める際にチェックすべきこと

187

●契約するまでにチェックすべきこと

弁護士ドットコムトピックス(1)
---マンションなどの瑕疵についての考え方とも共通する戸建住宅などにおける欠陥住宅の問題についての
インターネットの「弁護士ドットコム」メールからの転記です。---

191

193

187

※ 悪徳住宅業者に騙されないための法律知識

188

●床や天井裏のボルトの欠落……瑕疵を放置すれば命にかかわる

188

●引き渡しから 10 年間瑕疵担保責任を問える

189

●現場と主任技術者の“馴れ合い”に注意

189

●証拠写真は必ず撮影すること建築士による瑕疵の確定を

190

●民法 635 条但書が業者の甘えを生み出している

191

●気をつけるべき 4 つのポイント

隣室から聞こえる「歌い手」の大きな声――マンション「騒音トラブル」解決のコツは？
192

●騒音問題の 5 つのポイント

192

●どんな場合に、限度を超えたことになる？

192

●我慢できない場合は、裁判に訴える手もあるが・・・

時効による消滅が不法行為から 20 年との除斥期間の考え方について--杭工事の瑕疵が築 40 年経って発
見されたような場合でも不法行為の対象となり得るのでは---
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194
194

※インターネットより

不法行為での除斥期間の起算点は「その損害の全部または一部が発生したことを知った時」との判例(最判
平 16.4.27)追記

195

除斥期間について(時効との相違点)
195

※除斥期間の特徴

196

民法には除斥期間という言葉はありません。しかし除斥期間はあるのです。

196

招集について

196

1983 年改正区分所有法で、管理者および区分所有者(住戸所有者)の集会(総会)招集方法が大きく変わりまし
た。

197

臨時集会(総会)の招集についての「Q&A マンション管理とトラブル解決の手引き」への問合わせ
----理事会に集会あるいは臨時集会(総会)の招集拒否権があるが如き記述は間違いでは---197

※ 新日本法規出版編集部様

198

※ 新日本法規出版編集部の返事

198

少数区分所有者の集会招集請求者名は、一人でもよい---「注解不動産法 5｣p．208 の記述より---

198

招集通知の対象となる区分所有者(住戸所有者)は、登記簿上の区分所有者(住戸所有者)に限定
---真の所有者が登記名義人と異なっている場合の招集対象---

199

総会(集会)が開催されたことの証明の第一歩は招集通知
200

204

※ 招集通知の基本的な記載事項

「区分所有法解説フレーム」の法第 36 条(招集手続きの省略)の解釈の認識不足
―――インターネット「区分所有法解説フレーム」記述批判 1---

204

「集会(総会)招集のための『1 週間前』を長くする場合も短くする場合も規約に日数の明記が必要です」の記
述修正

205

「前日までに委任状の提出」を要請する規約の設定は許されますが、規約を守らない場合は「代理権を認め
ない。」とすることは許されません。

205

委任状(代理人届)における印鑑と印鑑証明書の添付の必要性について

206

委任は契約

207

「区分所有者(住戸所有者)が臨時集会(総会)を招集請求するための定数は、『規約で、頭数だけは 1／5 より

―選ばれた本人の承諾はとっていますか---

少なくすることができるが、議決権(持分権)は変更(改正)できない』との見解に対する反論」追記――インター
ネット「区分所有法解説フレーム」記述批判 2--207

「代理権の授受は総会ごとにしなければならない」とされる会社法上の根拠
―果たして、それでよいのか―

208

集会(総会)

208

集会(総会)成立の要件

- 13 -

208

209

刊行本の内容は、全てが正しく書かれているわけではなさそうです。
208

株式会社三修社様

208

※ 三修社の回答

209

※ コメント

集会(総会)を開かずに決議する方法(法第 45 条 2 項)は、定期(総会)集会にも採用できるとの 1983 年改正区
分所有法当時の見解 ---「注解不動産法 5」の見解---

210

いまだにこんな規約、細則を有している管理組合が存在することに驚いています(あるインターネット無料相
談開設のマンション管理士の感想)
--前代未聞!!しかし、現実に機能させられている区分所有法違反の総会開催規定-211

※ アドバイザーの見解

212

※「マンション・住宅ねっと相談室｣・杉並マンション管理士会・日本マンション管理士会連合会
(info@nikkanren.org)への投稿内容

217

215

※ 「マンション・住宅ねっと相談室｣回答

215

※ 杉並管理士会回答

216

コメント

216

※ 日本マンション管理士会連合会(info@nikkanren.org)回答

216

コメント(日本マンション管理士会連合会回答批判)

管理者(に擬制された理事長)のみの出席でも集会(総会)は成立します
---集会(総会)が開催されたことを証明するためには、集会(総会)の議事録記が必要--218

※ 集会(総会)議事録の記載内容

220

必ず必要な総会(集会)での議長の開会宣言

222

管理者への臨時集会(総会)開催請求は、集会(総会)成立定足数の確保を忘れるな!

224

弁護士等を同伴した総会への出席
----総会において本人が出席すれば代理人は出席できません----

225

区分所有法において集会(総会)定数が定められていない不思議。しかし、管理者(に擬制された理事長)が設
置された場合は・・・

226

議決権問題①

「総会(集会)決議での議決権数についての幾つかの疑問点」

議決権問題②

227

※ 「規約によって決まる第 14 条に定める割合(床面積)での計算以外の議決権数

228

※ 議決権だけによる決議について

228

※ 「議決権だけで決議できる」とさる法律上の根拠

229

※ 「議決権だけで決議できる」とされる法律上以外の根拠

229

集会(総会)の延期と続行

229

延期と延会
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229

会社法の規定による延期、続行の説明(「新･マンション管理の実務と法律」p．125)

232

共有者は、すべて集会(総会)への出席は認められるのでは
--「最新 区分所有法の解説 5 訂版」著者への問い掛けを含めて--232

※ 住宅新報社資格図書編集部様

233

※ 住宅新報社の回答

234

※ アドバイザーへの問い掛け
専有部分を複数の者が共有しているときに、複数の共有者が集会に出席したり、意見陳述権を行使
することは許されるか？

236

235

※ アドバイザーの返事

236

※コメント

236

(追記)2014/01/30

臨時集会(総会)開催請求権の行使は、議題提案の動議と同様の価値があります。
---30 人程度の小・中規模マンションでは、6 人の頭数と、全議決権の 5 分の 1 がそろえば請求できる臨時集
会(総会)開催---

238

理事長に総会招集の請求をするには--議題提案の動議と同様の手段－2――

238

総会での理事会としての説明義務について―会社法より―

239

決議について

239

議決権行使書の様式の提案

240

区分所有者(住戸所有者)の頭数と議決権(持分権)が併用される意味
---区分所有者(住戸所有者)の頭数の採用の意味がもう一つ理解できませんでした---

241

白紙委任状有効の判例

241

可否同数の時の議長決済は、1983 年改正区分所有法時代から無効扱い

241

議決権行使書に賛否の記載のないときの扱いについて
---「賛否の記載のないときに賛成として扱う規約」を設けることは避けるべき----

242

「実践 区分所有法 など」p．232 or p．229「特別決議の表決権条件の無効(無効規約の実例。)」の記述をア
ンターライン部分に修正

242

区分所有法における「代理する」との表現について
---「個人的に代理する」という意味はまったく含まれていない---

242

区分所有者を代理する権限について――代表するとは区分所有者全員を代理する旨―――

243

「賃借人等(占有者)に決議の効力を主張できなくなる」の意味
---賃借人等(占有者)は、その決議に従う必要がないということです。---

244

ファクシミリは書面(紙)と同様には扱える。しかし、電磁的方法とはされてはいない理由。---電磁的方法と
は、電子メールやウエブサイト(ホームページ)、フロツピーデスクや CD―ROM を指します----
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245

244

※ 電磁的方法とは

244

※ファクシミリとは

特別決議事項の決議要件について

――「仏作って、魂入れず 1｣----

---定足数の規定での定足数の数値を定める意味はなにか---247

特別決議事項は、集会(総会)定足数とは関係なく、全区分所有者(住戸所有者)の頭数と議決権の両方の 4 分
の 3 以上が決議要件 –仏作って、魂入れず-2—
---集会(総会)の役割については謳っていても、その裏付けとなるものの規定はない—-

248

定期集会(総会)も法 45 条 1 項・2 項の集会(総会)を開かないで決議する方法の採用は許されるのでは
249

※ 会社法との比較で考えると定期集会でも 45 条 1 項・２項の方法は認められるのでは

249

※ 区分所有法第 45 条 1 項・2 項の方法は、、定期総会の場合も認められとの主張

250

議決権行使書で「保留」、「多数決に従う」などの記載のものは棄権とするのが妥当

252

書面投票制度と電子投票制度
253

※ 議決権行使書に関する論点(電子投票制度の場合には状況が異なる)

254

多数決要件への警鐘 ---聖心女子大学教授・弁護士 升田 純氏の発言より。---

255

電磁的方法による議決権の行使は集会の決議によってもできる。
―そうはいっても、この決議はいったいいつやればよいのか悩んでしまいます----

255

議決権の不統一行使は認められません ―当たり前のことですが―

256

議決権の不統一行使は認められません その 2
――規約で不統一行使の禁止を明確にうたっておくべきなのではないでしょうか――

257

議長について

257

集会(総会)議長の選任は、集会(総会)決議が優先する
---規約で別段の定めをしていても、集会(総会)の決議が議長を選任した時---

257

議事録・閲覧・保管

257

総会(集会)議事禄に関連する資料の閲覧請求――議事録、会計帳簿、財産目録、区分所有者(住戸所有者)
名簿の閲覧は、実質的な保管の委託者として閲覧請求が認められる--257

質問

258

回答

258

説明 (質問の「また、区分所有者(住戸所有者)以外の利害関係人には、どの範囲で閲覧請求を拒否
することができますか。」・・・この部分についての説明は省略しています。
このことについての説明は、「実践 区分所有法 など」p.256or p.253「帳票類の閲覧は、規約で定
めて初めて効力を持つことになる」を参照してください。)

259

東京地裁平成４年５月２２日判例時報１４４８号１３７頁の「委任者は、個々の区分所有者ではなく、区
分所有者の総体である集会である」としたこととの関係について。
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259

法律上の利害関係がある者とは ―合人社計画研究所 相談集 第 5 版より―

260

「マンション管理組合コンサルタント」の小西様
--「管理組合の議事録の閲覧について」の回答ついて--

262

260

「マンションってどうよ?」の「管理組合の議事録の閲覧について」の回答ついて

261

質問 管理組合の議事録の閲覧について

262

回答者：小西吉弘

閲覧者が「事前に理事長に報告する」ことは、規約上の閲覧手続きに従っているに過ぎない
--理事長には、組合員からの理事会議事録や総会議事録を閲覧する要求を拒否する権限はない--

263

理事長が保管する書類について閲覧等の請求があった場合の理事長の対応―2014 年度マンション管理士
試験より―

264

管理規約の原本が保管されていない場合の管理組合の対応
―合人社計画研究所 相談集 第 5 版より―

265

名簿について

265

管理組合が居住者名簿を作成する最大の目的は、

265

管理者(に擬制された理事長)・理事会・役員

266

「管理規約で、『監事は、理事長(管理者)に解任すべき事情があると認めるときは理事長(管理者)の解任を
目的とする臨時総会(集会)を招集することができる。』と定めることができるのでしょうか」記述(｢実践 区分所
有法 など｣p．320or p．317)参照条文
266

※「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般社団・財団法人法)」

266

※会社法

267

標準管理規約上の「理事」と区分所有法上の「理事」の違い

268

管理者の代理権の制限について

269

管理者解任訴訟の訴訟費用等の負担

269

解任請求の裁判による解任後の管理者の選任方法

---民法第 110 条の規定の適用を排除する趣旨と解すべき----

269

イ) 規約で特定の者を管理者と定めている場合

269

ロ) 集会の決議等によって選任された管理者の場合

270

「区分所有者(住戸所有者)全員」のために、管理者(に擬制された理事長)が原告又は被告となれる

270

管理者(に擬制された理事長)の保存行為とは

270

役員に対する報酬について――業務を依頼して、そのための報酬を支払うことを禁止しているわけではない
のではないか--271

※ ご質問につき、次のとおり考えます(アドバイザーの回答)

272

理事長を管理者に擬制する根拠の判例

---東京地判平 2(1990)年 5.31(判タ 748 号 159 頁)---

272

なぜ、理事長は、管理組合からの委任者とされるのか---理事長も理事として管理組合の集会(総会)
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で選任される立場--272

管理者解任要求の裁判は、管理組合と管理者との両者を被告?新版注釈民法(7)の見解
273

274

※ コメント

理事(理事長)は管理組合のトップではない
---理事(理事長)が偉いという意識があっては、適切なマンション管理は行えないでしょう--275

(追記) 2014/08/07(2014.08.05 Tuesday 村井忠夫のマンション管理ブログ「『決める』意味を考える。
69 年昔の日本と、マンションと・・・」への反論として)

275

理事会で単独で(総会や規約に関係なく)決議できるのは、原則として、共用部分の保存行為だけです
276

※ インターネット『マンションって何よ?』より

276

質問 必要な手続きを教えてください

276

回答 回答者：小西吉弘

277

コメント(・・・中野)

277

※ マンション標準管理規約単棟型(抜粋)

277

※ 規約に別に定めるもの(マンション標準管理規約単棟型より)

278

区分所有法上の管理者と規約上の理事長の関係と相違点

280

民法条文の「・・・できる」は、｢・・・もできる｣の意であって、「義務」を表わしてはいない

280

「置くことができる」は、「どっちでもよい」の意 ―会社法での新発見―

281

「…できる」は、任意規定。すなわち、「…しても、しなくても、どっちでもよい」の意

282

理事会の議事録の目的

282

「管理主任」って理事長のこと?---ダイヤモンド社への 2 つの不正確な記述の指摘----

287

「管理主任」って理事長のこと?--ダイヤモンド社への 2 つの不正確な記述の指摘--

289

管理者の権限を越えている。―2014 年度マンション管理士試験より―

289

規約における理事会招集手続きの問題点 ―規約改正への提案--

290

監事と監査 ―何となく同じような、違うような―

291

理事長は事故の口止めを頼む ―理事長の役割についての一考察―

293

区分所有法では管理者が集会(総会)をいつまでに開かなくてはならないとは決められていません

294

退任した理事が権利義務の承継をするのは、退任理由が「任期満了」と「辞任」した場合だけ--区分所有法

―その後―

代 49 条 7 項、会社法第 346 条、民法第 654 条―
295

共用部分の変更(特別決議事項)

295

区分所有法の「変更」の範疇に、「賃貸し」が入るのか――鎌野氏の〔賃貸し〕を決定する要件が「全員一致」
から、「特別決議」への記述の変化---

296

一時的な賃貸しは普通決議、長期的な賃貸しは全員の一致?
296

大坪和敏弁護士様
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296

※ 著者(大坪和敏弁護士)の回答 1

297

※ 著者(大坪和敏弁護士)の回答 2

297

利用行為としての賃貸しは民法の管理では---賃貸しは、変更カ管理かの見解の違いに対する考察---

297

デジタル大辞泉の解説(インターネット)―――利用行為について----

297

変更か処分か---駐車場を撤去し別の用途に転用する場合---

298

共用部分の変更に関する集会(総会)決議の区分所有者(住戸所有者)頭数の定数違反

298

国語辞典での「変更」と区分所有法での二つの異なる意味を持つ「変更」
-- 一般的な使われ方と異なる区分所有法の｢変更｣の定義---

298

民法条文の「変更」には「処分」が含まれます
―――区分所有法では、｢変更｣と「処分」では意味が違います----

299

共用関係の廃止は、変更(法第 17 条１項)ではなく処分

299

変更の定義の｢・・・又は・・・｣を｢・・・｢および｣・・・｣と解釈した理由
---｢又は｣という用語に対する解釈については、疑問を残しています---

300

「又は」という用語は、並列又は選択のどちらの意味か
298

300

※ 法令類似国語辞典

共用部分「変更」の規約は、2002 年改正法に合わせて変更されるべき
―――「大規模修繕工事は普通決議でできる｣は規約で定めるべき―――

301

日常管理事項

301

マンション標準管理規約(団地型)第 21 条 2 項の意味

307

302

※ 水道管枝管の工事費用を修繕積立金から支出する場合

303

※ 修繕積立金取崩しについての二つの異なる見解

303

※ 一つ目の見解である規約改正を前提とした見解

304

※ この見解を採用するとしても第 28 条(修繕積立金)1 項の改正だけで済むのでは

304

※ 二つ目の、規約改正をせずに便法としての解釈で実施すべきとの見解

305

※ 違った観点から二つ目の見解を支持する理由

306

※三つの見解での共通点

307

※ その他

マンション標準管理規約(単棟型・団地型)第 21 条 2 項の意味-2
――専用部分(住戸)の工事費用は、各区分所有者(団地建物所有者)の負担の原則---

309

復旧工事費でも貫かれている、共用部分の工事費用負担は管理組合、専有部分(住戸)の工事費用負担は
個人との原則 ---別冊 「マンション標準管理規約(単棟型・団地型)第 21 条 2 項の意味-2」補充---

310

「共用部分の工事費用負担は管理組合、専有(住戸)部分の工事費用負担は個人との原則」に対する賛同意
見
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311

312

マンション標準管理規約(単棟型・団地型共通)
311

第 21 条 2 項

311

コメント第 21 条関係

共用部分と専有(住戸)部分の水道管工事を一体で行う時に、工事費用も管理組合の負担で出来ないかの問
い掛けに対して --工事の一体実施と費用負担は分けて考える--

313

共用部分と専有(住戸)部分の水道管工事を一体で行う時に、工事費用も管理組合の負担で出来ないかとの
問い掛けに対してその 2---水道枝管改修工事で「工事で共用部分と一体的に行う」と判断できるのは、共用
部分配管(既存の、下の階の専有(住戸)部分の天井空間を一定の距離配管された枝管)の使用を中止することにしか
過ぎないのではないのか---

315

水道枝管は専有部分に帰属 ---東京地判平 5《1993》・5・1・28 判タ 853-237---

315

管理所有制度の意義

316

団地管理組合と法人には、管理所有の制度はない
―――2012 年「マンション管理士試験」〔問 7〕は、まさに引っ掛け問題―――
317

〔回答〕

317

〔解説〕

317

〔コメント〕

317

共用部分以外の共有の附属施設や共有敷地が管理所有の目的とならない理由

317

管理所有制度成立の経緯

319

318

※ 「管理所有権」が認められるに至った経緯

318

※ 管理所有権の法的構成

319

※ 管理所有は、その重要性・有用性は必ずしも高いものではない。

中古マンションは管理が重要といわれる本当の理由 All About 住宅・不動産 メールマガジン■Vol.269
2014.06.06
320

マンション管理の主役は、購入者自身

321

自主管理は、管理の内容を慎重に確認

321

期限のない使用貸借(無償使用)終了の判決 --大阪地裁平 4《1992》.9.16--

322

防火管理者の資格には 2 種類あります

322

323

322

日本防火・防災協会での受講料

322

日本防火・防災協会での講習実施日・・・インターネットで確認

マンションってどうよ?(インターネット無料相談)--- マンション管理全般について質問できます-323

質問 町内会費を管理費に移行できるのか

323

回答

区分所有法第 18 条の「共用部分の管理」の範囲は、民法第 103 条の「権限の定めがない代理人の代理権」
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の範囲とほとんど同一
324

マンション管理組合(小規模の事業者)なども、個人情報の保護に関する法律の順守(遵守)に務めるように定
めています。

326

324

告示附則第２条(個人情報取扱業者以外の事業者等による個人情報の取扱い)

325

ある事例(「クレームに学ぶ建て主の本音」p．245 より)

325

職人も「第三者」

325

【メモ】

単独行為(保存行為)の具体例について
326

保存行為とは？

327

保存行為→価値や機能を維持するための行為・財産の現状を維持する行為といったことでもある様
ですが、今までの判例や他の法文で示されている保存行為の範疇を書き出してみました。

329

保存行為ではないとされている事項

329

単独行為(保存行為)の具体例について-2

330

村井忠夫のマンション管理ブログ
マンションで管理組合の問題に正解はないはずなのに法律論で断定できる答が見つかるのか？

332

法人ではない管理組合では、代表者の肩書を付した代表者名で登記することはできない

333

管理業者関連(適正化法関連)

333

管理業者に委託する基幹事務と基幹事務以外の事務管理業務

333

333

※基幹事務

333

※基幹事務以外の事務管理業務

管理業者(管理会社)が一般社団法人マンション管理業協会(旧称《社》高層住宅管理業協会)に登録するか
どうかは任意です。

335

重要事項説明の意義
335

※ マンション管理業による重要事項説明

335

※ マンション管理適正化法第 72 条（重要事項の説明等）

336

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第７２条に規定する重要事項の説明等について
国総動第３０９号 平成１４年２月２８日

国土交通省総合政策局不動産業課長

340

第三者管理者方式の問題点--管理者(に擬制された理事長)の利益相反への危惧--

341

家賃を滞納したら勝手にカギを変えられた！ 「追い出し屋」の手法は許されるのか？----マンション生活で
も無用な情報ではないようです。インターネットの「弁護ドットコム」よりの抜粋です。----

343

342

●大家や不動産屋の「追い出し行為」は不法行為にあたる

342

●「自力救済」は原則として禁じられている

大家は賃料不払いを理由として、アパートの鍵を付け替えられる？
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343

管理会社ができるのは、｢滞納者への督促業務｣までであって「回収業務｣はできない
---管理会社に対して、回収業務を強要しないような配慮が必要---

344

あなたのマンションの「マンション管理委託契約」の契約期間は自動更新ですか。―途中解除がいつでもで
きるような契約に書き直すことをお奨めします。マンション標準管理委託契約書第 21 条―

346

マンション管理の適正化の推進に関する法律規制の一部改正を公布／国交省

346

「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の改正の概要

347

ペット問題

347

ペット規約と「相対的規約事項」とは

347

どうしてもペットを飼育したいとお考えの方へ

348

ペットは法律ではどのような扱いになっているか

349

350

353

348

※ 動物は法律上は｢物｣であることを認識しておくことが前提

348

※ ペットには人と同じ権利・義務はありません。ペットによる責任は全て飼い主にあります。

349

※ 動物の愛護及び管理に関する法律

法律で決められているペット飼い主の責任
349

※ 飼い主の役割

350

※ トラブルが生じた場合の飼い主の責任

集合住宅における動物飼養モデル規程(東京都福祉保健局)
350

※ モデル規定本文

350

目的

350

飼主の心構え

351

飼主の守るべき事項

351

飼主の会

352

居住者の理解

352

飼うことのできる動物の種類

352

飼うことのできる動物の数

352

居住者の行う手続き

352

動物の標識

352

盲導犬等に対する配慮

353

飼主に対する指導、禁止等

353

管理組合等の業務の代行

何故、原則として専有(住戸)部分を自己の意思にしたがって自由に使用、収益あるいは処分することができ
るはずの専有(住戸)部分でのペット飼育禁止に関する規約を定めることができるのか---裁判実務大系〔区
分所有関係訴訟法〕p.261 より---
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361

353

※Ⅳマンションの利用と管理

354

1． ペットの飼育とそれをめぐるトラブル

354

2．マンションでのペット飼育の可否

356

3．マンションでのペット飼育に対する制約―――ペット飼育の限界

358

4 ペットの飼育により迷惑をこうむる者がとり得る措置

専有部分の用途・用法の制限は、規約によって定めておく必要がある。
―--標準管理規約第 18 条関係コメントの根拠について--361

※標準管理規約第 18 条関係コメント

362

※専有部分の使用方法に関する規制は、規約事項とすることができる

362

※集会決議による用途・用法の制限は可能か

362

ペット問題はペットだけにとどまらず際限なく広がる

364

規約について

364

貴管理組合規約の最終改訂日は、平成 16(2004)年 1 月以前ですか以後ですか
---第 4 回マンション標準管理規約の改正は、平成 23(2011)年 7 月に行われました。---

369

365

※大規模修繕工事が普通決議で実施できるようになっていますか

366

※団地規約で団地内建物の建替えの規定がありますか

366

2002 年改正(第 2 回改正)区分所有法で新設された建替えに関する団地関係の条文

他の法律による規約設定の特例
370

都市再開発法第 133 条（建物の区分所有等に関する法律の特例等）

370

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第 100 条（建物の区分所有
等に関する法律の特例等）

370

マンション管理における区分所有法の限界と規約

370

規約と管理規約の関係

370

第三者に関する事項を規約で定めることはできません

371

法第 30 条 4 項の「権利を害することのできない区分所有者(住戸所有者)以外の者」には、占有者も含まれる
のか

372

専有(住戸)部分の使用方法の制限は全員の承諾が必要か
372

※その影響が区分所有者(住戸所有者)全体に及ぶ場合には「承諾は必要ない」との見解

372

※ 特別の影響の観点から「全員の承諾が必要」との見解

373

※ 「承諾は必要ない」との見解を支持します

373

専有《住戸》部分については、規約で定める専有(住戸)部分の範囲には、自(おの)ずから制限がある

373

標準管理規約改訂の経過と役割の｢モデル(指針)｣から｢参考｣への変化の意味

375

規約改正時のマンション標準管理規約の役割と意義
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376

マンション標準管理規約(団地型)の管理対象は、｢土地｣ではなく「敷地」なのでは
---「敷地」と「土地」という用語を使い分けについて---

376

植栽は附属施設か?

376

記述を「憲法を改定する手続きは認められている」といった否定な表現に改める

376

「最初に分譲マンションの買受人が現れた時点で、原始規約が成立する」の意味

377

管理規約の原本が保管されていない場合の管理組合の対応
―合人社計画研究所 相談集 第 5 版より―

377

規約原本はコピーにあらず。
-――裁判などで求められる規約は、その出生が議事録で証明されていればよい―――

379

細則で「駐車場は、マンションに居住していない者は使用、申込みも出来ない」と定めることはでき
ますか?
383

【蛇足-1】普通決議事項である細則と特別決議事項である規約との基準の区別

384

【蛇足-2】「特別の影響」についての「実践 区分所有法 など」内の記述の紹介

385

2011 年 7 月 27 日の改訂標準管理規約は、どの部分の改正だったのか

388

インターネットサービスの利用の有無に関係なく一律にインターネット利用料金の支払いを負担すべき規約
は有効―広島地裁平成 24 年 11 月 14 日判決—

389

コミュニティー関連

389

規約とコミュニティー

389

コミュニティーは自冶会の専売特許ではない--「実践 区分所有法 など」からの再録--

390

「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」は、第 9 回目の検討会以降、成り行き不明状態のまま 2
年が過ぎたことになる。---｢村井忠夫のマンション管理ブログ｣９月５日号より---

393

村井忠夫のマンション管理ブログ 2015.03.15 Sunday

395

「管理ルールに関する検討会」の情報開示方法が不自然と感じるのは考えすぎですか

396

コミュニティー関連の判例について

397

規約改正で参考にすべきは「マンション標準管理規約」だけではないようです

398

細則について

398

相対的規約事項は、使用細則で決めることも許されます。

399

細則は何故過半数決議でよいのか。

399

規約改正への提案

399

区分所有者(住戸所有者)の瑕疵担保責任や不法行為責任の追求の手段について補強する参考資料の紹介

400

損害賠償請求権を管理者に譲り渡す件について
---「Jurist NO．1225 2002・6・15 号」の折田泰宏氏の論文--

400

議題要領事前配布についての会社法の規定
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401

賃借人等(占有者)に議決権を認める規約の提案

401

貴管理組合規約の最終改訂日は、平成 16(2004)年 1 月以前ですか以後ですか
--現在の規約が 2002 年改正区分所有法と適合しているかのチェックのポイント---

406

402

※大規模修繕工事が普通決議で実施できるようになっていますか

403

※団地規約で団地内建物の建替えの規定がありますか

403

2002 年改正(第 2 回改正)区分所有法で新設された建替えに関する団地関係の条文

405

コメント

2002 年法で全文新設されました。

406

コメント

2002 年法で全文新設されました。-2

マンション管理規約で「総会等の決議の日から 3 箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求するこ
とができる」と規定してもよいのでは。

407

真似した方が良い会社法の規定

409

義務違反

409

法第 6 条 2 項の「償金を支払う」とは、｢補償金を支払う｣の意味ではないのか

410

償金の支払い

410

「意見を述べる権利(陳述権)」と「弁明する機会」は異なることか?の問い合わせ№1
㈱法学書院 編集部様

412

410

〔問い合わせ内容〕

411

〔著者である長瀬二三男氏の返事〕

412

コメント ---長瀬 二三男様および㈱法学書院 編集部様---

「意見を述べる権利(陳述権)」と「弁明する機会」とは異なる定義
-―すべての見解は「意見を述べる権利(陳述権)」と「弁明する機会」は異なるとしています---

417

412

コンメンタールマンション区分所有法 p．305

413

基本法コンメンタール(第 3 版)(マンション法)p．104

413

新しいマンション法 p．240、p．325

415

コンメンタール区分所有法 p．199、p．215

416

最新区分所有法の解説(改訂版)p．272

416

「建物区分所有法の改正」p．339

417

新版注解民法《7》p．726

417

これからのマンションと法 p．504

「意見を述べる権利」と「弁明する機会(陳述権)」は異なることか?の問い合わせ№2
早稲田経営出版編集部様
417

〔問い合わせ内容〕

419

〔早稲田経営出版編集部の返事〕
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訂正記述

420
421

※ 改めて間違いと考えられる指摘

「マンション管理実務のための区分所有法」の著者 親泊哲様 ―――「意見陳述権」と「意見弁明の機会」
についての認識の間違いについての問合わせ---

422

421

※問い合わせ内容

422

※ 親泊哲氏の返事

422

※ コメント

占有者(賃借人等)の「意見を述べる権利」と「弁明する機会(陳述権)」は異なるものと理解
--2013 年マンション管理士試験から学ぶ----

424

占有者とは、どういう人達か
425

426

メモ

勝ち取った判決を実行に移すのが強制執行
426

※ 強制執行とは

426

※ どんなことが必要なのか

427

義務違反者に対する措置の変遷

427

裁判外での差止請求(法第 57 条 1 項)の方法

428

使用禁止の判決を受けた者が使用禁止の判決に任意に服さない場合

429

規約違反者と法第 57 条 2 項の差止訴訟との関係

429

住宅新報社様「ケーススタディと判例で語るマンション実務」p．361 の記述について問い合わせます
--「ケーススタディと判例で語るマンション実務」への問いかけ--430

※ 著者の回答

431

※ コメント

431

法第 57 条が団体的権利たる差止請求権として創設された経緯

432

法第 57 条の団体的権利たる差止請求権と各区分所有者(住戸所有者)が独自に提起する訴訟との関係

432

賃貸人は、その貸借人とともに、他の居住者に迷惑をかけないように専有部分を使用する義務を負ってい
る。そうさせる本来の義務は賃貸人にあります。

434

復旧・大規模修繕

434

リノベーションとリフォームあわせてリニューアル

434

住戸の二戸一戸化に関する手続き --一棟型マンションにおける手続き--434

① 住戸の一戸化に関して規約を整備する

434

② 住戸の二戸一戸化の実施を決議する

435

条文上、滅失の原因は災害などの偶発的事故に限っていないのでは

435

法第 61 条の｢滅失｣との表記は｢損傷・滅失｣とすべきなのでは
――｢損傷｣の場合も復旧は対象となるのでは---
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435

「滅失」という用語について

436

定期検査報告制度の告示第 282 号--法定されたタイル浮き検査---

437

修繕積立金は、原則として、規約で決められている事項以外には取り崩せません

439

大規模修繕などで、居住者の建築の専門家を中心メンバーとすることへの警鐘

439

過半数による普通決議で行えることになった大規模耐震改修
439

建築物の耐震改修の促進に関する法律第 25 条（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定）

440

マンションの耐震改修が共用部分の変更に該当する場合でも普通決議で行うことができる場合

441

もしかすると、あなたのマンションは、耐震改修工事を行う場合には、相当高い割合で助成をうけることがで
きる可能性があります

443

専門家に「総合的耐震診断」を依頼する
―――「地震に強いマンションに対する 55 の方法」より抜粋――443

建物の診断は「総合的耐震診断」で

443

診断には建物の設計図が必須

444

各戸の揺れは「震度 5 強」で危険

444

家具等を壁に固定できる取り決めを管理組合で行なう

445

ゴミや排泄物は各住戸で保管する準備を

445

イベントなどを通じて互いに顔見知りに

445

日常の挨拶やおしゃべりから始めるコミュニィティの力

446

地震保険についてのかい摘んでの情報

446

室内用小型免震装置

447

家具転倒防止器具に弱さ? 朝日新聞 2015/3/24 より

―「復興日本」メールより―

--都調査 7 商品、震度 6 強で効果なく ―異なるタイプ併用よびかけ―
448

（災 害 大 国 あすへの備 え）集 合 住 宅 、共 に守 る
448

■高層階、動けない揺れ 低層階、壁きしむ恐怖

449

■「旧耐震」法改正で改修しやすく

450

■「逃げない」が原則 久田嘉章・工学院大学教授

2014 年 9 月 22 日 05 時 00 分朝日新聞

450

「実践区分所有法など」「特定承継人が工事費相当額を請求する権利はありません」追記

451

｢実践 区分所有法 など｣p．151or p．149 「特定承継人が工事費相当額を請求する権利はありません」へ
の Q 氏からの批判
451

※ 反論

453

※複数の方々に問いかけているものです

453

※コメント 1

454

※コメント 2
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454

「特定承継人が工事費相当額を請求する権利はありません」に対する質問に答える
454

456

457

458

464

「特定承継人が工事費相当額を請求する権利はありません」について

修繕工事ビジネスが管理会社を救う？その１ 2014.10.14～メルマガ第 67 号～
456

◆なりふり構わぬ『管理会社の修繕工事への関与』

456

◆背景は、売上の鈍化

修繕工事ビジネスが管理会社を救う？その 2
458

◆管理会社が大規模修繕工事をビジネスにして、何が悪い！？

458

◆管理会社に大規模修繕を依頼する前に考えること

大規模修繕を含めたマンション管理のために求められるアドバザーの役割について私はこう考えます。
459

3．大規模修繕の手順について(アドバイザーの役割を含む)

459

① 大規模修繕の発議

459

② 建物診断の決議

459

③ 建物診断の依頼先

459

④ 建物診断依頼業者選択の方法について

460

⑤ 診断業者発注の際の注意点

461

⑥ 建物診断内容の報告と結果の扱いについ

461

⑦ 業者の選定についてのアドバザーの役割について

461

⑧

施工会社の選択

462

⑨

発注先の業者の選択

462

⑩

発注先の業者の決定

462

⑪

物事の最終決定権は管理組合側にあることです

463

⑫

監理業務とアドバイザー

費用をかけずにベストな大規模修繕をするコツ
―――マンション管理革命

南義成著

幻冬社

2014.10.10

1,500-＋税より――――

464

そもそも大規模修繕とは p．122

464

さて、大規模修繕において、理事はどのような仕事をこなせばいいのでしょうか

465

業者選定のパターンは、大まかに 3 パターン p．142

468

業者選定で失敗しない方法 p．148

469

建替え

469

壁式構造 --旧旧耐震基準でも構造の耐震性が大きい--

469

建替え推進のための建替え決議の多数決要件の緩和は逆効果
---建替えが促進されない最大の要因は、区分所有者の金銭負担です---

469

耐震診断の費用(「高経年マンション」の耐震診断の実施費用はどれ位かかるものか)
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470

耐震診断に何を求めるか ――耐震改修の対象をどこに絞るか― ―「マンションは地震に弱い」より--470

※ 法が求める耐震性は｢倒壊しない｣ことだけ

470

※ ｢ごく稀に発生する地震｣の発生確率

471

※ 法令が許容している被害のレベル

471

※ ｢物損を減らす耐震性｣と｢生活を守る耐震性｣の違い

472

※ 対策を実行しやすいレベルで震度を想定する

472

※ 実現可能な「震度５弱」の対策を

473

※ 本当に必要な耐震診断は何か

473

※ 読後感

473

十勝沖地震について(旧旧耐震基準と旧耐震基準そして新耐震基準)

474

2002 年改正区分所有法第 62 条(建替え決議要件変更)への批判

474

既存不適格マンションでも現在の規模を維持した建替えが可能
475

475

※ 対象となるマンションの条件

建替え決議においても、議決権割合の変更(法第 38 条)は有効との見解
--「専有部分の床面積の割合｣であるべきだとの見解に対して---

475

478

清文社様 --「マンションの増築・建替え」での大原氏の発言について-476

※アドバイザーへの問い掛け

477

アドバイザーの返事

清文社の回答
479

※ 株式会社 マンション管理総合研究所 代表取締役 大原章男氏の返事(インターネットにて、所
在を確認し、直接の問い掛けを行った)

480

※ コメント

480

古くて新しいテーマ ---2002 年改正区分所有法にても解決されなかった課題---

481

｢実践 区分所有法 など｣p．218 or p．215 の記述一部削除--議決権の割合については規約で原則とは異
なる規定ができるとされていることに対する理解の仕方に混乱--

481

修繕積立金を建替えのための経費として取り崩すことができるか

482

「建替え決議が先か承認決議が先かについて」のもう一つの選択

483

建替えに代わるマンションの長命化は中古マンションの流通の活発化が前提では

483

マンション建替え情報資料 2 件--「ケンプラッツ」(インターネットメール配信)による--483

容積オーバーでも建て替え、なぜ合意できたか

2014/05/08

488

“日本最大のマンション建て替え”を成功させた住民パワーの源とは 2014/04/14

492

「『マンション敷地売却制度』導入に異議あり」---5/23 東京新聞「発言」欄への投稿---

493

5 分の 4 で敷地売却を可能とする改正マンション建替え円滑化法、12 月 24 日施行
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494

「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備
に関する政令」及び「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期
日を定める政令」について（閣議決定）

494

区分所有者等の４／５以上の賛成で、マンション及びその敷地の売却を行う旨を決議

497

マンション敷地売却「改正案」――新聞赤旗 2014・5・1 記事より---

497

「マンション建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案」が 18 日、参議院本会議で可決、成
立した。12 月施行へ

498

マンション建替え法の法律名が変わった。

498

「支払」と「提供」は別です。｢提供｣の意味は、日常用語とニュアンスがだいぶ異なります
---区分所有法第 63 条 5 項に「代金の支払又は提供」という言葉がでてきます---

499

本当の全員合意とは――――賛成しなかった人たちへの思い
--「マンション建替え奮闘記」 村上佳史著 岩波書店 2006.7.28 1,600-＋税より--

501

何とも紛らわしい「買受指定者」と「買取指定者」とそし「買受請求」と「買取請求」

501

団地関係について

501

団地型管理組合の管理対象の範囲(「新･マンション管理の実務と法律」p．22)

502

団地での一括建替えのもう一つの方法

502

法第 68 条において、「当該土地の全部又は附属施設の全部」とされている意味

502

一団地総合的設計制度

503

「既に、団地規約で各号棟分譲建物(分譲マンションを含む)を管理対象としている場合は、新たな団地型規約
作成で、各棟を管理対象とするための特別決議は必要ありません」の根拠判例

503

団地関係が、「戸建住宅・個人所有の賃貸マンションのみで構成される場合」の建替え

504

団地では多数決で建替え決議をすることはできませんでした

505

504

※ 団地では多数決での建替え決議をすることは出来なかった理由と建替え承認決議

505

※建替え承認決議とは

団地においては、2 つ以上の号棟マンションを一緒に建替えをすることができる
----2 つ以上に制限はない。団地内号棟マンション一括建替えのもう一つの方法----

506

老朽化団地の再生についての検討会設置／国交省

506

団地再生策の検討を開始、要件緩和も視野に

507

法人関連

507

法人の事務についての法第 49 条と法第 52 条の関係について
508

508

2014/07/28

ケンプラッツ

管理組合法人の事務の法第 52 条と非法人管理組合の法第 18 条 2 項との関係

法人は法律上当事者適格を得ているが、管理者(に擬制された理事長)の当事者適格は規約または集会(集
会)決議で得る
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509

マンションの管理組合は、どのような手続きで法人とすることができるか。又、法人となるとどのようなメリット
があるか。---裁判実務大系 19 区分所有法関係訴訟法 p.327 より全面転記--509

管理組合法人の設立

509

一 管理組合

510

二 管理組合の法人化

513

三 法人化のメリット
515

516

6 組合員の対外責任

四 団地管理組合

516

管理組合法人は区分所有者(全員)を「代理する」のであって「代表するのではない」の意味

519

「代表」と「代理」の違いについての一資料

520

法人管理組合の理事長(理事)の責任について

523

法人化登記の意味を考える--「登記はしょせん対抗要件にすぎない。それ以上の価値はなし」

524

523

※購入した敷地と規約敷地の関係について

523

※ 法人における意思決定方法(私見)

マンション敷地(土地)の売却は、管理組合を法人とするだけで、多数決決議で可能となるのか
――法人における不動産等の購入についてはときどき聞く話ですが―
526

(追-1)法人手続について

526

(追-2) 法人化について

526

マンション賃借人へのアドバイス集--

526

区分所有者と賃借人の関係について――特集を組んだ意図----

527

クーラーの取り付け穴の確認を忘れるな!!--マンション賃借人へのアドバイス№1-―--クーラー専用コンセントが設置されていますか----

529

529

※翌日一応一件落着

529

※後日談

賃借人と管理費支払の関係--マンション賃借人へのアドバイス№2—
※クレームは、オーナーである区分所有者(住戸所有者)を通しての主張・要求

530

賃借人に管理費支払い義務がないことの法的根拠
530

一 賃借人に対する管理費支払請求について

531

二

不動産会社（ご質問の場合賃貸人の代理人であるとして）の賃借人に対する賃料からの管
理費支払請求について

531

賃借人が区分所有法上の義務を負う条文は４つだけ―対比区分所有法意訳(案)より--

538

賃借人が区分所有法上の権利をもつ条文―対比区分所有法意訳(案)より-――賃借人等（占有者）の集会（総会）で意見を述べる権利と閲覧権---
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545

賃借人と管理費支払の関係--マンション賃借人へのアドバイス№2—
※クレームは、オーナーである区分所有者(住戸所有者)を通しての主張・要求

545

①

賃借人に管理費等を請求できる場合

545

②

賃借人等(占有者)には管理費支払義務はありません(無効規約の実例)

547

③

賃借人等(占有者)は、管理費増額がテーマの集会(総会)で発言権が必要でしょうか

548

④

管理費支払義務は、区分所有建物(区分所有権)を所有することから当然に負担する債務です

549

⑤

管理費は、当然支払う義務があります

549

⑥

マンションの賃貸しをする場合、賃料と管理費は分けて徴収する必要があります

551

別冊・｢実践

551

①

区分所有権(住戸所有権)の目的たる建物＝区分所有建物(分譲建物)

551

②

不動産登記法での「区分建物｣は区分所有法の「専有(住戸)部分」のことです

552

③

現在の専有(住戸)部分の定義

552

④

「区分所有者(住戸所有者)の承諾を得て専有(住戸)部分を占有する者」の範囲は?

553

⑤

「賃借人等(占有者)に決議の効力を主張できなくなる」の意味

553

⑥

賃借人等(占有者)に対する招集手続が違反したときはどうなるのでしょうか?

554

⑦

賃借人等(占有者)の集会(総会)への出席は区分所有法上の権利

554

⑧

賃借人等(占有者)の意見陳述を拒むことはできません(無効規約の実例)

554

⑨

占有者(賃借人等を含む)が使用方法について集会(総会)の決議で定める規範に従う必要は、1983

区分所有法 など｣賃借人関係記述引用集

年改正区分所有法で定められました
555

⑩

占有者(賃借人等を含む)が負う「使用方法につき」同一の義務 とは

556

⑪

区分所有者(住戸所有者)と同様の賃借人等(占有者)の義務は、「使用方法」に限定されます

556

⑫

賃借人等(占有者)は、使用方法に限って、守ればよいのです。

557

⑬

「賃借人は管理組合に氏名等を届け出ること」とする規約や集会(総会)の決議は有効か? ---この問
題は、解説書等での記述がほとんどないテーマです。

558

⑭

賃借人等(占有者)も理事長になれます。ただし、

559

⑮

共有のマンションの住戸(専有部分)を第三者に賃貸しする場合は、全員の合意が必要?

559

⑯

引渡し請求の占有者の対象は、専有部分(住居)の占有者(賃借人等を含む)

559

⑰

引渡し請求の占有者には、正当な権利のない賃借人も含まれます

559

⑱

義務違反者の賃借人等(占有者)に対しては、本来は貸主による賃貸借契約の解除

561

⑲

占有者(賃借人等)の「意見を述べる権利(陳述権)」と「弁明する機会」は異なるものと理解
--2013 年マンション管理士試験から学ぶ---

562

⑳

564

21

占有者とは、どういう人達か
家賃を滞納したら勝手にカギを変えられた！ 「追い出し屋」の手法は許されるのか？----マンショ

- 32 -

ン生活でも無用な情報ではないようです。インターネットの「弁護ドットコム」よりの抜粋です。---566

22

大家は賃料不払いを理由として、アパートの鍵を付け替えられる？

567

23

隣室から聞こえる「歌い手」の大きな声――マンション「騒音トラブル」解決のコツは？

569

24

現在のマンション管理とは直接には関係ある様でないような問題です。
―――賃借人と転借人の賃料の支払について----

570

25

共用部分の瑕疵に賃借人等(占有者)の責任があるのですか?(「コンメンタールマンション区分所有
法」への疑問)

571

26

「共用部分の瑕疵に賃借人等(占有者)の責任があるのですか?」に対する補追

571

27

法律上の利害関係がある者とは ―合人社計画研究所 相談集 第 5 版より―

571

28

期限のない使用貸借(無償使用)終了の判決--大阪地裁平 4《1992》.9.16--

572

29

賃貸人は、その貸借人とともに、他の居住者に迷惑をかけないように専有部分を使用する義務を負
っている。そうさせる本来の義務は賃貸人にあります。

574

〔など編〕

574

エレベーター

574

エレベーターの維持費を安くしたい
―「マンション管理組合の理事になったとき最初に読む本」p．108 より-574

※エレベーターの維持費を安くしたい!

575

エレベーター:設置の建築規制を一部緩和へ

576

用語集

576

付郵便送達の記述についてお尋ねします。著者のご返事をいただけないでしょうか。
576

※ 早稲田経営出版編集部様

576

※ 出版社の返事

576

※ 著者の回答

577

※ コメント

577

建物の付属(附属)物と附属の建物

577

署名と記名
578

※ 捺印と押印

578

署名と捺印(押印)の関係

579

押印と捺印は違うのか――「署名押印」は正しい使い方です・迷走の最終結論――

579

元年は最初の年の「意」です。０年ではなく、一年です。平成元年は平成 1 年のことです。

580

意思と意志(インターネット「ALC」より)

581

遵守(じゅんしゅ)義務・誠実義務・忠実義務、そして注意義務と善管注意義務

581

天然果実と法定果実
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582

動産と不動産

582

譲渡（じょうと）という用語について

583

譲渡（じょうと）という用語について-２

584

譲渡（じょうと）という用語について-3

585

共有と合有と総有の関連性――しつこく、共有・合有・総有について -――

585

再度、総有・合有・共有について

586

共有の三つの形(共有・総有・合有)

586

共有には「狭い意味での共有」・「総有」・「合有」の三つがある ―再々度、総有・合有・共有について--

587

「持ち分」と「持分」どっちがどっち

588

「持分の価格の過半数」？？？

589

不真正連帯債務者とは

589

民法上の「錯誤」と登記法上の「錯誤」の違い

589

法律の解説書などで使われる「観念」とは

589

「退任」と「辞任」はどのような時に使い分けられるのだろうか。

590

S とはサービスルーム(納戸）のこと

591

リバースモーゲッジ（Reverse mortgage）とは

592

ADR 関係

592

建築ネットワークセンターの検討課題となった ADR【裁判外紛争解決手続】への資料として再掲載

593

裁判(民事)および裁判外紛争解決手続(ADR) の種類

593

アメリカの ADR(Alternative Dispute Resolution)

598

593

※ 〔仲裁〕

594

※ 〔調停〕

595

※ 〔ミータブ〕

595

※ミニ・トライアル

596

※サマリー・ジュリー・トライアル

597

※その他の ADR

トラブルに対するマンション管理組合の取り組むべき姿勢について。
―管理組合などの相談回答者には、管理組合運営を育てる役割もあると考えます―

600

滞納管理費の「話合い」による解決事例の紹介
---先取特権の実施として、直ちに競売手続きに入る前に、本当の滞納理由を聞きだす---

602
602

同音異語
同音異語辞典-1
602

① 意外と以外そして案外

- 34 -

603

② 意思と意志

603

③ 委託と委任

604

④ １ヘクタ－ルと１アール

605

⑤ 違法と不法

605

⑥ 「遅れる」・「後れる」

605

⑦ 回答・解答

605

⑧ 過失・重過失・無過失

607

⑨ 過程・仮定

607

⑩ 過料・科料

607

⑪ 格別・各別

608

⑫ 寄託・帰宅

608

⑬ 共有・享有

608

⑭ 権限(けんげん)・権原(けんげん)

608

⑮ 現状・原状

609

⑯ 検認と確認

609

⑰ 「超える」・「越える」

609

⑱ 実体・実態

609

⑲ 借地借家法

609

⑳ 事由(じゆう)・自由(じゆう)

609

21 受動・受働

610

22 順位と順番

610

23 遵守・順守

610

24 施工(せこう)・施行(しこう・せこう)

611

25 施主と喪主

611

26 占有・専有

612

27 相続人

612

28 取消しと解除

613

29 符合と付合・附合

613

30 物権・物件

613

31「併記」・「並記」

614

32 保証・保障・補償

614

33 保佐人と補助人と補佐人

614

34 保持と保全
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615
615

616

617

35 連帯保証と保証連帯

同音異語辞典-2
615

① 寄託と供託

616

② 譲渡と譲与

616

③ 清算・精算

616

④ 契印と割印

616

⑤ 地上権と借地権

616

⑥ 表決・評決と議決

616

⑦ 弁済と履行

同音異語辞典-3
616

① 登記と登録

617

② 替わると変わると換わると代わる

617

③ 錯誤(民法９５条)と錯誤(不登法２条１６号)

同音異語辞典-4
617

① 提供と提出と提示

617

② 公告と広告

618

③ 交付と通知

618

④ 抹消と消滅

618

民法学習

618

民法改正・・・・マンション生活にも大きな影響を及ぼすでしょう

621

「毎日 3 分民法解説メルマガ」の紹介

623

「毎日 3 分民法解説メルマガ｣の紹介本

624

条文理解のために、判例も載っている六法を持つ必要性について
624

問題例

624

もう一つの事例

625

抵当権の順位譲渡と順位放棄

626

抵当権の「順位譲渡と譲渡」、抵当権の｢順位放棄と放棄｣

626

自働債権と受働債権は、相殺する方の債権と相殺される方の債権

627

現在のマンション管理とは直接には関係ある様でないような問題です。
―――賃借人と転借人の賃料の支払について----

628

預金・貯金は協議して分割する必要はなく、現金・金銭は、協議して分割する必要あり。なんか逆なのでは。
629

※ 現金(金銭)と遺産分割

629

※ 数人での金銭の借金(消極財産)の返済義務は、それぞれ等しい額で分割されるのが原則
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629

区分所有者(住戸所有者)が相続人なく死亡した時の共有敷地は、特別縁故者への財産分与の「対象」となる
だけで、直ちに、特別縁故者への財産分与となるわけではありません。

631

相続財産における特別縁故者認定への手順と他者への帰属

632

所有権を得るまでの期間の異なる遺失物と埋蔵物 ―放置自転車対策への知識---

633

遺言を守るべきなのは遺産分割禁止の「一定期間」であって、分割禁止そのものではありませんでした

634

遺産分割協議結果は、負担した義務を果たさなくても、取り消しができませんが、特定遺贈の場合は、取り
消せる場合があります。民法の相続の問題です。

634

民法で定められている期間計算の仕方

635

議論はよりよい結果を生み出すための手段
---「『わたしと仕事、どっちが大事?』はなぜ間違いか」より抜粋----

637

専門用語をマスターする。----｢合格したけりゃ勉強するな!｣p.101 より----

640

雑文

640

私は考えるのです。信号とは何のためにあるのかと。

641

「信号が赤でも、まったく車の気配がなければ歩行者は渡ってもいい」について
--- 今後は、信号が赤でも横断歩道を渡たるのは、まったく車の気配がなくても、周りに人がいないようなとき
だけにします。---

642

与太話 2

昔の公団等の団地建設に関わった建設会社は中小企業--公団や供給公社で扱っていた建物は、技術的
に中堅企業でしか扱えない建物であった---

643

全国書店ネットワーク オンライン書店 e-hon

643

「等価交換方式」の(中古)マンション購入の際の注意点

644

図書館では『まんが本』は購入しないとの認識が当然なことなのでしょうか。

645

マンション管理士資格挑戦への提案(年寄り挑戦者への副音)

646

読んでも、読んでも、日本語の意味が分からない参考書の中身 ―雑談―-

648

真っ当なり、舛添都知事の憲法第 95 条を持ちだしての発言

649

各種法律

649

「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」、施行期日が 15 年 4 月 1 日に決定

649

エネルギーの使用の合理化に関する法律

651

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

651

適判見直し、38 条復活ほか 大改正建基法が成立

654

建築基準法（昭和 25・5・24 法律第 201 号）の一部改正（平成 26・6・4 法律第 54 号）

655

改正建築士法が成立、書面での契約義務化

656

品確法には 2 種類あり ---マンションから逸脱した豆知識---

656

国の責任：「建築指導課」の看板を下ろせ 保険屋が見た「建築のプロ責任」（81）

2014/06/23
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ケンプラッツ

660

刑法第２６０条の建造物損壊罪

660

盲導犬はペットには入らない

664

「法令データ提供システム」の条文の検索についての補足

665

引用書籍一覧とその寸評

678

665

区分所有法文献

666

マンション管理

671

建替え

674

トラブル

676

総会

676

その他

―身体障害者補助犬法―

Windows8.1 操作ど素人情報

(XP から Windows 8.1 に切り替えを予定されている方へのど素人か

らの情報 670)
679

①

電源を入れて最初の画面が虹曲面模様のディスプレイ画面になることがあります(ただし、レノボ
の場合)。

679

② 電源のコントロールについて

680

③ メールの着信日時がおかしい

680

④ 年の日付が自動設定できない

680

⑤ 画面が横移動しかしない場合。

680

⑥ テキスト方式か HTML 方式か

680

⑦ 簡単にコントロールパネルやエクスプローラーを表示する方法。

681

⑧ 表示方法の「大きいアイコン」と「カテゴリー」

681

⑨ インターネットの最初の画面を Yahoo にしたい。

681

⑩ デスクトップ画面のアイコンは移動する場合があります。

681

⑪ 全ウインドウの最小化と最大化

681

⑫ 黒い短冊帯に白抜きの絵柄(チャーム?)の表示方法

682

⑬ 基本として抑えるべき Word 操作方法

683

⑭ ルーラーの表示方法は表示リボンにあり

683

⑮ コピーの仕方は何種類もあり。

683

⑯ コピーアイコンの選択

683

⑰ 文字の上書モードと挿入モードの切り替えは、キーボード上の「Insert」の ON、OFF

684

⑱ キーボードの Num Lock のランプは点灯(緑色)していますか

684

⑲ XP を使い続けたいと希望する方のために

684

⑳ 横長になったディスプレイには意味がある。
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685

21 デスクトップが横長でない苛立ち

685

22 「横長になったディスプレイには意味がある。」一部修正

685

23 トラブル相談先・マイクロソフトサポートセンターについて

686

24 スクロールマウスの提案

686

25 「検索」と「高度な検索」の違い

687

26 XP(office2003)で作成した単語(用語)が、検索できない場合があります。

687

27 Word(office2013)は、Windows XP(office Word 2003)では開けない?。

688

28 貼り付けオプションの選択方法

688

29 読みの分らない漢字や記号を入力したい。

689

30

689

31 「お気に入り」の表示方法

689

32 Windows8.1 操作「ど」素人情報 7 ―もう一歩進んで―

691

Word 原稿に連続ページ数を刻印したい。

①

読みの分らない漢字や記号を入力したい。

②

Word 原稿に連続ページ数を刻印したい。

③

文頭の文字の微小な動かし方

④

消えてしまうミニツールバーの再表示方法

⑤

word 内に表をつくる

⑥

表の罫線を引いたり、削除したりできます。

33 Windows8.1 操作「ど」素人情報 8 ―もう一歩進んで―
文字の検索方法は二通りあります。

692

692

34 Windows8.1 操作「ど」素人情報 9 ―もう一歩進んで―
①

メールの第一段階での削除が簡単なった office2013

②

電源オプションの表示のない画面の消去方法

③

用語検索のポイントは一致なしの表示の有無にあるようです。

35 Windows8.1 操作「ど」素人情報 10 ―もう一歩進んで―
用語検索方法補追

693

693

36 Windows8.1 操作「ど」素人情報 11 ―もう一歩進んで―
①

印刷の仕方

②

基本的な Word 文章の作り方――まったくの基本ですが---

37 Windows8.1 操作「ど」素人情報 12 ―もう一歩進んで―
①

キーボードの Num Lock のランプは点灯(緑色)していますか

②

PDF 画面の拡大方法

③

キーボードの Num Lock のランプは点灯(緑色)していますか
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694

38 Windows8.1 操作「ど」素人情報 13 ―もう一歩進んで―
「横長になったディスプレイには意味がある。」は誤解を生む記述でした

694

39 Windows8.1 操作「ど」素人情報 14 ―もう一歩進んで―
①

695

40 Windows8.1 操作「ど」素人情報 15―もう一歩進んで―
①

695

原稿の最初のコピー保存は、保存する箇所の再クリックを忘れずに

「表示ツール」タブは表をクリックしないと表示されません。

CD の操作上のトラブルを中心に、いろいろと実験した結果です。
695

① CD の扱いについ

696

② CD の残容量の確認方法

696

③CD 書き込み完了後にも表示される「デスクに書き込み準備のできたファイル(○○)があります」
(「レノボ」だけのことかもしれません)その 1

697

④CD 書き込み完了後にも表示される「デスクに書き込み準備のできたファイル(○○)があります」
(「レノボ」だけのことかもしれません)その 2

697

⑤CD 書き込み完了後にも表示される「デスクに書き込み準備のできたファイル(○○)があります」
(「レノボ」だけのことかもしれません)その 3

697

⑤ CD トラブルの元凶は、XP で作った「表」にあると特定

698

⑦CD 内で、Windows XP で作ったデーターと Windows8.1 で作ったデーターが混ざっていると生じるト
ラブルの解決方法

699

⑧ CD-R への追加書き込み方法は、メーカーによって操作方法が異なるようです。

699

⑨ C D への再コピー方法 2
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別冊

区分所有法理解のための予備知識
一般条項条文とは--解釈の余地の大きい漠然とした用件を持った条文―
一般条項とは、法の基本的理念を一般的･抽象的に示して法の運用の一般的指針を宣明する
規定、あるいは一定の法的効果を発生させるための要件が具体的な内容を持たず抽象的であ
る(解釈の余地の大きい漠然とした用件を持った)規定をいいます。
区分所有法の世界では、特別の影響(支障)についての「使用に特別の影響(支障)」(法第 17 条 2 項・
18 条 3 項)、「権利に特別の影響(支障)」(法第 31 条 1 項)、「建替えに特別の影響(支障)」(法第 69 条 5 項)

であり、狭義の善管注意義務としての法第 28 条（委任の規定の準用）での、管理者(に擬制された理事
長)との義務権利関係として民法第 644 条の準用があります。

法律の世界では、例えば，基本的人権に関する一般原理を定めた憲法 11 条、12 条、13 条(す
べて国民は，個人として尊重される。生命，自由及び幸福追求に対する国民の権利については，公共の福祉に
反しない限り、立法その他の国政の上で，最大の尊重を必要とする)などや，またこれらと関連して，民法 1

条の〔私権は、公共の福祉に適合しなければならない。〕(同条 1 項)、〔権利の行使及び義務の履
行は、信義に従い誠実に行わなければならない。〕 (同条 2 項)、〔権利の濫用は、これを許さな
い。〕(同条 3 項)などがあり、さらに、〔公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行
為は、無効とする。〕(民法 90 条)や〔その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。〕(民法 770 条
1 項 5 号) (世界大百科事典 第２版の解説)などがあります。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．397 or p．392 「『特別の影響(支障)』の絶対的な基準はありません」)

一般法と特別法の関係--民法と区分所有法の関係-ある法律の本では、一般法と特別法の違いを説明するときに、「私法(私人間《しじんかん》のことを
定めた法律) の一般法は民法である。その特別法が商法である。商法は民法の大きな領域の中

で、商人がらみの事件だけに適用がある。この場合、商行為については、わざわざそのために
商法を作ったのだから商法を優先適用する。」と説明されていました。このことは、民法と区分所
有法の関係でも、そのままいえることだと考えます。
区分所有法は民法の特別法であるといわれます。まさに、「区分所有法は民法の大きな領域
の中で区分所有関係の事件だけに適用がある。この場合、区分所有関係については、わざわざ
そのために区分所有法をつくったのだから、区分所有法を優先適用する」と説明できます。
このことは、民法と区分所有法だけではなく、区分所有法と借地借家法などの関係においても
いえることだと考えます。あるいは、民法と借地借家法の関係が区分所有法にも影響するという
ことかもしれません。
そして、区分所有法では、いたるところで民法の考え方が応用的にも採用されており、区分所
有法を真に理解するには、民法の理解が前提となるともいえると考えています。
その典型的な事例が、区分所有法での「共用部分」の理解であり、民法を理解していないと
1

「共用部分」と「共有部分」との違いが理解できないと思っています。

手続法と実体法その他の法体系の関係
実体法とは規範の内容そのものを定める法律です。手続法とは、その規範を実現するための
手続きを定めた法律です
具体例を挙げれば、「民法」が実体法で、民事裁判に関する手続きを定めた手続法が「民事訴
訟法」、「刑法」が実体法で、刑事裁判に関する手続きを定めた手続法が「刑事訴訟法」と言った
具合です
実体法とは、法律関係それ自体の内容を定める法のことをいい、手続法とは、実体法が定め
る法律関係を実現するための手続を定める法のことをいいます。民法、商法、刑法が前者の典
型であり、民事訴訟法、刑事訴訟法が後者の典型です。
また、手続法のうち、手続の形式が訴訟の形式を採る場合は、その手続法を訴訟法といいま
す（狭義の手続法）。

区分所有に関連した実定法としては、区分所有法、マンション建替えの建替え円滑化法、
管理適正化法の 3 つがあり・・・(「これからのマンションと法」p．30)、区分所有に関連した約款として
は、 標準管理規約、標準管理委託契約書があります。

区分所有に関連した手続法としては不動産登記法があります。
事業法とは、事業手法を規定する法律です。マンション建替えの円滑化等に関する法律、電
気事業法等があります。
マンション法とは、区分所有法、マンション管理適正化法、マンション建替えの円滑化等に関
する法律、マンション標準管理規約、標準管理委託契約書(「これからのマンションと法」p．14)。
制定法とは、公の立法機関により制定された法です。日本の制定法の種類としては，憲法、
法律、命令、条例、規則、条約がある。制定法は成文法といわれることもある。制定法、成文法
に対しては、不文法があります。
各種類の制定法の間には形式的効力の原理が妥当し、効力について上下関係があります。
基本的には上から憲法→法律→命令→条例の順ですが、最高裁判所規則と条約は、それぞれ
の効力順位に関して意見が分かれています。このうち最高裁判所規則については法律との間の
効力関係が問題となりますが、通説は法律優位説に立っています。(世界大百科事典 第２版の解説)

法律条文や文章のカッコ( )部分は飛ばして読む
法律の条文や書籍の文章の括弧( )部分は、透明カラーペンなどで塗りつぶしながら飛ばして
読み進め、文章の区切りごとにその透明カラーペン部分に戻って読み返していけば、条文や文
章の全体像を理解しやすくなります。
特に、法律の条文の場合、括弧( )で囲まれた文章(条文)の中にさらに括弧( )で囲まれた文章
(条文)がある場合があり、それらを色分けして仕分けしておかないと、括弧( )で囲まれた文章(条
文)そのものが理解できなくなります。

2

区分所有法第 3 条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うた
めの団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定
め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供され
るべきことが明らかな共用部分（以下「一部共用部分」という。）をそれらの区
分所有者が管理するときも、同様とする。
区分所有法第 71 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理
事、規約を保管する者、議長又は清算人は、20 万円以下の過料に処す
る。
一 第 33 条第 1 項本文（第 42 条第 5 項及び第 45 条第 4 項（これらの
規定を第 66 条において準用する場合を含む。）並びに第 66 条におい
て準用する場合を含む。以下この号において同じ。）又は第 47 条第
12 項（第 66 条において準用する場合を含む。）において読み替えて
適用される第 33 条第 1 項本文の規定に違反して、規約、議事録又は
第 45 条第 4 項（第 66 条において準用する場合を含む。）の書面若し
くは電磁的記録の保管をしなかったとき。

〔前 3 条〕とは、前の三つの条文を示しています。直前の一つの条文ではありませ
ん。
民法第 637 条（請負人の担保責任の存続期間） 前 3 条(636 条・635 条・634 条)の規定による瑕疵の
修補又は損害賠償の請求および契約の解除は、仕事の目的物を引渡した時
から 1 年以内にしなければならない。
①民法第 636 条（請負人の担保責任に関する規定の不適用）： 前 2 条(635 条・634 条)の
規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は
注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、
請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げ
なかったときは、この限りでない。
②民法第 635 条： 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達す
ることができないときは、注文者は、契約の解除をすることがで
きる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限り
でない。
③民法第 634 条（請負人の担保責任）： 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者
は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求
することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その
修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
２ 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損
3

害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第 533
条の規定を準用する。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．5 「『前項』と『前 3 項』の違い《法文の読み方について 1》」)

「原則として」との表記の理由――文章の省略法?―――
少なくとも区分所有法の条文には「原則として」との表記はありませんが、法律の解説書など
では、文頭に、「原則として・・・・」と書き出している場合があります。
その意図は、区分所有法でいえば「別段の定め」があることを示し、「例外がある」ことを表して
いるのです。ある物事の指摘をするときに、「これらか書くことには、例外がありますが原則として
は・・」という意味になります。「例外」としてあげられるのは、「規約の定め」や「他の条文の規定」
などです。しかし、多くの場合、文章の構成上(短縮)の理由なのでしょうか、あるいは、そのことは
独自で判断することを要求しているのでしょうか、その例外事項については説明を省略して解説
は進められています。
たとえば、法第 22 条(分離処分の禁止)を説明するために、「分離処分の原則禁止の制度(第 22
条)」といった表現をすることがあります。

この場合法第 22 条によって「・・・区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る
敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、こ
の限りでない。」とされています。
この意味は、「原則として」「区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地
利用権とを分離して処分することができない。」ということであり、「規約に別段の定めがない限
り」を「原則として」と言い換えることにより、暗に、「規約に別段の定め」という「例外」があることを
示しているのです。
また、法文を例外の対象とする場合もあります。法第 15 条（共用部分の持ち分の処分）2 項「共有
者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分
することができない。」の説明で、「『共用部分』の共有持分は、専有(住戸)部分と別々に切り離し
て処分(売買・抵当権設定・放棄等)することのできない関係にあり、原則として、『共用部分』の共有
持分だけを単独で譲渡(売買等)等をすることや専有(住戸)部分だけに対する抵当権の設定、質権の
設定等をすることはできません。」というものがあります。ここでも、「この法律に別段の定めがあ
る場合を除く」ことを例外事項として、この状況を「原則」としています。
この場合の例外的に法律で「共用部分」の共有持分と専有(住戸)部分とを別々に切り離して処
分 (売買・抵当権設定等・放棄)することができるとされているのは、法律で決められた、管理規約(規
約)で他の区分所有者(住戸所有者)または管理者(に擬制された理事長)を共用部分の所有(受託)者とす

る管理所有(受託)の場合(11 条 2 項・27 条 1 項)と管理規約(規約)で区分所有者(住戸所有者)間での共有
持分割合を設定または変更によって共有持分の割合を変更する場合(14 条 4 項)の二つの理由に
よる場合だけとなります。
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「実践 区分所有法 など」の「区分所有者(住戸所有者)や専有(住戸)部分の括弧書は、
読みづらい」の批判に答える
確かに、「区分所有者」とか、「専有部分」と言う用語に慣れてしまうと、(住戸所有者)とか(住戸)さら
には、集会(総会)の括弧書部分は煩わしいと思われる方もおられます。
しかし、たとえば、区分所有法では区分所有者という用語は、その対象がマンションなどの住
戸所有者に限定されたされたものではなく、分譲建物の区分された部分の所有者を示している
にすぎません。区分所有法がマンションだけを対象とした法律ではなく、分譲建物全てを対象と
していることからくる限界です。マンション住民から見ると何か違和感さえ感じる時があると考え
ます。
区分所有法を身近に感じてもらうためにマンション住民にとってなじみ深いと思われる(住戸所有
者)とか(住戸)といった用語を添付するといった表現方法をとっているのです。

また、集会(総会)と総会(集会)については、本来の厳密な意味からは、異なった意味の用語です
が、管理規約では「総会」と表現され、むしろそれが一般的ですが、区分所有法では「集会」とさ
れている混乱を少しでも統一的に表現しようとしたものです。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．22 ｢区分所有権と区分所有者《住戸所有者》そして専有部分《住戸》との表記
について｣、p．172or p．170 「集会と総会は同じ意味」)

判例は、どうすれば読むことができるか ---判例の探し方情報――
裁判判例などについては、その判決を出すに至った理由など、判決文そのものを細かいところ
まで読んで確認したいと思う人もいるでしょう。主な裁判の判例は、専門家が読むような法律雑
誌に掲載されていますが、自分の関心のあるものが必ずしも載っているわけではないのです。そ
もそも当事者でもない人が、その裁判の判決文を読みたいと思ったとき、実際に閲覧するにはど
うしたらよいのだろうか。
●裁判所や検察庁に行けば閲覧できます
「判決書(判決が記された書面)は、原則として、だれでも閲覧できるはずです」
実際に閲覧したい場合はどうすればいいのだろうか。閲覧申請の窓口は、民事事件と刑事事
件で異なるようです。
「民事事件については、訴訟が終わっている場合は、第一審を担当した裁判所の記録担当係
の窓口で、窓口にある閲覧申請書に記入して提出します。控訴や上告でまだ訴訟が続いている
場合は、高裁などその訴訟を担当している裁判所に申請します。
ただ、判決書の中に、当事者の私生活についての重大な秘密や営業秘密等が記載されてい
る場合、その記載部分の閲覧が制限されることがあるようです。
刑事事件の場合、判決書を含む確定記録は、第一審の裁判所に対応する検察庁で保管され
ています。したがって、検察庁の記録担当係の窓口で、閲覧申請をします。刑事事件について
も、民事事件と同じく、プライバシー保護の観点からの閲覧制限があるようです。
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そして、民事事件と刑事事件の判決書の閲覧を申し込む場合、いずれも申請手数料として、
収入印紙（1 件 150 円）が必要になるということです。
●インターネットでも判決文が読めます
裁判所のホームページ（http://www.courts.go.jp）の『裁判例情報』というコーナーで、裁判例を
検索、閲覧することができます(裁判所名、裁判年月日、だけ入力すれば検索できます。)。ここには事件
名、裁判年月日、裁判要旨の他、判決の全文も掲載されています。ただし、すべての判決が掲
載されているわけではないようです。
このコーナーに掲載されるのは、裁判所が選択した主要な判決だけです。掲載の基準は定か
ではありませんが、知的財産に関する判決は比較的よく公開されているといえます。ただ、インタ
ーネット上に掲載されているものとされていないもので、判決の効力等に違いがあるわけではあ
りません。
憲法 82 条には「裁判の公開」の原則が定められていることもあって、自分とは関わりのない事
件でも、比較的簡単に裁判の判決書へのアクセスはできるようになっているといえそうです。
●インターネットでも判決文が探せます。
インターネットで、「最高裁判例平成○年▼月×日」(あるいは、「判例平成○.▼．×．」)と入力し、
「検索」をすると、もしかすると目的の判例が紹介されているかもしれません。
●検索場所のその他
① 「 裁判所判例 Watch 」 YAHOO web 検索。ただし、平成 18 年(2006)1 月以降の判決。なお、下級裁判
所の判決のなかには、判例検索をかけても出てこない場合があります

② マンション管理サポートネット起動用 CD-ROM
年間利用料（3,085 円/起動用 CD-ROM1 枚《又は USB1 本》）
マンション管理に関する判例（判決要旨及び判決文全文等）を約 420 件収録しています。
なお、Windows8.1 で CD をセットするとタップして、このデスクに対して行う操作を選んでくだ
さいとの表示がされます。クリックして、その他の選択肢の「フォルダーを開いてファイル表示
エクスプローラー」をダブルクリックしてください。「現在ディスクにあるファイル」リストが表示さ
れます。「2sudandb」たは「soudandb」をダブルクリックしてください。CD が開きます
③ 判例インターネット検索(有料)・・・・LLI 判例検索システム、判例秘書、LexisNexis JP 等、都立
多摩図書館、都立中央図書館等で閲覧可能なものもあり。ウエストロー・ジャパン(新日本法規出
版)は、国会図書館でも不可?

④ 「実践

区分所有法 など」改訂 2

p．608【判例リスト】、p．637【判例関係】

p．608【判例リスト】には、記述されている判例が紹介されていますし、p．637【判例関係】で
は、判例解説本等の紹介がされています。

商人であろうが会社であろうが、区分所有権を持っていれば、区分所有者です。
―――基本の基本を確認してみましょう―――
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区分所有法第２条で、「この法律において『区分所有権』とは、前条(第１条)に規定する建物
の部分（第４条第２項の規定により共用部分とされたものを除く。）を目的とする所有権をいう。」とされてい
ます。この意味は、「二つ以上の専有部分で構成されている分譲建物 (マンションを含む)内の特定
の専有部分(規約で共用部分とされた専有部分を除く)に対する所有権をいう」とされているのです。
２項で「この法律において『区分所有者』とは、区分所有権を有する者をいう。」とされていま
す。
したがって、「区分所有者」となれるのは、「区分所有権」を持っていさえすれば、法人(会社)で
も、個人でもよいのです。
さらに、同３項にて、「この法律において『専有部分』とは、区分所有権の目的たる建物の部分
をいう。」として、「建物内の二つ以上に区画された部分(規約で共用部分とされた専有部分を除く)」の
それぞれが専有部分であるとしています。これ以上の条件はありません。したがって、多くの区
分所有法の対象となる建物 (マンション・分譲建物)では、この専有部分が住宅に区分されている場
合が多いようですが、大きさや使われ方についての制限はありません。他の専有部分と区別が
されていればいいだけです。したがって、一つの建物が、ワンフロア―ごとに二つ以上に区分さ
れていれば、それぞれのワンフロアーが専有部分となります。
区分所有者とは、会社であれ、個人であれ、権利(区分所有権)として「専有部分」を所有してい
ればよく、それぞれが自分の物ですから、原則として、所有している専有部分を空き家にしておく
のも、人に貸すのも自由ということになります。
なお、区分所有権の値段は基本的には専有部分の広さで決まります。したがって一つ建物内
で、個人住宅として一定面積の区分所有権しか持っていない区分所有者もいれば、会社のよう
に他の区分所有者の数倍の面積の区分所有権を持っている区分所有者もいます。
したがって、個人の区分所有者だけで構成されている場合も、会社だけの区分所有者で構成
されている場合も、さらには、両方が混ざっている場合もあるのです。
また、区分所有者の中には、専有部分を自分で使っている人もいますし、他人に貸している人
もいます。いずれも、区分所有権の所有者である限り、区分所有者であることに変わりはありま
せん。
なお、区分所有法の対象となる建物は、建物が二つ以上に区分されており、それぞれの区分
の所有者が別々であればよいのであって、それぞれの区分の所有者に制限はありません。
したがって、区分所有法の対象となる建物は、一般の住宅専用のマンションだけを指すので
はなく、住宅と商店が混ざっていたり、商店や会社しか入っていない建物なども対象となります。

民法と区分所有法と標準管理規約について(勉強会講義録 1)
これからお話しするのは、民法と区分所有法(正式には、「建物の区分所有等に関する法律」といいま
す。)とマンション標準管理規約の関係についてです。

皆さんは民法という法律は何となくご存じだと思います。要は、人と人との間のトラブル防止の
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ためルールを決めたものです。例えば、隣の家の庭のタケノコが境界を越えて生えてきたら、隣
の人に黙って取って食べてしまってもよいけど、隣の家の庭の梅の枝や実が境界を越えてきても
勝手に切ったり取ってはならない(民法 233 条)。といったことを決めています。
実は、区分所有法というのは、マンション住民間のトラブル防止のためのルールを決めている
という点では、民法と似ているのです。しかし、マンション生活(マンション管理)というのは，お隣とは
壁ひとつを境にして接している生活のために、単純に、人と人との間とは違うトラブルがたくさん
あります。そのために、大枠は民法と同じなのですが、マンション生活(マンション管理)独特に取り
決めなくてはならない部分もたくさんあります。そう言った部分だけを取り出して法律化したルー
ルが区分所有法なのです。
したがって、たくさんの部分で民法の考え方を採用しています。大枠は、民法と同じなのです
が、細かい部分については区分所有法で決めている独自の形態となっています。そう言った意
味で、民法の特別法といった言われ方がします。したがって、大枠のことでも区分所有法で決め
ていない部分は民法によるといった取り扱いもされています。
そして、区分所有法でも民法とは違ったマンション生活(マンション管理)についての大枠のルー
ルを決めているだけです。そのために、細部のことについては、民法や区分所有法の大枠の中
で、新たなルールを決めていく必要があります。それが規約です。そのために、区分所有法で
も、そういった細かいルールは各マンションの規約で決めなさいとしているのです。ただ、皆さん
はマンションの管理規約をお持ちだと思いますが、それは概ね、国で提案しているマンション標
準管理規約をベースにして作られていると思います。そこで、マンション標準管理規約について
ちょっと説明しておきたいと思います。
国で提案しているマンション標準管理規約あるいは、「規約集」の中身は、区分所有法でいう
「規約」とはちょっと違うのです。国で提案しているマンション標準管理「規約集」の中身の多くは、
区分所有法で絶対に守りなさい、法の規定を変えることはできませんとされているルールを確認
的に掲載している部分も沢山含まれているのです。そのほかに、同じく区分所有法で、各マンシ
ョンで適当に変更してもよいとされるルールや新規にルールとして決めなくてはなりませんとされ
ているものの提案も含まれているのです。もちろん、民法や区分所有法で改めてマンションで決
めなさいとされている参考にすべきルールもたくさん含まれているのです。それらをまとめて「規
約集」としたものがマンション標準管理規約というものです。なお、この標準管理規約集は、基本
は同じですが 3 種類あり、単棟型と団地型そして複合型があります。
※「マンションという用語について」
今までのお話で、「マンション」という言葉を普通に使っていましたが。実は、「マンション」という
用語は、区分所有法にはないのです。「マンション」という法律用語が初めて使われているのは、
2000 年 12 月 8 日に公布された「マンション管理適正化法」(正式には、「マンション管理の適正化の推進
に関する法律」といいます。)からです。そして、区分所有法では、「建物」としか表現しておらず、所有
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形態として、一つの建物が構造的に区分されていて、その各部分に所有権のあるものとされて
いるだけなのです。
要は、区分所有法の対象建物は、分譲形式の建物であればよいとされており、「マンション」に
限定されていないのです。こういった建物は、都心にあるフロアーごとに事務所として分譲された
通称事務所ビルや飲み屋だけで分譲された建物なども含まれることになります。
そして、区分所有法では、一つの建物が構造上区分されていて、その各部分の所有権を区分
所有権とし、この区分所有権を所有している人(法人を含む)を区分所有者とし、区分された各部分
を専有部分と定義しているのです。
※「マンションに関係する他の法律」
マンションに関係する法律として他に三つあります。一つは先ほどちらっと述べました「マンショ
ン管理適正化法(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)」です。もう一つは、被災マンション法
(被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法)であり、最後の一つがマンション建替法(「マンションの
建替え等の円滑化に関する法律」《2014 年６月 25 日法律第 80 号》)です。被災マンション法については、

阪神・淡路の大震災を背景として成立した法律で、非常に特殊な法律ですので説明は省きます
が、ただ、初めて、区分所有法でいう「建物」を「区分所有建物」と定義した法律です。
今回は、被災マンション法を除く二つの法律について概略を話してみます。
「マンション管理適正化法」は、区分所有法の第二回目の改正の二年前に公布された法律で
す。その対象は主にマンション管理業者の規制のための法律といっていいと思います。不動産
屋の規制法である宅建業法と非常によく似た法律です。ただ、この法律で管理業者の法律専門
家としての資格である管理業務主任者と、マンション管理の専門家としての資格であるマンショ
ン管理士の資格を創設しています。そして、「マンション」を初めて定義した法律でもあります。
マンション管理適正化法第 2 条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ
ぞれ当該各号の定めるところによる。
一

マンション 次に掲げるものをいう。

イ 二以上の区分所有者 （建物の区分所有等に関する法律
《昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。》第
2 条第 2 項 に規定する区分所有者をいう。以下同じ。）が存す

る建物で人の居住の用に供する専有部分（区分所有法第
2 条第 3 項 に規定する専有部分をいう。以下同じ。）のあるもの

並びにその敷地及び附属施設
ロ 一団地内の土地又は附属施設（これらに関する権利を含
む。）が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の

建物の所有者（専有部分のある建物にあっては、区分所有者）
の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
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ちょっと補足説明をしておきますと、この法律のマンションの定義で、「敷地 (土地) 及び附属施
設」を含めている理由は、マンション管理の対象が「敷地(土地)及び附属施設」を含んでいるため
だと思われます。
マンション建替法(現在は名称が変わって「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」《2014 年６月 25 日
法律第 80 号》となっています。)は、区分所有法の第二回改正に合わせたように、2002 年６月１９日に

公布された「マンションに限定しての建替え」についての法律です。実は、区分所有法において
は、「建替えの決議」をするまでは規定されているのですが、その後にどのように建替えるのか
の基準は何一つ決められていないのです。建替え決議をした後の具体的建替えの手段は二つ
に分かれます。一つは民法の「組合」の規定によって進める方法と、もう一つは、都道府県知事
の認可を受けて建替え組合を設立していく方法です。
そして、この法律でもマンションが定義されています。
第 2 条 （定義等） この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に
定めるところによる。
一

マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供
する専有部分のあるものをいう。

※「区分所有者」と「団地建物所有者」について
区分所有法でも「区分所有者」と「団地建物所有者」という用語が使われています。そもそも
が、区分所有法でいう「団地」というのは、戸建て住宅だけの集団でも、戸建て住宅と棟型のマン
ションとの集団でも、公団などで見られる棟型マンションだけの集団でも、何らかの核となるもの
の管理を目的として形成されるのです。何らかの核となるものは、集会所でも、共有の道路でも
よいのです。もちろん、公団などのように建物の集団が共有敷地や集会所などを核として団地を
形成されている場合もあります。
一棟の建物については、区分所有建物ですから、原則として、管理組合構成員は区分所有者
しかいません。しかし、団地管理組合の場合は、構成員としては、戸建て住宅もあり一棟の建物
もありますから、個人もおり区分所有者もいることになります。この共通の団地構成員を表す表
現として、「団地建物所有者」という用語が使われているのです。
区分所有法のように団地構成員の対象が何種類に分けられているものを一括して表現する
には適した用語だとは考えますが、敷地などを共有の核として構成され、棟型のマンションだけ
で構成されている団地管理組合で、「団地建物所有者」という用語が使われています。
何かおかしな感じがしませんか。なぜ、建物は一種類しかないのに、「団地建物所有者」という
用語を使わなくてはならないのでしょうか。その原因一つが、標準管理規約(団地型)にあることは
確かです。標準管理規約(団地型)の対象とする団地も、建物は一種類しかないのですから、区分
所有法の団地型で使っている「団地建物所有者」という用語を流用すること自体がおかしいので
す。したがって、皆さんが標準管理規約(団地型)を参考にして規約を改正する際には、ぜひこの
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点を理解して改正して欲しいと考えています。
※団地管理と規約について
先ほど、「区分所有法でいう『団地』というのは、戸建て住宅だけの集団でも、戸建て住宅と棟
型のマンションとの集団でも、公団などで見られる棟型マンションだけの集団でも、何らかの核と
なるものの管理を目的として形成されるのです。何らかの核となるものは、集会所でも、共有の
道路でもよいのです。もちろん、公団などのように建物の集団が共有敷地や集会所などを核とし
て団地を形成されている場合もあります。」と説明しとおり、区分所有法での団地の管理対象は、
原則として、団地を形成する核となる部分だけなのです。すなわち、共有の道路が核で構成され
た団地ならば、この共有道路だけが団地管理組合の管理対象なのです。また、土地や集会所を
核として構成されている団地管理組合での管理対象は、土地と集会所だけなのです。
このような話をすると、「だけど、自分たちの団地管理組合は、各棟の共用部分の管理も行っ
ているよ。何か違うな」と考えられるのではないでしょうか。
実は、ここに規約の役割があるのです。区分所有法では、規約で定めるならば、管理対象とな
っている核の部分以外も管理対象にすることができるとされているのです。
したがって、皆さんのような公団団地の各棟の共用部分の管理も規約で定めるならばやって
よいとされているのです(区分所有法第 68 条)。すなわち、各棟の区分所有者の議決権と区分所有
者の頭数の 4 分の 3 以上が、自分たちの棟の共用部分の管理は団地管理組合に頼むことに賛
成したうえで、そのことを団地管理規約として決めれば、団地管理組合で各棟の共用部分の管
理をしてよいとされているのです。
ただし、すべてのことができるわけではないことも区分所有法の第 66 条という条文で細かく決
められています。このへんの細かい点は機会があれば別の機会にお話しできると考えいすます
が、特に重要と思える、団地管理組合の総会では決めることができず、各棟ごとに独自に決めな
くてはならないとされている二点についてだけ話しておきます。1 つは、義務違反者に対する処措
置と各棟の復旧についてはです。
なお、逆に、規約で定めておかないとできないことがあります。団地の各棟の全てを「一括して
建替える決議」をすることです。この決議をするためには、土地(敷地)がすべての区分所有者の
共有であることを前提として、団地管理組合規約で「棟の共用部分の管理を団地管理組合に任
せる」と決められている必要があるのです。

共有部分と共用部分について(勉強会講義録 2)
共有部分と共用部分についてお話をする前に、区分所有法の内容がどのように組み立てられ
ているかについてお話ししておきます。
※区分所有法は 3 つの章に分かれた構成となっています
民法が個々の人々との人間関係についての規定なのに対して、区分所有法の基本形は、民
法でほんの少ししか規定されていなかった、区分所有建物という壁ひとつで区分された住戸で生
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活する住民の集団での、共有部分(共用部分を含む)の扱い(管理方法とも言えます)についてのルール
を決めた法律ともいえると考えています。
区分所有法は 3 つの章に分かれています。最初は、基本形である 1 つの建物が 2 つ以上に
区分されていて、それぞれが別々の所有となる建物(区分所有建物)の共有部分(共用部分を含む)の
扱い(管理方法とも言えます)についてのルールについてです(第一章)。2 つ目が団地の共有部分の
扱いと団地特有の問題(管理方法とも言えます)についてのルールについてです(第二章)。この内容
は、団地構成の特殊性のために、前半の基本形である区分して所有される建物(区分所有建物)の
ルールをそのままであったり、ちょっと修正して規定しています。そして最後に、3 つ目としてそれ
らの規定に違反した時の罰則のルールを定めています(第三章)。
※共有部分と共用部分の用語の区別について
では、共有部分と共用部分についての本題に入っていきます。
皆さんは、共有部分と共用部分をどのように区別されますか、何か、同じようでもあり、違うよ
うでもありといった印象をお持ちだと思います。
広辞苑によりますと、「共有」とは、「二人以上が一つの物を共同して所有すること」とされてい
ます。「共用」とは、「共同して使用すること」とされています。
簡単に言えば「共有」と「共用」の違いは、お互いに「共同」するものを「所有する」か「使用す
る」かの違いのようです。
しかし、民法には「共有」という用語があり、その内容について関係する法文がありますが、
「共用」という用語はありません。
そして、民法での「共有」とは、「所有権など、ある一定の権利が複数の主体によって支配・利
用 されている状態のこと」として、「所有する」とか「使用する」を含んだ広い概念として理解され
ていると思えます。
区分所有法で使われている「共用」という用語を使った「共用部分」という用語は、建物(分譲建
物・区分所有建物)内の共有部分に限定した用語です。

すなわち、建物(分譲マンションを含む)内の複数の者の｢所有｣で、複数の者の｢使用｣することだ
けを目的とした部分(場所・箇所)のことを区分所有法では「共用部分｣と称しているのです。
そして、建物(分譲マンションを含む)の従たる関係(刀と鞘のような、別物だが切っても切れない関係)にあ
る焼却炉や集会所(第三者対抗要件としては登記が必要)なども「共用部分｣に含まれるとされていま
す。
したがって、「共用」という用語は、区分所有法では、建物(分譲マンションを含む)の特殊な管理の
ために「共有」の広い概念を限定的に示す必要性から、民法の「共有」とは別に、建物(分譲マンシ
ョンを含む)内の複数の者の｢所有｣で、複数の者の｢使用｣することだけを目的とした部分(場所・箇
所)だけを示す用語として、新たに創設したものだと思われます。

そのことは、結果として、区分所有法の管理対象には、「共有部分」 (独立した集会所や自転車置
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き場等といった付属施設)と「共有部分である共用部分」があることになります。

すなわち、区分所有建物(分譲建物)の管理組合の管理対象には、「建物内の共同して使用する
共有部分」である「共用部分」と敷地や付属施設(独立した集会所や自転車置き場等)のような「共用部
分を除いた共有部分」との両方がある(区分所有法第 21 条)ことになるようです。このことを区分所有
法の第 3 条で
「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成
し、・・・・」としています。
そして団地では、戸建て住宅等(個人所有のアパート等を含む)だけ・戸建住宅等(個人所有のアパート
等を含む)と区分所有建物との混在・区分所有建物だけの 3 種類ありますが、本来は、団地管理

組合の主なる管理対象は、団地構成の核となる土地(敷地)や「共同して所有し使用する共有部
分」(付属施設)だけなのです。
すなわち、区分所有建物(分譲建物)の管理組合の管理対象は、「共有である共用部分」と土地
(敷地)や「共用部分を除いた共有部分」 (付属施設)なのに対して、団地管理組合の原則的な管理

対象は、団地構成の核となる土地(敷地)や「共同して所有し使用する共有部分」(付属施設)だけな
のです。
このことを区分所有法の第 65 条で「団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は
附属施設（これらに関する権利を含む。）がそれらの建物の所有者（専有部分のある建物にあっては、区分
所有者）の共有に属する場合には、それらの所有者（以下「団地建物所有者」という。）は、全員で、そ

の団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、・・・・」
としています。
※ここで、話を整理する意味で、法文に出てくる「建物」という用語について説明しておきます。
――区分所有法で扱う「建物」は区分所有建物(棟建物・分譲建物)だけです―――
先にお話ししたように、第 3 条にも団地編の第 65 条にも「建物」という用語が出てきます。第 3
条に出てくる「建物」という用語は、区分所有建物(マンションを含む分譲建物)を示しています。しか
し、区分所有法での団地構成は、戸建て住宅等(個人所有のアパート等を含む)だけの場合と戸建住
宅等(個人所有のアパート等を含む)と棟建物(分譲建物・区分所有建物)が混在している場合、そして、棟
建物(分譲建物・区分所有建物)だけの場合があるとお話ししました。したがって、第 65 条に出てくる
「建物」という用語は、団地を構成する建物すべての総称なのです。このことが、区分所有法の
団地編(あるいは、マンション標準管理規約団地編)で団地住人のことを「建物所有者」と表現されてい
る理由ともなっています。
しかし、第 65 条では、団地管理組合で管理対象となる建物は、これらすべての「建物」のうち、
「専有部分のある建物」すなわち、棟建物(分譲建物・区分所有建物)だけだとしているのです。
したがって、区分所有法が管理組合の管理対象にできるとしている「建物」は、区分所有建物
(分譲建物)だけなのです。そして、団地関係の場合でも管理対象することができる建物は、区分所
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有建物 (棟建物・分譲建物)だけなのです。
考えてみれば当たり前ですよね。戸建て住宅等(個人所有のアパート等を含む)は、棟建物(分譲建
物・区分所有建物)のように区分された特殊な建物ではないのですから、わざわざ区分所有法で特

別のルールを決める必要もなく、民法のルールのままでよいのです。
そもそもが、戸建て住宅等(個人所有のアパート等を含む)の建物全体が個人の所有物でしかない
のですから、共同して管理する必要もないからです。
そのために、戸建住宅(個人所有のアパート等を含む)と棟建物(分譲建物)との混在している団地や
棟建物(分譲建物・区分所有建物)だけの団地では、団地構成の核となる共有部分だけを管理する
団地管理組合と、各棟建物(分譲建物・区分所有建物)を管理する管理組合が両立することが原則と
なるのです。
ただし、公団団地のように、敷地や集会所などの「共有部分」が団地構成の核として管理対象
となっているような団地管理組合の場合には、規約で定めるなら、各棟(分譲建物・区分所有建物)の
「共用部分」も団地管理組合の管理対象にすることができるのです。このことを、区分所有法の
第 68 条で定めています。
※共有と共用の定義の違いと管理対象の違い
団地管理組合の管理対象となるのは、原則として、団地構成の核となる土地(敷地)や「共有部
分」 (独立の集会所や倉庫など) だけです。したがって、団地内の単棟型の区分所有建物管理組合
は、自分たちの建物の「共用部分」を独自に管理しなくてはならないことになるのです。さしあたっ
ては、このことを気にかけながら話を聞いていてほしいと思います。
今まで話で、団地の話をするときに「土地(敷地)」といった表現を使っていることについて、ちょ
っとだけ説明しておきます。団地ことをお話しする際に、土地と言ってみたり、敷地と言ってみたり
しているために混乱があるかと思うからです。
実は、区分所有法でも団地一般について規定している場合は「土地」という用語を使っていま
すが、団地以外の区分所有建物については、「敷地」という用語を使い、同様に、区分所有法第
70 条(団地内の建物の一括建替え決議)でも、「敷地」という用語をつかっているのです。そのために、
団地の説明の時は、この両方の意味を表すために、「土地(敷地)」といった表現を使っているので
す。
すでに、団地を構成するのは、核となる土地(敷地)や「共同して所有し使用する共有部分」(付属
施設)であると説明してきましたが、「敷地」としているのは、建物の建っている土地のことを指して

いるのです。例えば、公団のように、団地構成の核となる共有の土地に建物が建っているような
場合には、その土地を建物の「敷地」と表現しているのです。そして、道路などのような共有の
「土地」を核としている団地の場合は、核としている「土地」を「敷地」とは言わず、「土地」と表現し
ているのです。
※まずは共用部分についてお話を進めます。
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区分所有法では、一つの建物(区分所有建物)内部を共同して使用する場所と個人だけが使用
する場所とに分けているのです。共同使用か個人使用かですから、それ以外の部分はないこと
になります(何か、中間の使用方法というものがありますか?ありえないですよね。)。
それが区分所有建物内(団地号棟建物を含む)には、共用部分と専有部分しかないというというこ
とになります。
そして、この共用部分は、例えば、共用階段とか共用廊下のことです。このような共用部分
は、「共同して使用する場所」でしかないため、だれにでもわかる場所ということになりますので、
原則として登記を(権利を当事者以外の誰に対しても主張出来るようになる)必要としません。そんな意味
で、法定(法律で定められた)共用部分とされています。
ただ、一つの建物(区分所有建物)内部を「専有部分以外は共用部分です」としているだけで、ど
こが共用部分であるかは明確にはしていません。それは、専有部分については、区分した場所
ですから明確にすることができますが、 「共用部分」については、建物設計によって色々なパタ
ーンが生じるでしょうから、特定することができないのもやむお得ないことだと思います。
したがって、共用階段とか共用廊下のような法定(法律で定められた)共用部分とされている場所
以外でも、「共同して使用する場所」はあリ得ることになります。そしてその場所が専有部分か共
用部分かはっきりしない場合があります。そのために、規約でどこが共用部分であるかをルール
化しておくことが求められています(標準管理規約では共用部分の例が一覧表で表示されています)。
※共用部分の種類
なお、今までに説明した共用部分は、区分所有者全員で「共同して使用する場所」についてで
したが、区分所有者の一部だけ「共同して使用する場所」のことを「一部共用部分」と称されてい
ます。
これらの「共用部分」や「一部共用部分」とは別に、規約で共用部分とすることのできる場所が
あります。要は、規約である特定の共有の場所を「共同して使用する場所」にしてしまうということ
です。そしてその場所は「規約共用部分」と称されています(法第 4 条 2 項)。
具体的には、建物内の専有部分などです。ただし、こういった「規約共用部分」は、そもそもが
専有部分なのですから、だれが見ても「共用部分」であるとは言い切れませんし、区部所有者全
員の共有物でもありますので、表題部への登記をして、マンション住民以外の人に対しても「共
用部分」であるといえるようにして、共有者が勝手に共有部分の持分を売買できないようにして
おく必要(理由は後で説明します)はあります。
今までは、建物内の共有部分である共用部分について説明してきましたが、区分所有建物の
外のもで、「共有」となっている共有部分もマンションの管理対象となる(区分所有法第 21 条)ことは
すでにお話しした通りです。それらは「共有部分」として、「共用部分」とは管理上相違点があるこ
とから区別しているだけなのです。
そんな理由から、建物以外にあり、共有部分である敷地などは、「共同して使用する」場所で
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あっても「共用部分」とは言われていません。もっとも敷地などについては、管理上の相違点(例え
ば、原則として、共用部分は専有部分と別々の売買などがませんが、共有部分である敷地は、規約で専有部分と
別々の売買ができるようになります。)だけではなく、登記法上でも建物とは別個の権利として登記でき

るものですから、「共用部分」と一緒にするわけにもいかないのです。
※団地共用部分について
なお、団地にも共用部分(団地構成員全員の共有の付属施設)はあります。ただし、区分所有建物
のような当然に共用部分となるような法定共用部分はありません。敷地(土地)以外の団地構成
員全員の共有部分(団地構成員全員の共有の付属施設)を規約で定めることによってだけ共用部分と
することができるのです。これを団地共用部分と称しています。団地構成員全員の共有部分(団
地構成員全員の共有の付属施設)ですから、団地構成員全員に共有持分があります。

そのために、団地共用部分として登記をしておかないと、構成員全員には、この共用部分(団
地構成員全員の共有の付属施設)を個別に売買することができるという特徴があります。この点は、

区分所有建物の規約共用部分も同じですが、区分所有建物の法定共用部分が区分所有者によ
って個別に売買できないのとは異なる団地共用部分の特徴です。
※区分所有法では共用部分は専有部分と別々に売買できないと定めています
民法の規定によると、共有者はいつでも共有部分の各自の持分を分け取る(分割する)ことを求
めることができるとされています(民法第 256 条)。このことを前提とした話ですが、すでにお話しした
ように、共用部分も共有部分の範囲ですから、区分所有者による共有部分がありますから、自
分の持分を売買をすることも自由のはずです(民法第 256 条)。
しかし、区分所有法では、共用階段や共用廊下のような例外(民法第 257 条)を含めて、共用部
分とされたものは、原則として、区分所有者が勝手に共有部分だけを専有部分と別々に売買等
(処分)をすることはできないとしています(法第 15 条 2 項)。そのことは、規約共用部分も同じです。

ただし、規約共用部分などは、本来は共有部分ですから、規約の規定を外してしまえば、個々
の区分所有者が自分の持分を自由に売買できます(民法第 256 条)。
※ただし、敷地(敷地利用権)は、専有部分と別々に売買できる場合があります。
区分所有法で共有敷地(敷地利用権)は、原則として、専有部分と別々に売買できません(法第 22
条本文)が、例外として、規約で定めるならば、専有部分と別々に売買することができます(法第 22
条ただし書き)。このことは同じ共有部分である共用部分との大きな違いです。このことも、敷地を

「共用部分」に含めていない理由だと考えられます。
※区分所有法では民法の規定がそのままではありません。
なお、民法では、「共有部分」については、第 249 条から 264 条までの条文で具体的なルール
を定めています。そして、この規定を区分所有法の環境に合わせた形に変えて採用しています。
その具体的なものを紹介しておきます。
民法第 249 条では、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすること
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ができる」とされ、「持分に応じた使用」としていますが、区分所有法第 13 条では、「各共有者は、
共用部分をその用方に従って使用することができる」として、「用方に従って使用」としています。
民法の「持分」というのは、共有の自動車があるとして、その持分は各共有者の支払価格です。
したがって、「持分に応じた使用」とは、自動者の使用時間を各共有者の支払価格の割合に合わ
せるということになります。このことを区分所有建物に当てはめてみる、区分所有法では共用部
分の持分は、専有部分の大きさに比例するとされていますので、共用部分の廊下などの使用時
間を専有部分の大きさに比例して使うというなどという非現実的なことになってしまいます。「非
現実的」という意味はお分かりですよね。共用廊下の持分が 24 分の 1 だとすれば、1 日 24 時間
のうち 1 時間しか廊下が使えないということです。
そこで、区分所有法では、「用方に従って使用」として、廊下などをその用途に合わせて使うこ
とができるとしているのです。そのことから、共用廊下などに、通行を妨げるような個人の荷物を
出していけないといったルールが発生します。
※民法の「持分」という考え方は生きています。
共用部分(共有部分)の使用方法について民法の「持分」の考え方の問題点を指摘しましたが、区
分所有建物管理の主目的が共用部分・共有部分の管理であることから、民法の「持分」の考え
方は、多くの共用部分・共有部分の管理について採用されています。
区分所有建物の共用部分・共有部分の管理は、共用部分の持分を基準とした考え方を採用し
ています。民法の共有の規定を応用的に乗り越えて、多くのことを共用部分の持分を基準(議決
権)とし、区分所有者の頭数を含めた多数決で決議することにしていることなどはその一例といえ

ます。どのような実例があるかについては、また別の機会でお話ししたいと考えています。
※区分所有法では民法の規定がそのままではないもう一つの事例。
民法の規定と大きな違いは、共用部分の「変更」の定義にあります。民法では、共有部分の「変
更」は全員一致を条件としています。そして、「変更」には 「処分」も含まれるとされています。
しかし、区分所有法では、共用部分(共有部分を含む)の「変更」には、処分は含まれないとしてい
ます。そして、管理上の範囲を「変更」と「管理」に分けて上で、「変更」を「その形状または効用を
著しく変更するもの」としたうえで、共用部分の持分である議決権と区分所有者の頭数の両方が
4 分の 3 以上であることを決議成立の条件としています。
そして「処分」の場合は、民法の規定通り、全員一致が必要とされています。「その形状または
効用を著しく変更しない」「事項」については、一般的な管理事項として、民法の管理の規定を採
用し、ちょっとだけ変形して、共用部分の持分である議決権と区分所有者の頭数の両方が 2 分
の 1 以上で決議できることとしています。これらについても、また別の機会でお話ししたいと考え
ています。
(参照：別冊 p．146「『共用部分』って何ですか、そして、『共用部分』ってどこですか。『共用部分』と『共有部分』
はちがうのですか」)
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マンションの管理体制全般について ―第 3 回勉強会案―
今日は、マンション管理の全般についてお話ししようと考えています。まずは、管理組合につい
てです。
※「権利能力なき社団」としての管理組合とは
皆さんはマンション管理については区分所有法という法律が強く関係しているとは一応はご存
じだと思います。ただし、今日は、区分所有法そのものの話ではありませんので安心してくださ
い。区分所有法とマンション管理組合のかかわりについて、少しだけお話ししておこうと考えてい
ます。
皆さんは、区分所有法はマンション管理のことを色々と決めているらしいと考えていることと思
いますが、実は、区分所有の中には「マンション管理組合」という言葉は何処にもないのです。区
分所有法の中で管理組合のことを指しているだろうと思われる表現は、区分所有法の第 3 条で
「建物ならびにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体」とされているだけなのです。そ
のために、区分所有法の専門解説書などでは、管理組合という表現を使わずに「第 3 条の団体」
と表現される場合が多いのです。
そして、マンション(区分所有建物をあえてマンションと表現しています)がある限り、当然に区分所有者
(マンションの持ち主)全員でこの団体は構成されるとされているのです。この意味は、マンションの

持ち主となった限りは、この団体の構成員であって、この団体から脱退することはできませんと
宣告されているのです。
一般的には、この団体を管理組合と呼んでおり、マンションには必ず管理組合があるのだと言
われているのです。しかし、そうはいっても、自分のマンションではそんな組合なるものはないと
いう方もおられる場合があります。したがって、マンションには必ず管理組合があるのだといわれ
ても実感がわかないといわれる方もおられることになります。
実は、その通りなのです。区分所有法でいう団体とは、組織らしい実体のないものも含めて単
に、「この団体から脱退することはできません」ということをいうために、「当然に区分所有者(マン
ションの持ち主)全員で」マンションには「この団体は構成される」と言っているだけなのです。

したがって、この団体が、規約を定めて、管理者を選び、定期的に総会を開いて物事を決める
ような体制になって初めて、一般に言われる管理組合といえるものが構成されたともいえるので
す。
逆に言えば、これが権利能力はないけど、実質的な組織体制を持った団体である管理組合と
いう意味で、「権利能力なき社団」としての管理組合といえるのです。
(参照:「実践 区分所有法 など」p．61「作っても作らなくても良い(任意的な)のは、権利能力なき社団としての『管
理組合』」)

ついでに言えば、主体的な権利能力を持つ団体が、法人格を持った管理組合として管理組合
法人といえる団体です。「権利能力なき社団」とか「権利能力を持つ社団」といいましたが、この
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区別は簡単に言えば、土地の売買などのような契約を団体名ですることのできる組織か、できな
い組織かの違いなのです。団体名で契約できる組織となっているのが法人格を持つ管理組合で
あり、できない組織が一般の管理組合すなわち、「権利能力なき社団」としての管理組合なので
す。
この違いは団体名で契約をできる組織かどうかの違いであり、もっと簡単に言えば契約上の問
題が生じたとき、その責任を誰が取るのかの違いだけです。「権利能力なき社団」としての管理
組合の場合は、構成員全員で責任を取るのです。法人格を持つ管理組合は、法人が責任を取
るのです。
したがって、「権利能力なき社団」としての管理組合と「法人格を持つ管理組合」での組織内で
の管理体制については、ほとんど変わりはないとも言えます。
(参照:別冊 p．524「マンション敷地(土地)の売却は、管理組合を法人とするだけで、多数決決議で可能となるのか
――法人における不動産等の購入についてはときどき聞く話ですが―」)

※管理者と理事会とはどういう関係なの
皆さんは、管理組合に理事会があることはご存じだと思いますが、理事会という機関が区分所
有法にないことをご存知でしょうか。理事については、区分所有法には法人の規定があり(法第 47
条以下)、管理者の替わりとして理事が置かれているのですが、理事会という機関については何も

決められていないのです。
皆さんが実際に経験している管理組合の理事会というのは、区分所有法では決められておら
ず、管理組合規約で管理組合の集団的運営機関として決められている物なのです。
したがって、理事も理事長という職務も管理組合規約で決められたものなのです。この理事会
を規約で決めるという方式は、国が皆さんの規約作成の際の参考にしてくださいとして提案して
いるマンション標準管理規約の中で決められているマンション管理方式です。そして、ほとんどの
マンション管理規約で採用している方式でもあります。したがって、理事長の決め方や理事の決
め方についてもマンション標準管理規約をそのまま採用しています。
また、「管理者」という言葉も聞いたことがあると思います。「管理者」というのは、区分所有法
で規定しているマンション管理組合の専任的運営機関のことです。管理者は総会で決めるのが
普通ですが、規約で決めておくことができることになっています。さらに、区分所有者(住戸所有者)
以外すなわち、組合員以外からもなれることになっています。
そして、管理者は一人といったイメージがあります。ただし、複数の管理者とすることはできま
すが、個々の管理者が個々に専任的権限を持つ点で理事会制度が理事の合議制なのと異なる
点です。
そのために、現在でもリゾートマンションなどでは管理会社が管理者となっている事例がある
ようですし、今度の標準管理規約改正でもマンション管理士などのマンション部外者を管理者に
する規約の提案がされるようです。
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なお、理事会の細かいことについては後ほど管理者との比較でお話ししようと考えています
が、理事については、部外者でもなれますが、管理会社のような法人はなれない (昭和 32 年 10 月
25 日民事甲 2088 号民事局長回答参照)とされています。このことは管理会社が管理者となっているリ

ゾートマンション管理組合などでは、合議制の理事会体制は採用できないことを意味します。
※管理員と管理者の違い
皆さんの中には、管理員と管理者の区別のつかない方もおられるかもしれませんので、「管理
者」と「理事会」の関係についてお話しする前に、管理者と管理員の違いについてお話ししておき
ます。ご存じのように「管理者」は、マンション管理組合の執行機関の当事者のことです。
しかし、実際に、管理組合の「管理者」を管理人、管理員、管理主任などと称して、その職務に
ついても、管理者に「管理員 (管理人) 」相当の職務を押し付けて、管理者の職務と「管理員(管理
人)」の職務の区別の認識がない事例がありました。そこで、管理員とはどのような人達かについ

て説明しておきます。
「管理員」は、一般に管理者(に擬制された理事長)、管理組合または管理会社等に雇用さ(やとわ)
れて、一定の労働力を供給する専門的勤労者です。管理者(に擬制された理事長)や管理組合が雇
用し(やとっ)ている場合は区分所有者(住戸所有者)側の雇用者であり、管理会社が雇用し(やとっ)て
いる場合は、一般的には管理業務の受託者の一員です。
このように、大別すると「管理員」には、区分所有者(管理組合)に雇用さ(やとわ)れて業務に従事し
ている者と管理業務受託者の一員としてそのマンションに派遣されて業務に従事している者の
二種類のどちらかといえます。
前者の場合は、管理組合なり管理者(に擬制された理事長)がその「管理員」に対して、業務内容、
作業方法等を指示することになります。
後者の場合は、管理業務受託をしている管理会社等が、受託業務の範囲内で一定の職務権
限を与えて、そのマンションの管理作業に従事させることになりますので、その管理会社等の指
示によることになります。
したがって、管理会社から派遣されている「管理員」については、その「管理員」の人件費等を
区分所有者(管理組合)が実質的に負担しているとしても、その「管理員」の選任、監督については
管理会社等が責任をもっており、区分所有者(管理組合)は、万が一その「管理員」を不適当なのだ
と考えても、直接「管理員」に指示するのではなく、管理会社等を通じて行うのが原則です。
※理事長と理事会はどういう関係なの
皆さんは理事長という役職をどのようにお考えでしょうか。何か、会社の社長のように絶対的な
権限を持ち、いろいろな問題点を決定する権限を持っているとお考えではないでしょうか。実は、
マンション標準管理規約で決められている理事長の役割は、理事会の決定に縛られ、理事会の
決定事項を代表して表明する立場でしかないのです。
したがって、ほとんどの理事長行動は、理事会の承認を得てあるいは理事会の決定に基づい
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て行うことが義務つけられています。そんな目でご自身の管理組合の規約を再確認してみてくだ
さい。
※理事と理事会と理事長について
規約によれば、理事会制度を設けられていますが、理事は総会で選ばれます。そして、理事
の互選で理事長が選ばれます。理事会の役割は、理事の合議制によるマンション管理の運営で
あり、理事や理事長は役員と呼ばれて、民法や区分所有法、借地借家法、民事訴訟法等といっ
た法令、規約および使用細則その他の細則ならびに総会および理事会の決議にしたがい、組合
員のため、誠実にその職務を遂行することが義務付けられています。
特に注意しておきたいのは、理事長といえども理事会の決議に従うこと、あるいは、承認を得
なくてはならないことが明確に規定されていることです(皆さんの規約を見てみてください)。
営利を最大目的とする会社の社長や代表取締役のような、絶対権限を持っているわけではあ
りません。理事長は理事会の合議での決定を代表者として表明する立場にすぎません。
また、理事長は、理事会を代表しているために、区分所有者や第三者に対する窓口的役割を
持ちます。したがって、理事会などや外部の人間からのクレームなどの矢面に立たされる立場で
はあります。
ただ、理事長は区分所有法上の管理者でもありますので、区分所有法上の管理者の役割で
ある総会の招集や臨時総会の招集する義務と権利は持っています。
なお、理事会というのは総会決定に縛られる機関であり、理事会の役割は、規約で決められ
ており(標準管理規約第 54 条)、総会に最終決定してもらう議案の提案が主なる役割であることで
す。理事会で決定したことを理事長が代表して総会などに提案していくのです。
したがって、理事会の決定が最終決定ではなく、すべての最終決定は、総会(集会)決定である
ことを忘れてはいけません(法第 39 条)。
すなわち理事会とは総会で決まったことを実行する機関であり、最終決定機関ではないことを
明確に認識しておくことが必要です。
ある団地管理組合で毎年駐車場での恒例になっていた盆踊り大会を，理事会の決議だけで
中止される事態がありました。このことは後に住民間の大問題となったようですが、問題は恒例
の盆踊り大会が総会での決議ではなく理事会だけの決議で中止なつたことなのです。理事会側
の主張としては、いろいろな中止をせざるを得ない理由があったのでしょうが、こういった毎年恒
例となっていた盆踊り大会を中止する決定権は総会にあって、理事会にはないことを認識してい
なかった理事会が非を責められるのは当然です。
理事会としては、規約で決められてないような問題や総会で決められていない事項を、独自に
決定する権限はなく、盆踊り大会を中止するか否かを総会にかける義務があったのです。
この事例で紹介したように、理事長が特別の権限を持っているように勘違いするとともに、理
事会という管理機関にも、何か特別の権限があるがごとき認識に立つことは間違いであり、法令
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を守った行動をすることは当然として、規約および使用細則その他の細則ならびに総会決定に
依拠する姿勢を守ることが大切であることを認識しておくべきでしょう。
なお、理事を辞めさせるには総会決議が必要ですが、理事長をやめさせるには理事会決定で
済みます。理事長を選び直せばよいのです。しかし、規約で、「理事長は、区分所有法で定める
管理者とする」と定められているために、理事長を辞めさせることができても、理事長が管理者で
もあるために、区分所有法では、管理者を辞めさせるには総会(集会)決定が必要となるといった
問題(法第 25 条)が生じますが、この点は今お話しすると混乱が生じると思いますので別の機会に
お話しようと考えています。
※総会で、理事は、理事会で決まったことに反対できるのか
規約では、理事会は合議制であり、物事は出席理事の過半数で決議しますが、総会への提
案議題などの場合は、その内容の決定は総会決議です。したがって、最終的には総会で決議さ
れるようなテーマ(議案)については、理事会で討議できるのは議案の総会への提案についての
賛否であってテーマ(議案)の最終決議ではないと考えます。最終決議が総会でなされるようなテ
ーマ(議案)については、理事会内部での意思統一を目指す討議が徹底して行われることは認め
ることができますが、万が一決議されたとしても各理事が理事会決議とは異なる見解を持つ場合
は、総会の場での理事会決議とは異なる見解表明は許されると考えます。なぜなら、理事といえ
ども、最終決定機関である総会での一区分所有者としての議決権は持っているからです。
ときどき、理事会での決議要件を理事の 4 分の 3 以上とする規定を見かけますが、その意図
は、より誠意ある慎重さを求めているのでしょうが、理事会での決議するべき主なるテーマが総
会への議案提案であることを考えたとき、むしろ、議案提案の容易さそして総会決議での機会を
制約してしまっていることに気付くべきではないかと考えます。
そういった意味からも、理事会での決議要件は、標準管理規約通り「出席理事の過半数」とし
てよいのではないかと考えます。
※区分所有法での管理者と規約上での理事長の役割の違い
区分所有法では、管理者の独自の権利義務が規定されています。そして、規約で理事会制度
を定めた場合は、管理者と同等の役割を理事長に与えています(標準管理規約第 38 条２項)。
ただ、理事長に与えられた役割の多くは、理事会の決議を経ることを規約で義務付け、理事会
の承認の下での権利義務であることが特徴です。したがって、区分所有法の管理者の役割は実
質的には理事会が負い、その代表機関としての理事長が管理者と同等の役割を担っていると考
えることができます。
しかし、例外的に管理者と同様の理事長単独の権限が与えられている場合があります。その
ために、法律上の管理者の立場と、理事会の代表機関として理事長の役割との間に生じる相違
点について述べてみます。
① 集会(総会)の招集・開催権限は誰にあるのか―理事長か理事会か―
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区分所有法の規定では、集会(総会)は、管理者が招集します(法第 34 条 1 項)。そして、管理者
は、少なくとも年一回集会(総会)を招集なくてはなりません(法第 34 条 2 項)。規約で定められている
理事長も通常総会(集会)は、年一回は招集しなくてはなりません(規約第 42 条 3 項)。この理事長の
通常総会 (集会) 招集は理事会での承認を前提にしていません。管理者と同等の単独の権限で
す。ここまでは、区分所有法と規約とのずれは生じていません。
しかし、標準管理規約では、定期総会(集会)と臨時総会(集会)とを分けて規定したうえで、理事長
は理事会の承認を得て臨時総会(集会)を招集「できる」と規定しています(規約第 42 条 4 項)。
区分所有法では集会(総会)の招集権限を管理者に一本化しています。しかし規約の規定から
は、さも、総会(集会)の招集権限が理事長単独権限の定期総会(集会)の場合と理事会の承認を得
ての権限で招集される臨時総会(集会)の二種類あるように思える規定となっています。
その上、規約第 38 条 2 項では、「理事長は、区分所有法に定める管理者とする」として、規約
上の管理者に区分所有法上の管理者と同等の権限を与えてしまっています。
ここで、規約の解釈によっては、区分所有法では、臨時総会(集会)開催の権限も管理者に擬制
された理事長の単独招集権限なのに、規約では、理事会の承認を得なくては招集できないこと
になってしまう問題が生じます。
実は、この問題は、規約第 42 条 4 項が「理事長は理事会の承認を得て臨時総会を招集『でき
る』」としていることに解決の糸口があるのです。
結論的には、臨時総会 (集会) についても、その招集権限は理事長の単独権限としてあるので
す。したがって、理事会に理事長の臨時総会(集会)開催権限を拒否する権利はないが、理事会と
いう合議制の手前、理事会の承認を得るようにしてください」という意味を『できる』の一言に込め
ているのです。すなわち、『できる』という用語は法律上の用語でもあり、「任意で…することもで
きる」という意味なのです (参照:「実践 区分所有法

など」p．7「『・・・・ができる』は、「任意で・・・・することも

できる」の意(法文の読み方について 4)」)。

なぜならば、区分所有法では定期総会(集会)と臨時総会(集会)と区別せず、集会(総会)とだけ規定
し、集会(総会)については、34 条 3 項で「区分所有者の 5 分の 1 以上で議決権の 5 分の 1 以上を
有する者は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができ
る」としています。又、同第 4 項では、「前項の規定による請求がされた場合において、２週間以
内にその請求の日から４週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたと
きは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。」とされています。このこと
は、集会(総会)招集権限は管理者の単独の権限であることを規定しているのです。
したがって、もしも、臨時総会(集会) の招集権が理事長の単独権限ではないと解釈してしまう
と、区分所有法の規定と規約の規定との間にずれが生じてしまうことになるのです。
② 原告または被告になることについての区分所有法と規約の違い
管理者は、規約または集会(総会)の決議のいずれかにより、原告または被告となることができ
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ることが法定されています(当事者の意思と無関係)(法 26 条 4 項)。
理事長は、規約の定めで原告または被告となれます(規約 60 条 3 項、67 条 3 項)が、現在の規約
では未納の管理費等および使用料の請求に関して(規約 60 条 3 項)と、区分所有者(住戸所有者)等
が、この規約もしくは使用細則等に違反したとき、または区分所有者(住戸所有者)等もしくは区分所
有者(住戸所有者)等以外の第三者が敷地および共用部分等において不法行為を行ったとき(規約 67
条 3 項)に限定されています。

したがって、理事長がここで決められている事項以外で原告または被告になるためには、総会
決議が必要です。例えば、ここで決められている事項以外のことで理事長が誰かに訴えられて
裁判をする際には、被告か原告とならざるを得ないのでしょうが、その場合は総会での承認決議
が必要となります。さらに、規約では、理事長が原告・被告となる場合には理事会の決議を経る
ことが義務付けられています。
※集会と総会の違い
皆さんは、私の話や文章を聞いたり見たりしたとき、「集会」と言ったり「総会」と言ったりするこ
とに違和感を感じないでしょうか。「集会」も「総会」も同じような意味なのだからどちらかに統一す
ればよいではないかとお考えだとも思います。
区分所有法では「集会」という言葉は出てきますが「総会」という言葉はでてきません。それに
対して、皆さんの規約では「総会」という言葉は出てきますが「集会」という言葉は出てきません。
そして管理組合活動の場合には、一般に「総会」という言葉で統一されています。「集会」でも「総
会」でも、「集まり」という意味では全く同じです。
しかし、管理組合活動の場合には、一般に「総会」という言葉が使われていることには、もった
いぶった言い方になりますが、大きな意味があるのだと考えています。
私は、区分所有法では法律用語の「集会」が使われ、マンション標準管理規約では一般人を
対象とした意味で、「総会」という用語が使われているのだと思っていました。すなわち、「集会」と
は、法律用語であり、「総会」は、一般用語なのだと思い込んでいました。
しかし、「被災マンション法」という法律では、「再建の集会」(第 2 条 2 項)として、区分所有法で使
われている用語の「集会」が同じ意味で使われているのですが、「マンション建替え円滑化法」と
いう法律ではマンション標準管理規約で使われている用語の「総会」と同じ意味で、「総会」という
用語が使われている(第 26 条)のです。
実は、この用語の使い分けは、組織の実態に合(あわ)して使い分けられていたのだと考えま
す。「集会」が法律用語であり、「総会」は一般用語といった違いではなかったのです。そのことを
もうちょっと説明してみようと思います。
集会・・・・① 寄り合い。会合。
② 特定の共同の目的のために多くの人が、一時的にする会合。
総会・・・・① ある団体の全員が参加する建前の会合。
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② 団体の全員構成員によって組織され、総合的意思を決定する最高決議機
関。
これは、広辞苑をひもとくと出てくる説明です。「集会」は、「総会」に比べると緩やかな組織の
寄り合い的な意味合いが強く、「総会」は、「集会」に比べると組織された団体の会合といった意
味合いが強い様です。
区分所有法で規定する「第 3 条の団体」は、管理者を選ぶのも規約も決めるのも任意な団体で
す(参照:「実践 区分所有法

など」p．64「管理者の選任は義務付けられていませんが、管理者は必要不可欠な

ものです」)。ただ区分所有法では、管理者や規約を決めた場合はこうしなさいとされているだけの

「緩やかな組織」といった面を強く持っているために、寄り合い的な意味合いが強い「集会」という
用語を使っているようです。対して、マンション標準準管理規約で規定している管理組合や「マン
ション建替え円滑化法」の建替え組合は、管理者を定め、規約を定めた「権利能力なき社団」と
いった「団体の全員構成員」によって意図的に組織されたしっかりした団体の会合という意味で
「総会」という用語が使われているようのです。したがって、「総会」という用語を使う管理組合は、
最初に紹介した実体のない管理組合ではなく、「権利能力なき社団」ともいえる「管理組合」であ
ると宣言しているようなものなのだとも言えます。
※ 総会の役割
区分所有法では、集会を区分所有者(住戸所有者)の団体(第 3 条の団体)の最高意思決定機関と位
置づけ、分譲建物(分譲マンョンを含む)等の管理に関する事項は、原則として、すべて集会(総会)の決
議によって決定されるとしています。そして、区分所有法では、34 条から 45 条までに集会(総会)に
関する規定を置いています。
しかし、「集会は、管理者が招集する」(法第 34 条)とされています。したがって、区分所有者(住戸
所有者)の団体(第 3 条の団体)が管理者を選ぶことは任意のため、集会(総会)を開かなくてはならない

区分所有者(住戸所有者)の団体(第 3 条の団体)は、「権利能力なき社団とされた管理組合」であるとい
うことになります。逆に言えば、管理者のいる管理組合は、「権利能力なき社団とされた管理組
合」であるために、区分所有法での 34 条から 45 条までに定められている集会(総会)に関する規定
に基づいて総会を開かなくてはならないのです。
※総会(集会)の開き方と何をするかは法律で決められています
① 総会は定期総会も臨時総会も管理者(に擬制された理事長)が招集します(法第 34 条 1 項)。
② 管理者(に擬制された理事長)は、少なくとも毎年一回総会を招集しなくてはなりません(法第 34 条
2 項)。

③ 総会の招集の通知は、会日より少なくとも 1 週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区
分所有者(住戸所有者)に発しなければなりません。ただし、この期間は、規約で伸縮することができ
ます(法第 35 条 1 項)。したがって、標準管理規約では期間を 2 週間前としています。
④ 招集の通知は、会議の目的である議案が特別決議を要する物の場合は、その議案
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の要領をも通知しなければなりません(法第 35 条 5 項)。
⑤ 総会においては、原則としてあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすること
ができます(法第 37 条 1 項・2 項)。事前の通知によって、各区分所有者(住戸所有者)は、当該事項に
ついて十分に検討した上で集会(総会)に臨むことができ、また、自己と反対の意見を持っている者
に対して説得することも容易になります。
逆に、会議の目的たる事項が事前に知らされていない場合には、 総会において当該事項に
ついて十分な討議ができず、そのような状況において決議がなされることは望ましくありません。
また、 総会に出席しなかった者にとっては、当該事項について何ら知らされないまま、その者
を除外して決議がなされる事になります。このような不都合を回避するために、あらかじめ通知し
た事項についてのみ決議をすることができることとしています。
但し、他方で、分譲建物(分譲マンョンを含む)等の管理を円滑に行うためには、総会においては柔
軟且つ迅速な決議をするべきだとする意見もあり得ることから、特別決議事項と定められている
事項を除いて管理規約で別の定めをすることを妨げないとしました。
⑥ 原則として、各区分所有者(住戸所有者)の議決権(持分権)は、内側計算による各住戸の
床面積割合(法第 14 条 1 項・2 項・3 項)によります。この場合に、床面積のある一部「共用部分」があ
るときは、その床面積をその共有者の持っている専有(住戸)部分床面積で配分して専有(住戸)部分
の床面積に加算します。そして、この面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平
投射面積によります(法第 38 条)。
⑦ 総会の「特別決議事項」以外の議案(以後「普通決議事項」と記述する)は、原則として、区
分所有者の頭数及び議決権の各過半数で決議します。ただし、普通決議事項に関しては、管理
規約によってだけ、別の決め事を設けることができ、全区分所有者(住戸所有者)の頭数または議決
権(持分権)のどちらか一方のみの多数決とすることや、決議事項によりその要件を加重しまたは
軽減するといったこともできます(法第 39 条)。
⑧ 総会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除い
て、管理者(に擬制されたり理事長)又は総会を招集した区分所有者(住戸所有者)の１人が議長となりま
す(法第 41 条)。このことについて、標準管理規約では、臨時総会以外の議長については、管理者
に擬制されたり理事長がなるとされています。
⑨ 総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなけ
ればなりません(法第 42 条 1 項)。
⑩ 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し又は記録しなければなりま
せん(法第 42 条 2 項)。
⑪ 議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の２人
がこれに署名押印しなければなりません(法第 42 条 3 項)。
⑫ 議事録は、管理者(に擬制されたり理事長)が保管しなければなりません。そして、利害関係人の
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請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、議事録の閲覧を拒んではなりません。さ
らに議事録の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません(法第 42 条 5 項)。
⑬ 管理者(に擬制されたり理事長)は、総会において、毎年１回一定の時期に、そのやってきた仕事
内容について報告をしなければなりません(法第 43 条)。
⑭ 専有(住戸)部分の賃借人等も、分譲建物〈分譲マンョンを含む〉の管理または使用に関して共同の
利益に反する行為をしてはならず、また、分譲建物〈分譲マンョンを含む〉、敷地、附属施設の使用方
法につい、区分所有者(住戸所有者)が管理規約(規約)または総会の決議に基づいて負う義務と同一
の義務を負います。そのため、賃借人等は、利害関係を持っている事項について総会で意見を
述べることができるものとしました(法第 44 条)。
※ 総会は、決議をするだけの場所ではありません
ときどき、総会は決議をする場所であって、討論する場所ではないし、理事長などが皆さんに
説明する場所でもないと主張する方がいます。これは、区分所有法を知らない方の根本的に間
違った主張です。「総会の招集の通知は、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発し
なければならない」(法第 35 条 1 項)とされているのです。
「会議の目的たる事項」は決議事項(議案)に限定されているわけではありません。まさに読んで
字が如く、「会議の目的たる事項」が示さえすればよいのです。当然、理事長の事務報告も「会議
の目的たる事項」となるのです。区分所有者が問いかける管理上の問題に理事長が回答するこ
とも「会議の目的たる事項」となるのです。ある団地管理組合で、管理組合の管理運営上の問題
が大きく問題となり、区分所有者(住戸所有者)の頭数と議決権の５分の１の人たちが連名で臨時総
会の開催を請求(法第 34 条 2 項)した出来事がありました。その時の理事長の回答が「報告の為の
臨時団地総会を招集してほしいとの要望でもありますが、団地総会は議案に対する決議をする
場所であり、報告会の名目では団地総会は開けませんのでご了承ください。」というものでした。
まさに区分所有法に対する無知の典型例でしょう (参照:「実践 区分所有法

など」p．192 or p．189「管

理者(に擬制された理事長)に対し、集会(総会)の目的たる事項を示して、集会(総会)の招集を請求する権利は絶
対的なものです」)。本来なら、臨時総会の開催を請求した人たちが、独自に臨時総会を開催できる

場面でした(法第 34 条 4 項) (参照:「実践 区分所有法

など」p．191 or p．189「管理者への臨時集会(総会)開催

請求は、集会(総会)成立定足数の確保を忘れるな!」)。

※ 総会成立の定数の規定が抜け落ちている区分所有法
そうはいっても、では総会はどうやって成立させるのでしようか。最終的には議事録などを作
り、開会宣言や議決した内容そして閉会宣言などを記録しておくことによって総会そのものが開
かれたことは証明できると考えていますが、実に不思議なことに、区分所有法には、一番簡単な
総会が開かれたことの証明となる総会成立定数の規定が全くないのです。
そのために、極端に言えば、区分所有法上からは、議長一人の出席者でも総会は成立してし
まうことになる摩訶不思議な状態が生じることになるのです。
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実際には多くの管理組合では規約を作り、総会成立定数を定め、一般には、区分所有者の総頭
数と総議決権の過半数の出席で総会が成立したことにしていると思われますが、規約を決め管
理者を決めて「権利能力なき社団」ともいえる「管理組合」としての体制をつくりながら、総会成立
定数を定めていない団地管理組合があることを私が知っているだけでも二つあります。区分所
有法が、「第 3 条の団体」を権利能力なき社団の組織と限定的に規定せず、より広範囲な組織体
制を前提にしているためにやむを得ない一面があるのかもしれませんが、やはり、法律的にも(管
理者の規定がありながら)総会成立定数について定めていないことは、法律的な欠陥なのではない

かと考えています。また、「権利能力なき社団」としての管理組合でありながら、規約に総会成立
の定数規定のないことは、欠陥を持った組織であると考えます。万が一、皆さんの知っている管
理組合で、総会成立定数を定めていないようでしたら注意してあげてください。(参照:「実践 区分所
有法 など」p．176 or p．174「集会(総会)成立の為の条件としての定足数を定める必要性」、別冊 p．247「特別決議
事項は、集会(総会)定足数とは関係なく、全区分所有者(住戸所有者)の頭数と議決権の両方の 4 分の 3 以上が決
議要件 –仏作って、魂入れず-2—」---集会(総会)の役割については謳っていても、その裏付けとなるものの規定
はない—-)

区分所有法の建替えの規定について その 1

―第 4 回勉強会--

数回にわたって、区分所有法の建替えについての規定を解説していきたいと考えています。
まずは、建替え決議とはどういうものなのかについての大雑把な理解から
「実践区分所有法など」の p.479 or p.471「建替え」や p.510 or p.503「団地」のコーナーで多くの意
見を述べています。是非一度ご覧ください。
※区分所有法は建替え決議までの法律…その先は?
区分所有法の規定は、建替え決議までです。その先は何も決められていません。なぜかとい
えば、区分所有法というのは「区分所有建物」についての法律だからです。建替え決議は区分所
有建物(マンションに限定)を建替えるという決議です。区分所有法の対象物である区分所有建物(マ
ンションに限定)をなくして建替えるという決議です。すなわち、区分所有建物(マンションに限定)が解

体されてなくなってしまうのですから、「区分所有建物」についての法律である区分所有法が、存
在しなくなった「区分所有建物(マンションに限定)」のその後のことを決めることができないのは当然
なこととなるのです。
そのために、区分所有建物(マンションに限定)を建替えるための法律が必要となりました。その
一つが、「マンションの建替えの円滑化《等》に関する法律」(2002.6.19 公布、2002.12.18 施行)という
法律です。民法とは異なった手法で 区分所有建物(マンションに限定)の建替えをどのように円滑
化《等》に進めていくかについてだけを定めた法律として公布されました。
今は、敷地の売却方法を含めた区分所有建物(マンションに限定)の建替え方法等の円滑化の法
律に改正され、《等》の位置が移動した「マンションの建替え《等》の円滑化に関する法律」
(2014.6.25 公布)となっています。そして、新しく建替えられた区分所有建物(マンションに限定)につい
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ては、また、区分所有法が関係してくるということです。
※建替え決議の最低条件は敷地が共有されていることと区分所有建物(マンションを含む)であるこ
と
区分所有法での建替え決議のできる建物はすべて区分所有建物についてです。区分所有建
物解体後の法律上の建替え手段は民法であったり、これから述べるマンション建替え法です(例
外的に被災マンション法があります。)。

区分所有法では、当然戸建て住宅や個人所有の区分所有建物は建替え決議の対象となって
いません。したがって、建替えとしては、単独の区分所有建物(マンションに限定)の建替えと、戸建
て住宅と区分所有建物(マンションを含む)が混ざっている団地の場合の区分所有建物(マンションに
限定)の建替、そして、区分所有建物(マンションに限定)だけで構成されている団地の場合の区分所

有建物(マンションに限定)の建替が考えられます。
そして、区分所有建物 (マンションに限定) の建替の最低条件は敷地が共有であることです。た
だ、団地での建替えの方法の一つとして、団地を構成しているのが区分所有建物(マンションに限
定)だけの場合に、この区分所有建物(マンションに限定)を一括して管理する規約がある場合に限っ

て、一括建替え決議という特殊な決議方法があります。
今日これからお話ししようと考えているのは、一括建替え決議という特殊な決議方法について
です。団地での一括建替え決議への道筋には団地特有の特殊性はありますが、その原則的な
道筋の考え方は個別の区分所有建物(マンションに限定)の建替え方法にそのまま生かせと考える
からです。なお、団地における戸建て住宅などの建替えについては、建替えそのものは各自で
決めればよいことであり区分所有法の対象外ですが、建物敷地の利用についてだけは、後に記
している区分所有法第 69 条の「建替え承認決議」が関係してきます。
※「マンションの建替え《等》の円滑化に関する法律」は、マンションに限定した法律
区分所有法の第一章で対象としている建物は、区分所有建物です。マンションに限定されて
いません。区分所有建物とは、一つの建物が二つ以上に区分され、区分された部位を別々に分
譲販売できる分譲建物のことであり、分譲マンションに限定されていません。団地の場合も、同
様です。団地の場合の建物の範疇には戸建て住宅もなども入ってきています。その上で、区分
所有法での建替え決議については、個人所有の建物以外のマンションを含んだ分譲建物をすべ
てを対象としています。
しかし、「マンションの建替え《等》の円滑化に関する法律」は、対象をマンションに限定した法
律です。区分所有法に言う分譲建物のうち、マンションに限定されています。団地などでは、号
棟と表現されることの多い、集合住宅部分をマンションとして表現しています。
※建替えは敷地が共有であることが前提―「建替え承認決議」について―
建替えは敷地が共有であることが前提であることは疑問の余地がないでしょう。敷地が借地
にせよ所有権にせよ、敷地を使用する権利がなければ建物を建てることができません。その点
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では、戸建て住宅でも単棟型のマンションでも団地の号棟マンションでも同様です。
問題は、敷地を団地内建物所有者全体で共有している団地の場合です。戸建て住宅や団地
内の号棟マンションの一棟だけが建替えをする場合でも、数棟が建替えをする場合でも、共有敷
地をどのように利用するかについては、土地共有者の了解が必要です。このことへの規定が区
分所有法第 69 条の「建替え承認決議」といわれるものです。
なお、一括建替えの場合は、敷地が所有権の場合は、自分たちの敷地を使用することを前提
としているために、あらためた団地内の建物の建替え承認決議は必要ありませんが、他の建替
え方法の場合も同じですが、借地の場合は、地主の承認が必要なことは当然でしょう。
※「団地内の建物の建替え承認決議」とは
ただ、区分所有法では、この決議を「団地内の建物の建替え承認決議」としていますが「建物
の建替え」をすることそのものの「承認」を求める「決議」ではありません。共有(準共有を含む)土地
の共有者・準共有者が、その敷地(土地)を建物を建替えるための敷地として使用・利用することを
承諾するかどうかを決める決議なのです。
そして、この決議は、戸建て建物所有者の全員の承認と全区分所有者の議決権の 4 分の 3
以上の承認を得たとき(区分所有者の決議については、民法の共有物の処分の規定が緩和されています)に
可決されます。すなわち、法第 69 条 1 項は、団地構成員全ての共有(準共有)の敷地(土地)を「核」
として団地関係を構成する号棟分譲建物 (分譲マンションを含む) ・戸建住宅等が建替えるについて
の、建替えのための敷地(土地)利用の承認を得るための手続決議なのです。
承認決議で承認してもらう対象物は、団地関係構成の核となっている共有(準共有)の敷地(土
地)であり、建替えによるその敷地(土地)の利用方法についてです。建替え決議そのものは、各号

棟分譲建物(分譲マンションを含む)毎あるいは戸建住宅等ごとに決めることになります。
なお、ここでの承認決議は他の特別決議のように区分所有者(住戸所有者)の頭数を考えていま
せん。団地内の建物所有者(戸建て建物所有者・区分所有者《住戸所有者》を含む)の議決権だけの多数
決です。そのうえ、この場合の議決権は土地の持分割合です(民法の共有物の処分の基準が「持分」
であること因ると考えます)。その理由は、お分かりだと思います。自分たちの権利である土地をどの

ように使わせるかを検討するのですから、その権利は土地の持分割合なのが筋だからです。建
物所有者（戸建て建物所有者・区分所有者《住戸所有者》を含む)に共通する持分割合基準は土地の持分
だけであり、頭数は関係がないのです。
※「建物の建替え決議」条件は、原則として区分所有者(住戸所有者)の頭数と議決権の 5 分の 4 の
承認決議だけ
「建物の建替え決議」の要件は区分所有者(住戸所有者)の頭数と議決権の 5 分の 4 の賛成があ
れば決議されます。この基本原則は、単棟型(団地内での単位号棟建物だけの場合を含む)のマンショ
ンの建替え決議でも、団地での全号棟の一括建替え決議でも変わりはありません。
敷地を共有する団地に区分所有建物が一棟でもあれば、その一棟の区分所有建物で建替え
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決議を行い、その区分所有建物のための「団地内の建物の建替え承認決議」 が議決権(敷地持
ち分割合)の 4 分の 3 の賛成を得られれば、建替えは可能となります。

このような建替え決議をした号棟区分所有建物が複数あるような場合はその複数の号棟区分
所有建物が一緒に建替えをする決議(区分所有者の頭数と議決権の 5 分の 4)もすることができます。
ただ、団地での全号棟の一括建替え決議の場合には、一括建替え決議の際に、全各号棟単
位での区分所有者(住戸所有者)の頭数と議決権の 3 分の 2 の賛成があることの確認(各号棟単位で
の総会決議ではありません)が必要とされています。

マンションの敷地の大きさも、当初の敷地の一部と繋がってさえいれば、削っても増やしてもよ
いことになりました。また、新しく建替える建物の種類についての制約もありません。マンションで
もよいですし、単なる分譲建物でもよいのです。ただし、建替えの方式に、「マンションの建替え
《等》の円滑化に関する法律」を採用して行う場合には、一定の制約がかかります。
2002 年の改正区分所有法の以前にあった、「老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、
建物の価額その他の事情に照らし、建物がその効用を維持し、又は回復するのに過分の費用を
要するに至ったとき」という建替えの制約がなくなったので 、法律的には、新築してから一年目
でも経済性の追求からマンションを事務所ビルに建替えることいったことも許されることになりま
した(参照：｢実践 区分所有法

など｣p．483or p．475「建替え決議必要条件立法の際の惨事の内容」)。

※建替えの方法には何種類もある
今までは、どうすれば建替えができるのかという法律上の方法についてだけ説明してきまし
た。単棟型のマンションなどでは、耐久性の問題だけでなく社会的な環境に対応できないといっ
た選択から、建替えるか建替えないで修復するかの選択となるでしょうが、団地などでの建替え
方法については、一括建替えだけではありません。
建物の耐久性が保証できるようであれば、社会的な環境に対応できない部分を修復すること
によって建替えないで済む建物もありうるのです。したがって、新築建物と改良建物との混在と
いった選択も可能です。区分所有法での建替え規定でもその選択は可能であると考えていま
す。
※建替え決議に反対した人の運命は?
建替え決議がなされると決議に反対した区分所有者(住戸所有者)に対しては、「建替え決議の内
容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨」を書面で催促されます。回答期間は、催促さ
れた日から 2 か月です。この期間内に回答しないと、建替えに参加する意思がないものとみなさ
れてしまいます。そして、建替え賛成者側から区分所有権と敷地利用権をその当時の時価で売
り渡せと要求(売渡請求権の行使)されます。
売渡請求権・・・建替え決議に基づき、区分所有者(住戸所有者)に対して「売り渡すべきことを請
求」することのできる権利を売渡請求権といいます。あくまで建替え賛成者側から
建替え反対者に対する請求権です。なお、区分所有法では、こういった行為を担
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当する者の存在を認めています。すなわち、建替え決議後に、建替え反対の区分
所有者(住戸所有者)に対して「区分所有権と敷地利用権を売り渡せ」と要求し、買受
けることをまかされた担当者は「買受指定者」と称されています。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．479or p．472「なぜ、復旧の場合は反対者からの『買取請求』であり、建替えの
場合は賛成者からの『売渡請求』なのか」 ――「買取請求」と「売渡請求」の目的の違い――)

すなわち住戸の明け渡しを請求されるのです。ただこの際、裁判所に住戸を即座に明け渡す
には無理があると判断されると一年以内に限って、明け渡しを猶予されます。
こうして、少なくとも建替え決議がなされた日から 2 年以内に建物の建替えの事業が開始され
ます。2 年以内に建物の建替えの事業が開始されないとなれば、建替え決議はなかったことにな
ります。
※建替え決議は、建替えを決定し、それを全員に強制する決議ではありません
建替え決議(法第 62 条 1 項)は、管理組合がその集会(総会)おいて直接に建替えを決定しそれを
全員に強制する決議ではなく、期限付きの売渡請求権の成立という法律状況を作り出すための
決議です。
売渡請求権が期限内に行使され、反対者が存在しなくなったときに初めて、建替えの合意が成
立したものとみなされ(法第 64 条)、この合意が以後合意当事者と擬制された建替え賛成者を拘束
することになるのです。
擬制・・・ 立法政策上の見地から実際の性質が異なったものを同一のものとみなし、同一の法
律上の効果を与えること。 婚姻をした未成年者を成人に達したものとして扱うなどが
その例。(広辞苑) 「みなす」と同じ意味。
したがって、建替えの実行は、既存の管理組合又は管理組合法人が行うのではなく、これとは
別個のいわば、合意当事者と擬制された建替え賛成者の団体が行うことになるのです。その団
体が「マンションの建替え《等》の円滑化に関する法律」の建替え組合であったり、民法上の建替
え組合であったりするのです。
いままでは、建替え決議そのものがどういう決議なのかについてその概略をお話しした(単棟マ
ンションでも団地マンションでも基本的には同じです)つもりですが、次にお話しするのは、法律で決めら

れている、「建替え決議」をするまでに行わなくてはならない手続きについてです(単棟マンションで
も団地マンションでも基本的には同じです)。ただ、誤解がないようにお話ししておきますが、どうやった

ら管理組合として「建替え」をテーマにして行けるかの話ではありません。その話は、別の機会を
設けたいと思います。
※建替え決議の 1 か月前開催しなくてはならない説明会
建替え決議のための集会を招集しようとするときは、招集予定日の 2 か月前までに場所と開
催日時を全組合員に通知を発しなくてはなりませんが、その際に一緒に通知しなくてはならない
事項が決まっています(法第 62 条 5 項)。
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さらに、建替え決議のための集会の一か月以上前には、この通知した内容の説明会を開催し
なくてはなりません。この説明会は開催一週間前には全組合員に日時と場所の通知を発しなく
てはなりません。そしてこの説明会の開催をしてから少なくとも一カ月以上経過しないと建替え決
議のための集会は開催できません。
建替え決議集会開催の知らせ-----1 か月-------|------1 か月----------建替え決議集会
―――――(開催の一週間前に連絡)説明説明会(建替え決議のための集会の一か月以上前)-―――

次回の勉強会では、建替え決議での議題と説明会で事前に説明しなくてはならない事項につい
て説明したいと考えています。

区分所有法の建替えの規定について その 2

―第 5 回勉強会--

※「建替え決議」では、何を議案にしなくてはならないのか。
一般の建替え決議では 4 つです。団地での全棟の一括建替え決議では、一つ追加されて 5 つ
です。追加されるのは、「再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要」です。
なぜならば、一棟の分譲建物(分譲マンョンを含む)の建替え決議とは異なり、団地関係の号棟分譲
建物(分譲マンションを含む)の一括建替え決議においては、新たに建築される各建物が団地内におい
てどのように配置されるかについては一括建替えの是非を判断するに当たり非常に重要な事項
と考えられることから加えられたのです。
すなわち、一般の建替え決議と全棟の一括建替え決議では、合わせて以下の 5 つの決議がさ
れなくてはならないのです。決議する議案はこれだけです。これ以外にはありません。これらの
議案の通知の際には、この議案の要領も通知しなくてはならないことになっています。その上
で、区分所有者の頭数と議決権の 5 分の 4(80％)の賛成で決議されます(団地での一括建替え決議の
場合だけ、全棟での各棟ごとの区分所有者の頭数と議決権の 3 分の 2 が賛成していることの確認が必要)。

1. 再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要(一括建替え決議の場合だけ)
2．新たに建築する建物（以下「再建建物」という。）の設計の概要
3．建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
4．建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の分担に関する事項
5．再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
※ 「建替え決議」をするためには、以下の 4 つの事項も議案の要領の通知と一緒に通知しなく
てはなりません。そしてこの 4 つの事項は、事前の説明会のテーマとなります。
1. 建替えを必要とする理由
2. 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復（建物が通常有すべ
き効用の確保を含む。）をするのに要する費用の額及びその内訳

3．建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
4．建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
※まずは、議案を理解してもらうことを目的して通知される 4 つの説明会資料について一つ、一
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つ説明していきます。
1. 建替えを必要とする理由
集会(総会)の招集者が、建替えを提案するに当たって、建替えが必要と考えた理由をまず明示
する必要があります。
「建替えを必要とする理由」の内容としては、単に「分譲建物 (分譲マンョンを含む) の老朽化のた
め」、「分譲建物(分譲マンョンを含む)の損傷及び一部の滅失のため」、「購入時の建築上の瑕疵のた
め」「耐震基準を満たしていないため」「居室の面積拡大」「敷地の有効利用(いわゆる効用増)のた
め」等の抽象的なものではだめで、できる限り具体的な事実に基いて、建替えを必要とする理由
を示す必要があります。
例えば、老朽化を理由とする場合には、分譲建物(分譲マンョンを含む)の建築後の年数だけでなく、
分譲建物(分譲マンョンを含む)のどの部分にどの程度の老朽化が見られるかなどについて、その場
所を特定しその補修や取替え等に相当額の費用が要することや、各専有部分(住戸)の床面積が
少なく住戸として狭すぎること、エレベーターが設置されていないことや、「分譲建物(分譲マンョンを
含む)の老朽化、並びに、分譲建物(分譲マンョンを含む)の損傷および一部の滅失のため」として、複数

の理由をあげ現在の建物の状況、仕様、設備等について問題を指摘するとともに、建替えを実
施した場合にはどのようなメリットが生じるか、それが建物の効用を維持または回復した場合と
比較して費用負担に見合ったものとなっているかなどの点についてできるだけ具体的に記載す
べきです。
2. 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復（建物が通常有すべ
き効用の確保を含む。）をするのに要する費用の額及びその内訳

これは、建替えを実施せずに現在の建物を維持することにした場合に必要となる修繕や改修に
要する費用の額とその内訳のことです。
集会(総会)の決議または規約によって、長期修繕計画の定めがある「分譲建物(分譲マンョンを含む)」
にあっては、その計画に沿った修繕を実施した場合に必要となる費用の額およびその内訳を示
すべきですから、一定期間の修繕計画に相当するものを想定した上で、それに基づいて費用の
額および内訳を示すべきものと考えられます。
また、「建物に通常有すべき効用の確保を含む」とは、一般的な社会通念に従い当然に要求
される居住水準を満たすために、厳密な意味での現状維持に止まらず、例えば、中層程度のマ
ンションでエレベーターを設置することや現在の法令に沿った耐震工事を実施することなど積極
的に価値を増進させるような改修を行う場合も含まれます。
費用の算定に当たっては、劣化診断調査等により建物の老朽化や陳腐化の実体を把握すると
ともに、区分所有者(住戸所有者)が現マンションに抱いている不満点や改善ニーズを具体的に把握
した上で、管理組合として必要であると考えられる修繕および改修工事の内容を設定し、それに
基づいて修繕および改修費用に算定することが重要になります。
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また、見積条件を明確にした上で、複数社から見積を取るなど、適正な額となっているかどうか
に留意することが重要です。
3．建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
集会(総会)の決議または規約等により長期修繕計画が定められているときは、その計画の内容
を通知する事を求めています。
また、当該計画に沿った修繕を実施した場合に必要となる修繕等に要する費用の額とその内
訳を示す必要があります。
4．「分譲建物(分譲マンョンを含む)」につき修繕積立金として積み立てられている金額。
積み立てられていないときは、その旨を報告することで充分です。
※次は、建替え決議で決議すべき議案についてです。
1. 再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要
この議案は、団地での全棟一括決議の場合だけに必要な議案です。
敷地の一体的な利用についての計画とされているように団地関係の号棟分譲建物(分譲マンション
を含む)の一括建替えの計画の概要のことです。

従前の団地関係の号棟分譲建物(分譲マンションを含む)が全て取り壊された当該団地の土地が、新
たに建築される建物によってどのようの利用されるかが具体的に示される必要があります。すな
わち、土地のどの部分に建物が建てられ、どの部分は空地となるのか。
また、附属施設 (建物の附属物〔例えば、駐車場や駐輪施設等〕又は附属の建物〔例えば、集会場や倉庫
等〕) が設置・建築される場合には、それらがどの部分に配置されるかが示される必要がありま

す。その具体性の程度は、各「号棟分譲建物(分譲マンションを含む)区分所有者(住戸所有者)」が一括建
替えの是非を判断できる程度の必要があります。
2．新たに建築する建物（以下「再建建物」という。）の設計の概要
どのように建物を建築するかを示した上で、各建物について建築費用の算定および区分所有
権(住戸所有権)の帰属に関する事項の決定が可能である程度に具体性を有していることが必要で
す。
どのように建物を建築するかを示した上で、各建物につついて、用途、構造、材料、階数、建築
面積は、延べ面積、各階ごとの床面積を定め、各専有部分(住戸)ごとにその用途、配置、構造、床
面積等を定めるべきです。
なお、新たに建築する「建物」については、構造上も建築計画上も制限がないため、この建替え
決議の段階では、住戸用マンションにしなくてはならない等の制約は一切ありません。
3．建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
これは、費用分担をするための前提としての費用の概算額についてです。各区分所有者(住戸
所有者)が、その費用分担をするための前提となります。その分担に関し、建物の取壊し費用につ

いては、団地の一括建替えの場合は、各号棟分譲建物(分譲マンションを含む)ごとに当該号棟分譲
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建物(分譲マンションを含む)の区分所有者(住戸所有者)が分担するのが原則だと考えられるので、各号
棟分譲建物(分譲マンションを含む)ごとの取壊し費用を算定することが必要です。
また、再建団地内建物の建築に要する費用については、再建建物が複数棟建築されるときに
は、各再建建物ごとに当該号棟分譲建物(分譲マンションを含む)の区分所有者(住戸所有者)となるべき
者が分担するのが原則であると考えられるので、各再建建物ごとの費用を算定することが必で
す。
これらの費用は、建替え決議あるいは一括建替え決議の時点での見積額(ある程度幅のある決め
方をすることも許される)が示されればよいです。

現実に要する費用がやむを得ない事情の変更によって決議で定めた概算額を超えることにな
っても、これにより決議の拘束力が失われることにはなりません。
4．建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の分担に関する事項
費用分担の方法又は基準について 分担額そのものを示す必要はないですが、費用分担の方
法又は基準について建替え決議後に改めて参加者間で合意しなくても良いように、あらかじめ明
示しなければなりません。
取壊し費用の分担額については、取り壊すべき分譲建物あるいは各号棟分譲建物(分譲マンショ
ンを含む)の面積に比例して算定すべきであり、また、再建団地内建物および附属施設の建築に要

する費用の分担額については、再建団地内建物および附属施設において取得すべき権利ない
し持分に比例し、かつ、現存号棟分譲建物(分譲マンションを含む)および敷地について有する権利の
価格を考慮して決められるべきです。
なお、これらの費用の分担は、各区分所有者(住戸所有者)ごとに当該分譲建物(分譲マンションを含む)
の建替え参加者の専有(住戸)部分間の衡平を害しないように決められなくてはなりません。
5．再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
区分所有権の帰属というのは、再建建物の各専有(住戸)部分の取得者を決定する方法というこ
とです。
再建建物の各専有(住戸)部分の取得者を決定する方法としては、例えば、希望により決定する
こととし、希望が競合したときは抽選による方法が考えられます。
余剰の専有 (住戸) 部分が生ずる場合には、他に売却 (分譲) するものと定めることになりましょう
が、その分を原始的に誰が取得することになるのか(全員で共有するのか、特定の参加者または第三者
が取得するものとするのか)を決めておく必要があります。

再建建物の各専有(住戸)部分が帰属の決定にしたがって区分所有者(住戸所有者)に取得された場
合に、建替え費用の分担との関係で精算をどのようにするべきかについて決めておく必要があり
ます。
また、専有(住戸)部分が他に売却された場合の代金の分配方法についても、決める必要があり
ます。
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建替え推進のための建替え決議の多数決要件の緩和は逆効果―第 5 回勉強会----建替えが促進されない最大の要因は、区分所有者の金銭負担です--建替え推進のために多数決要件を緩和すべきだとの見解(その代表的なものとして、浅見康司・福井
秀夫・山口幹幸編著「マンションの建替え 老朽化にどう備えるか」日本評論社、2012)に対する反論として、

「新･マンション管理の実務と法律」p．290 にて、建替え推進のための建替え決議の多数決要件
の緩和は逆効果であるとする見解が表明されています。
すなわち、「多数決要件を緩和すべきだとの見解の書籍によると、建替えが促進されない大き
な原因は、現行の区分所有法の建替え規定(62 条)の多数決要件(区分所有者及び議決権の各 5 分の
4 以上の多数)であり、これを「緩和」すれば、建替えが促進されるとします。

確かに、「5 分の 4」を「4 分の 3」に、さらに「3 分の 2」に、最終的には「過半数」にすることで、
「緩和」すればするほど、形式上は建替え決議はより簡単に成立するかに見えます。
しかし、現行規定の定める建替え非参加者に対する売り渡し請求権を通じての時価による金
銭補償を、建替え賛成者が負担しなければならないこと(同法 63 条 4 項)を考えると、多数決議要件
を緩和すればするほど、建替えに賛成ないし参加する区分所有者の(数が少なくなる分・・・・中野注)金
銭負担の割合は増加するため、現実には、(増加する・・・・中野注)金銭負担のために、多くの区分所
有者が建替えに賛成することにますます消極的になると思われます。」とし、「建替えが促進され
ない最大の要因は、区分所有者の金銭負担です」と反論しています。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．482 or p．474「『建替え』についての 5 分の 4 の多数決以外の一切の条件が
なくなった理由」、p．503 or p．474「※ 日本経済新聞

2012/1/4 付」)

区分所有法について
区分所有法成立に至る背景
戦後の昭和 30 年頃から、都会地おける建物の近代化、高層化が進むにつれ、中高層の区分
所有ビルが、公団、公社さらに民間企業の手で、住居用、事務所用として供給されるようになり、
また法制度としても、都市の再開発の促進等のため施策として立法された土地区画整理法(昭和
29 年法律第 119 号)、公共施設の整備に関連する市街地の改正に関する法律(昭和 36 年法律第 109
号)、防災建築街区造成法(昭和 36 年法律第 110 号)等において区分所有ビルの建築が、土地区画、

都会地整備、建物の不燃防火等の手段として用いられました。
このような階層的区分所有(中高層の区分所有)においては、共用部分の範囲が広範で、その管
理・使用に関して各種の問題が生ずることが予想されるほか、区分所有権相互間の調整、区分
所有権と敷地利用権との関係についても困難な問題の生起が予想されるため、右の民法 2 ヶ条
(旧 208 条、旧 257 条)だけでは、これに対応することが困難であると考えられ、建物の区分所有関係

も規律する新しい立法が要請されるに至りました。
このような背景の下に、昭和 37 年第 40 回国会において「建物区分所有等に関する法律」(法律
第 69 号。以下区分所有法という。)が制定、公布され、昭和 38 年 4 月 1 日から施行されました。
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※ 区分所有法の内容
同法は、一棟の建物を区分して所有する場合における所有関係(主として共用部分の共有関係)を
精緻に規定し、共用部分等の共同管理の仕組みとしての管理者、規約及び集会の制度を定め
るとともに、区分所有者相互間の権利義務、区分所有権と敷地利用権との関係、建物の一部滅
失の場合の各区分所有者の権利義務について所要の規定を定めたものですが、そのほかに、
公団等によって供給されつつあった住宅団地において管理上生ずべき問題に対処するため、管
理者、規約及び集会に関する規定を団地関係について準用する規定を置きました。
※ 区分所有法制定の特徴
この様に同法は、中高層ビル形式の区分所有建物の利用がその緒に突いた時期に制定され
たものであり、既に、社会的に発生している問題に対処するためというよりは、将来に生ずること
が予想される問題にあらかじめ対処するために制定された、戦後の民事立法例としては珍しい
先取り立法だったのです。
その後のマンションブームによってもたらされた大量の分譲マンションの出現は、この立法があ
ったからこそ大きな法的混乱を来たすことなく受け入れられたものと評価することができます。
(「建物区分所有法の改正」)

区分所有法立法の必要性について
――建物の区分所有等に関する法律の解説法(川島一郎)(「建物区分所有法の改正」p．503)――
立法の概要
この法律は、題名が示すとおり、主として区分所有について規定したものであるが、そのほか
に、いわゆる団地の関係についても規定を設けている。
１．立法の必要
(1)建物の区分所有は、わが国では以前から認められていたが(《旧・・・中野》民法第 208 条)、過去に
おいて、それはさして重要な機能を営んでいなかった。
日本家屋は、棟割長屋を別とすれば、一般に区分所有に適するような構造を備えていなかっ
たし、棟割長屋は、一般に貸家経営の手段として利用されていたので、これを区分して所有する
という場合は、実際には極めて少なかったといえるからである。
したがってまた、以前は、建物の区分所有といえば、ほとんど棟割長屋を対象とするものに限
られており、西洋に古くから存在したいわゆる階層的所有権は、わが国では皆無に近い状態で
あったのである。
ところが、最近、都会地においては、中高層の近代的建物、いわゆるビルディングの建築が盛
んになり、これに伴って、かかる建物を階層的にも区分して所有する事例がかなり多く見受けら
れるようになった。そしてそれとともに、建物の区分所有が、あらためてその価値を見直されるこ
ととなったのである。
すなわち、ビルディングの区分所有を生ずる代表的な事例としては、現在日本住宅公団や各
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地の住宅公社・住宅協会、あるいは民間の不動産会社の行っている中高層アパートの分譲を上
げることかできるが、これは、宅地の入手が困難となった都会地において、自分の家を持ちたい
という人々の願望を満足させる手段として、極めて合理的なものである。
また、地方において、区分所有を目的とする営業用のビルディングやいわゆる下駄ばき住宅
(下層を店舗又は事務所用とし、上層をアパート用途する高層ビルディング)の、共同出資による建築もかな

り行われているが、これは、ビルディングの建設に十分な土地、又は、資金を有しない者にもそ
の建設を可能にさせ、都会地における土地利用の高度化を促進させる役割を果たすことにな
る。このように、ビルディングの階層的区分所有は、多くの利点を備え、かつ、都市近代化の時
流にも適合することになるため、最近では、逐年増加の傾向を示すに至っている。
しかし、それが都市の再開発に関する各種の施策に利用され、ことに昨年制定されたいわゆる
市街地改造法や防災建築街区造成法が区分所有にかかるビルディングを多数建設することに
よって、都会地の整備及び不燃防災化を促進しようとしていることは、注目すべき現象であると
いわなければならない。
このような事情の変化によって、われわれは、建物の区分所有に大きな社会的意義を認めざ
るを得ないこととなったのである。
ところで、同じく建物の区分所有といっても、最近におけるビルディングの階層的区分所有は、
以前からある棟割長屋式の区分所有と比較すると、その営む機能の点からだけでなく、その法
律の複雑さにおいても、非常に大きな違いがあるのである。
すなわち、棟割長屋の区分所有の場合には、各所有部分、つまり各戸は、１棟の建物に近い
独立性を有しており、建物の共用部分と称すべきものは、通常各戸の境やある柱や壁だけであ
って、その柱や壁が共用であるという一点を除けば、各区分所有者の地位は、１棟の建物全体
の所有者のそれとはほとんど異なる所がない。
これに対して、ビルディングの階層的区分所有の場合には、廊下・階段・エレベーターを初めと
して、電気・水道の設備等多くの共用部分があって、その範囲も広いのが普通であるから、その
管理・使用等に関しても各種の問題を生ずる可能性が多いのみならず、建物全体としての一体
性が強いので、区分所有者の間の連帯関係が強調され、区分所有者の権利は、１棟の建物全
部の所有者のそれとは著しく異なり、これによって、かなりの制約を受けることになる。
また区分所有権と敷地の使用権との関係においても、階層的区分所有の特殊性から、一般の
場合には起こり得ない困難な問題が発生することも予想されるのである。
ところが周知のように、建物の区分所有関係を規律するこの法律の規定は、これまで極めてわ
ずかであって、(旧・・・中野)民法第 208 条が、建物及びその附属物の共用部分は区分所有者の共
有とすると推定すること(第１項)及びその共用部分の修繕費等は各自の所有部分の価格の割合
で分担すること(2 項)を定めていたほかは、当法(民法・・・中野)第 257 条が、右の共用部分について
は、共有分割の請求を許さないことを明らかにしていたにすぎない。
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棟割長屋の区分所有しか存在しなかった民法制定当時においては、この程度の規定で満足す
べきであったであろうと思われるのであるが、すでにビルディングの階層的区分所有の発生を見
るに至った今日においては、これをそのままに放置しておくことは、も早(・・・まま)許されない。
ビルディングの階層的区分所有が増加するにつれ新しい区分所有関係を規整する立法の必
要が次第に強く唱えられるようになったことは、けだし当然であったといえるのである。
※1962 年区分所有法成立時での立法実務責任者の一人であった川島一郎氏のコメントです

区分所有法へのドイツ法の影響
区分所有法がドイツ法の影響を受けていたことをうかがわせる記述がありました。
「分譲マンションの法的なうらづけとしてある建物区分所有法の制定に際しモデル立法として―
立法関係者達に--強く意識された西ドイツの住居所有権法(Wohnungseigentumsgesetz.1951)の立法
目的が、第二次大戦により失われた中産階級のための住宅復興策としての持家供給促進という
ことにあったことが思いおこされるわけで、わが国の建物区分所有法制定の際は、そのことがそ
れほど強くうたわれなかったけれども(《建物区分所有法提案理由書》参照)、今日になってみると西ド
イツの住居所有権法の立法目的とほぼ同様の社会的機能を果たしつつあるということができよ
う。
つまり、《住宅問題》解決のための賃貸借法を補完する民事法規として機能しているということ
になる。(「建物区分所有法の現代的課題」p．61)
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．281 or p．278 「区分所有法には『理事会』という制度はありません」)

1983 年区分所有法改正(第 1 回改正)の背景
区分所有法制定(11962 年・・・中野)後のわが国経済の高度成長によってもたらされた人口の都
市集中、都市における地価の高騰はめざましいものがあり、これに伴い、都会地における土地
の高度利用の一類型としての分譲マンションその他の中高層共同ビルが著しい普及と増加をと
げ、マンションは、今や都会地における市民の重要な住居所有形式の一つとしての地位を占め
るに至った。このことは、立法当時の予想をはるかに超えるものであったと思われる。また、この
間における大規模住宅団地の増加も極めて顕著である。
このような中高層区分所有建物の増加とマンション生活の一般化に伴って、同法の規定をもっ
てしては十分に対応することができない様々の問題が生じ、又は指摘されるようになった。
その第一点は、不動産登記に関する問題である区部所有建物の敷地は、区分所有者の共有
になっているのが普通であり(地上権又は借地権の準共有となっている場合もある。)、そして、専有部分
とこれに対応する敷地の共有持分(又は地上権、賃借権の準共有部分)は、両者一体として取引の対
象とされるのが普通であるが、わが法制においては、建物と土地は各別の不動産であり、その
処分は各別にすることが可能であるから、これらに関する登記も、それぞれ各別にされることに
なる。
区分所有建物の登記簿については、特別の編成方法がとられていて、各専有部分ごとに表題
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部、甲区・乙区の欄が設けられているから、専有部分の数の多い区分所有建物にあっても、建
物全体の登記用紙は膨大なものになるが各専有部分についての権利関係は、区分された用紙
に一覧性をもって公示される。
これに対し、敷地の登記簿については、このような特別の方法がとられていないから、区分所
有者の数の多い区分所有建物の敷地の登記簿には、多数の区分所有者の共有持分(又は地上
権、賃借権の準共有部分)の取得の登記がされるほか、その持分の再移転・差押・仮差押・仮処分、

抵当権の設定、抹消等の登記が、甲区・乙区の区分に従い、受付の順序に従って(どの専有部分
に対応するかを顧慮することなく)連綿と記載される。

このため、一筆の土地の登記簿が膨大になるばかりでなく、特定の専有部分に対応する敷地
利用権についてその権利変動の経過および現在の権利関係を把握することが極めて困難であ
るという状態を呈し、登記の事務処理上多大の傷害になっているとともに、登記制度を利用する
国民に多大な不便をもたらしている。
このような現象は、区分所有建物が数筆の土地にまたがっている場合、一筆の土地の上に数
棟の区分所有建物がある場合、さらに数筆の土地がある数棟の建物の共同の敷地となっている
団地型の場合となると、一層顕著になる。
このような区分所有建物の敷地の登記簿等の一覧性欠如の現状を是正する方策について
は、登記事務を所掌する立場からかねてより検討の対象とされていたが、敷地利用権に関する
実体法上の制度の改正を伴わないで登記手続上の制度の改正のみをもってこれに対処するこ
と難しいと考えられた。
例えば、｢専有部分に対処する共有部分｣という新たな概念を立てる必要があり、そのため実体
法上の手当てが必要となる。
専有部分と敷地利用権の関係については、このような登記上の問題のほか、次のような実体
法上の問題がある。
例えば、専有部分又は敷地利用権の一方について抵当権が実行され又は強制執行がされた
場合には、法定地上権(民法 388 条、民事執行法 81 条)の成立を認めることは、現行法上困難である
こと、数個の専有部分とこれに対応する敷地利用権たる共有持分を有する者が、そのうち一個
の専有部分の上に抵当権を設定しようとする場合に、その者の有する敷地の共有持分のうち当
該専有部分のみに対処すべき部分(共有持分の一部)に抵当権を設定することができない、という
事態が生ずること、区分所有者が相続人なくして死亡したときは、専有部分は家庭裁判所の審
判により特別縁故者に分与することができ、分与されなかったときに国庫に帰属することになる
(民法 958 条の 3、959 条)のであるから、敷地利用権も同一の運命をたどることとなるのが適当であ

るのに、敷地利用権たる共有持分は他の共有者(他の区分所有者)に帰属することとされている(民
法 255 条)こと、などの問題である。

これらの諸問題に対処するため、区分所有法上専有部分と敷地利用権の関係についてどの
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ような制度を採るのかが適当かについて、早急な検討が求められていた。
第二点は、区分所有建物の管理及び区分所有者相互間の調整をめぐる問題である。すなわ
ち、専有部分と共用部分との区分や専用使用権のあり方が法律上明確でないため、これをめぐ
る紛争が多いこと、いわゆる管理組合の法的性格が明確でないために、その運営、ひいては区
分所有建物の管理に支障があること、管理組合の活動を容易にするため、これに法人格取得の
道を講ずべきであること、規約の設定・変更や共用部分の変更は原則として全員の合意になる
べきとされているが、これでは硬直に過ぎて、円滑な管理に支障があること、書面による合意を
もって集会の決議に代えるには、全員の合意が必要とされているが、これでは硬直に過ぎるこ
と、管理業者の行う管理業務のあり方をめぐってトラブルが多いので、区分所有法上手当てすべ
きではないかということ、管理費・修繕積立金等の支払の確保のための方策を講ずべきこと、マ
ンションの老朽化に備えて多数決により建替えができるようにすべきではないかということ、団地
に関する規定が十分でないため団地の管理上生ずる様々の問題に十分に対処することができ
ないこと、等々様々の指摘がされるようになった。
このような指摘に対応して、区分所有法の改正について検討を加える必要性が認識されるに
至った。(「建物区分所有法の改正」)

1983 年改正区分所有法の正式名称
1983 年改正区分所有法の正式名称は、｢建物の区分所有法等に関する法律および不動産登
記法の一部を改正する法律｣です。
この法律は、1983 年(昭和 58 年)5 月 21 日法律 51 号として交付され、1984 年(昭和 59 年)1 月 1
日から施行されました。1962 年区分所有法を大幅改正した法律であり、特に、専有(住戸)部分と
敷地利用権(共有敷地持分権)の一体性の原則に対する規定の新設に伴い、不動産登記法が大幅
に改正されました。この不動産登記法の改正も今回の 1983 年法改正の主要目的の一つであっ
たようです。(参照：「実践 区分所有法

など」p．3 「凡例」)

区分所有法における共同管理の仕組み
共用部分ならびに区分所有者(住戸所有)の共有に属する敷地および附属施設の管理に関する
事項は原則として集会(総会)の多数決をもって決すべきものとされ(法第 17 条、18 条、21 条)、建物ま
たはその敷地もしくは附属施設の管理または使用に関する事項は広く規約で定めることができ
(法第 30 条)、この規約も集会(総会)の多数決で設定変更され(法第 31 条 1 項)、この集会(総会)の決議

および規約は全区分所有者(住戸所有)を拘束する(法第 46 条 1 項)。また、集会(総会)の多数決で管理
者を選任することができ(法第 25 条 1 項)、選任された管理者は当然に法定の権限を有し(法第 26
条)、区分所有者(住戸所有)はこの権限を否定することはできない。(新版注釈民法《7》p.614)
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．23 「区分所有法とは何を対象とした法律なのでしょうか」)

なぜ、区分所有法は民法に優先して適用されるのか。―なぜ｢敷地｣は共用部分ではな
いのかの疑問から始まった―
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区分所有法では、共有「敷地」は共同で使用されているのに、なぜ、「共用部分」とされて
いないのか、一つの疑問でしたが、「敷地」と「建物」の登記上の権利の違いからくるだけでは
なく、区分所有建物(分譲マンション)も、当初、民法の対象の範囲でしたが、民法の原則である
「一物一権主義」の規定だけでは説明がつかない部分があるために、別途、区分所有法が
立法されたところに理由があるようです。

・・・中野メモ

民法の枠の中である、商法や借地借家法などが民法に優先して適用されるのは、商法には
商法の独特の特殊性があるからであり、借地借家法には、借地借家法の独特の特殊性がある
からだとされています。
したがって、それらの特殊な部分について、それぞれ、民法の枠から外れた部分の独自の規
定を設けているため、逆に、商法や借地借家法の規定から外れた部分は、民法の規定が生きて
くる(戻る)と説明されています。
しからば、区分所有法の独特の特殊性とは何なのでしょうか。民法の考え方の原則は、一物
一権主義といわれています。一物一権主義とは、所有権は一個の独立した物についてのみ成立
し、独立した物の一部を対象とする所有権は成立しないという原則です。
明文規定があるわけではありませんが、物に対する権利関係を明確にするために、民法上の
原則であるとされています。
分り易くいえば、戸建住宅を考えれば分かりやすいと考えます。一つ戸建住宅(一物)を数人が
使うことがあっても、共有物としての１軒(一物)の権利でしかありません。１軒の建物(一物)は、所
有権登記するときにも、原則として１軒(一物)の権利として所有権登記をします。数人が共有する
場合は、数人の共有物としての１軒(一物)として登記をします。これが民法の一物一権主義から
生じる手続き原則です。
しかし、区分所有法では、建物全体を一つ所有権の対象としては扱っていないのです。原則と
して、一つの建物であるマンションは、いくつにも分かれた所有権 (区分所有権) の集合体です。
個々の区分された部屋部分について、個別に所有権登記をします。
建物全体の中に、いくつにも分かれた所有権(区分所有権)のある部屋といくつにも分かれた所
有権(区分所有権)全体の共有部分があるのです。
幾つにも分かれた個別の部屋の所有権(区分所有権)を一人々がもっている点では民法の一物
一権主義ですが、建物全体(物)は、数個の所有権(区分所有権)に分かれている部分と、数個の所
有権(区分所有権)者が共用する共有物とが存在し、それらの集合体となっています。
一つの建物(物)が多数の権利に区分されていることで、民法の一物一権主義を基本とした考
え方とは異なっています。
したがって、建物の部分(区分)ごとに、マンションでいえば、一戸(専有部分)ごとに所有権を認め
るためには、一物一権主義の例外をなす特別の規定、特別の法律が必要になったのです。その
特別な法律が区分所有法だと思われます。
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最初に制定された区分所有法(１９６２年法)では、前提としていた民法の考え方がそのまま残っ
てしまった条文もあります。
1962 年区分所有法第 13 条では、「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、
共有者の持分の過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。」として民
法第 252 条「共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従
い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。」をほとんどその
まま転用しています。
また、1962 年区分所有法第 24 条１項では、「規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者全員
の書面による合意によってする。」として、民法第 251 条「各共有者は、他の共有者の同意を得な
ければ、共有物に変更を加えることができない。」と同様に、「変更は区分所有者の全員一致」を
求めています。
同時に、区分所有法が民法の原則である「所有権の一物一権主義」では説明できないために
使用している用語として、「共用部分」(そのほかに、区分所有権・区分所有者・専有部分・敷地利用権)等
があります。
もっとも、旧民法 208 条では、「数人ニテ一棟ノ建物ヲ区分シ各其一部ヲ所有スルトキハ建物オ
ヨヒ其附属物ノ共用部分ハ其共有ニ属スルモノト推定ス。② 共用部分ノ修繕費其他ノ負担ハ各
自ノ所有部分ノ価格ニ応シテ之ヲ分ツ。｣だけに、限定的に｢共用部分｣なる用語が使われていま
したが、この条文は、区分所有法成立とともに削除され、現在の民法には｢共用部分｣という用語
は使われていません。
なお、民法では、「処分」を含んで「変更」としていますが、区分所有法の「変更」という用語に
は「処分」を含んでいません。したがって、区分所有法の世界では、「処分」は、民法の「変更に含
まれている処分」を指すことになります。また、1962 年区分所有法の段階では、民法の「持分の
価格に従い、その過半数」との規定から「価格に従い」を削除し、単に、「持分の過半数」とされて
いますが、現在の区分所有法(1983 年法・2002 年法)では、区分所有者の数(頭数)と議決権(持分)の
両方をカウントの対象としています。
民法の共有物は、他の権利者と共有するものを指します。そして、その共有する物は、個人の
権利のある「一物」とは別個のものです。
したがって、戸建建物のような権利が一つでしかないものの部位の中には、他の権利者と共
用するだけの権利(共有部分)が入り込む余地はありません。したがって、民法の考える一つの建
物内には、他の建物権利者と共用して使用する権利(共用部分)は存在しないのです。
しかし、区分所有法では、区分所有建物内にはなくてはならない構成部分の一部分として、複
数の権利者のためだけの権利(共有部分)であり、かつ、共用して使用する権利(共有の階段・廊下)
があるのです。
それらに対しては、共有物ではあるのですが、民法のとは異なる表現が必要だったのです。そ
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れらを、区分所有法では、区分所有建物内の共用して使用する部分として「共用部分」と称して
いるのです。
したがって、各権利者が共有部分として所有しているものを共用して使用するような「敷地」な
どは、民法の規定通り「共用して使用する共有部分」であり、わざわざ、区分所有建物内の「共用
部分」とする必要はないのです。むしろ、「敷地」は、民法上の「共有物」のままであって、「共用部
分」ではないといえます。
同様に、区分所有法で使われている用語(区分所有権・区分所有者・専有部分・敷地利用権等)に現
れているように、民法の規定では制約しきれない特殊な部分がたくさんあるのです。
それらが民法の特別法として区分所有法が制定された理由であり、その後、区分所有法の役
割から、民法との相違をより明確にすることが必要になり、大幅に改正されたのが 1983 年改正
法であり、さらに、団地での建替えを中心に条文追加を含めて改正されたのが 2002 年法です。
その後、2011 年民法の法人規定の一部変更により改正されています。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．101or p．100「区分所有法は、あくまでも民法の特別法」、「なぜ、区分所有法
で規定されていない場合は民法の規定となるのでしょうか」)

一物一権主義と区分所有
区分所有法の書籍を読んでいると一物一権主義を否定した主義として区分所有(区分して所有
する・・・不動産登記法の定義とは異なる表現方法)の問題が出てきます。何かわかるような気もします

が、もう一つはっきりしません。インターネットで調べてみました。YAHOO 知恵袋の回答です。
※ 一物一権主義は、１個の物に１個の物権が対応する、ということです。
したがって、一物一権主義に反する状態としては、「２個以上の物に１個の物権が成立してい
る」場合（二物一権状態とでもいいましょうか）と、「１個の物の一部に１個の物権が成立している」場合
（半物一権状態）と、「１個の物に２個以上の物権が成立している」場合（一物二権状態）とが考えられ

ます。これら３つの状態は、どれもダメですよ、というのが、一物一権主義の意味なのです。
例をあげるなら、まず二物一権状態は、「このボールとバットはまとめて俺の物だ」などという
状態です。これは許されません。あくまでも「ボールは俺のもの」「バットは俺のもの」であって、ま
とめて１つの所有権があるわけではありません。
半物一権状態は、「このコップはお前の物だが、取っ手部分だけは俺の物だからな」などという
状態です。これも許されません。コップが「お前」の物なら、取っ手部分も含めて全体が「お前」の
物なのです。
一物二権状態は、「このパソコンは、俺の物でもあるが、お前の物でもある」などという状態で
す。これも許されません。「２人で共有する」というのなら、許されるのですが、「所有者が２人い
る」状態は許されません。
複数のビールに対して、包括的な、つまり１個の譲渡担保権が設定されています。つまり二物
一権状態です。だから、二物一権状態を禁止する意味の一物一権主義に反しそうに見えます
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が、（いろいろ理由をつけて）反しない、と考えられているのです。
一筆の土地（＝一物）の一部に取得時効が成立すると、その一部にだけ、別個の所有権が成
立します。すると、一物の一部（＝半物）に、１つの所有権（一権）が対応することになり、これは半
物一権状態です。したがって、一物一権主義に反しているのですが、例外として認められていま
す。
一筆の土地の一部（＝半物）に、１つの地役権（＝一権）が対応することとなり、半物一権状態で
す。１つの物（＝一物）について、共有者がそれぞれ１個の所有権を有するという見解ですから、
複数個の所有権（＝二権）が成立しています。すると、一物二権状態ですが、（いろいろ理由をつけ
て）反しない、とされています。

一筆の土地（＝一物）に、数個の抵当権（＝二物）が設定されるのですから、一物二権状態です。
しかし、抵当権はいくつ成立しても矛盾しないですよね。なぜって直接支配性や排他性などなく
優先弁済権の順番で配当するという内容の物権だからです。したがって、やはり反しないとされ
ています。

「改訂版 区分所有法」で使用されている「新法」は「1983 年改正区分所有法」のこと
です。---「改訂版 区分所有法」の表現に統一性を欠いた使い方に対する批判-「改訂版 区分所有法」は、2002 年改正区分所有法公布後 5 年を経過して改訂版として出版さ
れたハードカバーケース入りの専門書です。
この書籍の第二編第五章原田純孝(東京大学社会科学研究所教授)氏の記述部分で「新法」という
表現と「旧法」といった表現がその違いの明確さもないままに頻繁に使われています。
すなわち、「新法」との用語が 1983 年改正区分所有法を表している記述部分と 2002 年改正区
分所有法を表している記述部分があり、記述場所によっては、1983 年改正区分所有法を「新法｣
と表現し、2002 年改正区分所有法を｢法｣と表現しています。
すでに法律としては、「平成 14(2002・・・注)年 12 月の法」すなわち、2002 年改正区分所有法が新
法として認識されている段階での記述です。それにもかかわらず、この著者の記述には、「新法
(1983 年改正区分所有法・・・注)」、「旧法(1962 年区分所有法・・・注)」があり、2002 年改正区分所有法に

対しては、｢新法｣と「法｣の両方を使っています。
いっそのこと、「旧法(1962 年区分所有法・・・注)」、「新法(1983 年改正区分所有法・・・注)」、｢法(2002 年改
正区分所有法・・・注)と仕分けを明確にすれば、読み手の混乱も少なくて済んだのではないかとさえ

考えます。
表現に統一性を欠いた使い方をしていることに、この著者の学者としての姿勢に大いなる疑
問を抱きます。
※ 少なくとも半数の著者の記述は 1983 年改正法と 2002 年改正法が入り混じった間違った記
述です。
この書籍の第二編第二章倉田 繁(近畿法学部助教授)氏の記述部分では、明確に 1983 年改正
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区分所有法当時の解説をそのまま流用していることが明らかな記述もあります。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．375or p．371 「『改訂版 区分所有法』の記述は一部間違っています」)

同様のことが、第二編第四章三上威彦(慶応大学大学院法務研究科教授)氏の p.172 の記述「管理
者の管理の内容は保存行為および改良を目的とするが著しく多額に費用を有しない軽微な変更
に限られる」との記述にも見られます。
すなわち、1983 年改正法の変更の定義に対する認識がそのまま、換わることなく使われてい
るのです。しかも、この方の記述には 2002 年改正区分所有の存在を正しく認識した記述も見ら
れるため、未熟な読者にとっての混乱は大きいと考えます。
第二編第六章西沢宋英(青山学院大学法学部教授)氏の p．300 の記述では、過料の額が全て
1983 年改正区分所有法の数値のままです。
第二編第七章山口忍(大森公証役場公証人《元福岡高騰裁判所判事》)氏の p．303 以下の記述で
は、新法(編者注・第 7 章本文中では｢新法｣は昭和 58 年法をさす。)と初めて編者の注意書きがあります
が、(新法××条)の表現もあり、一体どちらが 1892 年改正法を指すのか 2002 年改正法を指すの
かなんとも煩わしいです。
その上、2002 年改正法の管理組合法人の定義で｢区分所有者の数が 30 人以上であるものに
ついては、これを法人とすることができる(新法 47 条以下)。｣と記述され、(新法 47 条以下)が 2002 年
改正区分所有法 47 条を指すとすれば間違いであり、1983 年改正区分所有法 47 条を指すとす
れば、他の部分の記述で使われている(新法・・・条)は、一体どちらの条文を指すのか混乱をきた
します。

区分所有者は一人でも良い

2014/01/28 一部修正

――区分所有法とマンション管理適正化法の定義の相違--マンション管理適正化法の第 2 条一号で、マンションの定義で、「二以上の区分所有者（「区分所
有法」第 2 条第 2 項 に規定する区分所有者をいう。以下同じ。）が存する建物・・・」とされていますが、こ

れは、「マンション」においては「二以上の区分所有者｣の存在が前提となっていることを示してい
るのであり、区分所有法の「区分所有者の定義」では、区分所有権を有する者をいい(法第 2 条 2
項)、「自然人に限らず、法人であってもよく、また、権利能力なき社団であってもよい。一棟の建

物に最低一人いれば足り、複数である事を要しない(｢注解不動産法 5｣p．25)」。とされています。
すなわち、区分所有法第 3 条の団体については、「二以上の区分所有者｣の存在が前提とな
りますが、区分所有法上の建物(分譲マンションを含む)については、二つ以上に区分されていればよ
いのであって、区分所有者(住戸所有者)は一人でも良いことになります。
とかく法第 3 条の団体の成立と勘違いしやすいですが、販売前の段階で、デベロッパー1 社で
1 棟の分譲建物を全所有することは許さ;ているのですから、当然のことかもしれません。(参照：
「実践 区分所有法 など」p．277or p．274 「区分所有法で管理者の選任が強制されていない理由」)

「・・・・法律または規約の別段の定めがない限り・・・」の意味
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――区分所有法を正確に理解するために、条文の違いを読み取ろう--区分所有法の条文を読んでいると「・・・・法律または規約の別段の定めがない限り・・・」と
「・・・・規約の別段の定めがない限り・・・」との二つの表現が使われています。
たとえば法第 39 条では「集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所
有者及び議決権の各過半数で決する。」とされ、法第 38 条では「各区分所有者の議決権は、規
約に別段の定めがない限り、第 14 条に定める割合による。」とされています。
この二つの条文の違いは、第 39 条では、「この法律・・・別段の定め」との文言があり、第 38
条にはない文言です。この意味を理解することは、区分所有法を解釈する上で、重要なポイント
となります。
第 39 条での「この法律・・・別段の定め」とは、「この区分所有法・・・特別の定め」という意味に
なり、集会の議事で特別に法定されているのは、特別決議事項での決議定数の区分所有者の
頭数 4 分の 3 と議決権の 4 分の 3 の数値(建替え決議での 5 分の 4 や 70 条での 3 分の 2)だけで、規
約での別段の定は許されていません。
しかし、普通決議事項については、法で一定の数値が定められている他に規約で別段の定め
が許されています。
したがって、法第 39 条の真の理解のためには、まずは、区分所有法の特別の定めがあるか
どうかを確認し、区分所有法の特別の定めがある場にはその区分所有法の定めが規約の定め
に優先して適用され、次に区分所有法の特別の定めがなくても、規約での別段(特別の)の定めが
あれば、その規約を適用してもよい。そして、どちらにも別段(特別の)の定めがない場合は、法で
定めた原則どおりの「第 14 条に定める割合による。」ということになります。
法第 38 条では、「規約に別段の定めがない限り」とされ、「この法律・・・別段の定め」との文言
はありません。
したがって、「この法律・・・別段の定め」には関係なく、規約での別段の定めがあれば、その規
約を適用してもよい。しかし、規約での別段の定めがなければ、法の原則どおりの「第 14 条に定
める割合による。」ということになります。
第 39 条での「この法律・・・別段の定め」についていえば、法改正の歴史的な背景があり、普通
決議については、決議方法についても、2002 年改正区分所有法(1983 年改正区分所有法)第 18 条
の「共用部分の管理に関する事項は・・・・集会の決議で決する。」とされ、1962 年区分所有法第
13 条「・・・・持分の過半数で決する」に代わる新たな文言として「・・・集会の決議で決する。」とさ
れています。特別決議についても原則として全て集会での決議が義務付けられています。
特に集会の議事については、2002 年改正区分所有法(1983 年改正区分所有法)第 39 条 1 項の「集
会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数
で決する。」とされ、1962 年の条文にこの法律又はが新たな文言として挿入されていることに、条
文に新たな役割が要求されていることを理解する必要があると考えます。
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(参照：「実践 区分所有法 など」p．480 or p．473 「法第 38 条は議決権の割合についてであり、法第 39 条は、
決議のための定数としての議決権についてです。」)

不動産登記法関連(区分建物)
不動産登記法での「区分建物｣は区分所有法の「専有(住戸)部分」のことです
不動産登記法第 2 条二十二号： 区分建物 一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住
居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができる
ものであって、建物の区分所有等に関する法律（昭和三十七年法律第六十九
号。以下「区分所有法」という。）第 2 条第 3 項に規定する専有部分であるもの
（区分所有法第 4 条第 2 項の規定により共用部分とされたものを含む。）をいう。

とされており、「区分建物｣は区分所有法の「専有(住戸)部分」であるとされています。
しかし、不動産登記法関連の書籍の多くでは、区分所有法の対象となる区分建物(専有部分)の
集合体としての一棟の建物を「区分建物」と表現しています。
すなわち、不動産登記法関連の書籍は、区分建物(専有部分)と一棟の建物を「区分建物」と表
現することとが、一緒くたにされ、両方を「区分建物」と表現されています。
不動産登記法関連の書籍は、「区分建物」との用語が、「専有(住戸)部分」を示しているのか、
「一棟の建物」を示しているのか、その区別を絶えず認識しながら読み進めていく必要がありま
す。
(参照：「実践 区分所有法 など 」p．26 ｢区分所有権 《住戸所有権》 の目的たる建物＝区分所有建物《分譲建
物》」)

何か変な「区分建物とは?」の説明
---専有部分を区分建物と表現するとともに、区分所有建物とも表現する混乱--「マンションのように、一棟全体を、構造上、利用上、独立した数戸に区分した建物のことを、
区分建物といいます。そして区分された各戸を専有部分といいます」(楽学司法書士不動産登記法
p.134)

「区分した建物」と「専有部分」を別のものとしているが如き説明に何か変な感じがしませんか。
説明では、「マンションのように、一棟全体を数戸に区分してある建物のことを、区分建物とい
います。そして区分された各戸を専有部分といいます」として、「区分した建物」とは、一棟の建物
全体をさし、「各戸の専有部分で構成された建物」のものの如く読めます。
しかし、不動産登記法の定義では、「区分建物」という用語は、「一棟全体を、構造上、利用
上、独立した数戸に区分されて」はいますが、説明のような｢一棟の建物そのもの｣ではなく、「一
棟の建物の部分」で「独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供するこ
とができる部分」です。
しかも、不動産登記法上では、「区分した建物」と「各戸の専有部分」は同一のものであり、「各
戸の専有部分」を戸建住宅一般を「建物」と表記する習慣にならって、「区分した建物」である事
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を前提として、「区分建物」と定義付けているのではないでしょうか。
それゆえに、区分所有建物の表題部は、【表題部(一棟の建物の表示)】と【表題部(専有部分
の建物の表示)】といったように、「建物」といった表現が両方に取り入れられているのだと考えま
す。
不動産登記法 1 条二十二号では、「区分建物 一棟の建物の構造上区分された部分で独立し
て住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建
物の区分所有等に関する法律（昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。）第 2 条第 3
項に規定する専有部分であるもの（区分所有法第 4 条第 2 項の規定により共用部分とされたものを含む。）
をいう。」と定義されたものです。
あるいは、分譲マンションのような一棟の建物が区分され、その区分された部分が登記法上
の一般建物の概念と重複するために、一棟の建物内に「区分された建物」があるといった特殊性
のためか、この「区分建物」の定義についての認識に混乱が生じているようにも思えます。
そして、書籍によっては、分譲建物のような一棟の建物についてこそ、区分所有建物(被災マン
ション法で初めての定義)と表現すべきなのに、専有部分を区分建物と表現するとともに、区分所有

建物とも表現する混乱が生じているようにも思えます。

「区分建物」という用語について

---インターネットの表記方法より---

「区分所有建物」という用語は、法律用語としては、被災区分所有建物の再建等に関する特
別措置法第 2 条で初めて使用されている用語であり、区分所有法で言う分譲マンション等の一
棟の建物そのものを指しています。
したがって、登記法についてのインターネット解説や参考書などで、登記法上の用語である
「区分建物」を「区分所有建物」と表記している場合がありますが、強い疑問を持っています。
このような使われ方をする原因は、不動産登記法の用語の使い方の不正確さにもあるように
思われます。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第 2 条 大規模な火災、震災その他の災害
で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律（昭和三十七年法律第六十九号。以下
「区分所有法」という。）第 2 条第 3 項に規定する専有部分が属する一棟の建物（以下「区分所有建物」
という。）の全部が滅失した場合（その災害により区分所有建物の一部が滅失した場合《区分所有法第 61 条
第 1 項 本文に規定する場合を除く。以下同じ。》において、・・・・）・・・・

あなたの街の登記測量相談センター・・・インターネット
区分建物（くぶんたてもの）とは、一棟の建物の一部を独立して所有することができる建物のこと
で、区分所有建物と呼ぶこともあります。
※区分建物=専有部分=区分所有建物
※専有部分=区分所有建物としている典型例です。

不動産用語集 by㈱不動産流通研究所・・・インターネット
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一棟の建物のうち、構造上区分されている部分であって、独立して住居等の用途に使用でき
るものをいう（不動産登記法第 2 条第 22 号）。具体的には、分譲マンションの各住戸が「区分建物」で
ある。
※ 区分建物=専有部分
※ 一応、不動産登記法の区分建物の定義どおりです。

武田土地家屋調査士事務所・・・インターネット
区分建物とは正式には『区分所有建物』といいます。そして区分建物表題登記とは区分建物
（マンション）を建てて一番最初にしなければならない登記です。このあたりは建物表題登記と全く

同じ考え方になります。
※ 区分建物=『区分所有建物』=区分建物（マンション）
※ 区分建物表題登記には二種類あることを知っているのかと考えます。当方の価値観からいえば、区分所有建
物(一棟の建物)の表題登記と区分建物(専有部分)の表題登記です。
司法書士･土地家屋調査士安西総合事務所・・・インターネット

「区分建物」とは、一棟の建物の一部分を構成するもので、構造上の独立性（壁、床などによって
区分けされているもの）と、利用上の独立性（当該部分のみで独立した用途性が認められること）を有し、独

立して所有権等の目的となるものをいいます（建物の区分所有等に関する法律第 1 条）。わかりやすい
事例では、マンションの各部屋（専有部分）があります。不動産登記において、マンションの専有部
分は、一個の独立した建物（区分建物）として登記することが一般的です
※ 区分建物=一棟の建物の一部分を構成=マンションの各部屋（専有部分）=一個の独立した建物（区分建物）
※ 一応、不動産登記法の区分建物の定義どおりです。

○「区分所有建物」，「敷地権」とは，どのようなものですか？・・・インターネット
「区分所有建物」とは，マンションやビルのように，一棟の建物が二つ以上の部屋に区切られ
て，その部屋が別々の所有権の対象となっている建物各部屋のことをいいます。
すなわち，マンションの各部屋が，それ一個の「区分所有建物」であり，各部屋の入居者は，自
己名義で所有権の登記をすることができます。
※ 建物各部屋=マンションの各部屋=「区分所有建物」
※ 「区分所有建物」=「区分建物」=建物各部屋しているために、一応、不動産登記法の区分建物の定義どおりの
説明です。

マイホーム成功ナビ！・・・インターネット
■区分建物とは
マンションなどの建物を区分建物と言います。
「簡単建築用語集」のページでも書いていますが、建物であるマンションは民法が適用されてし
かるべきなのですが、「区分所有法」が民法に優先して適用されます。
※区分建物=マンションなどの建物=建物であるマンション
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※まるで、区分建物=一棟の建物=マンションといった認識に思えるような説明です。あるいは、専有部分のことを
「マンション」と表現しているのでしょうか。

ファミリア・・・インターネット
区分建物表題登記とは区分建物（マンション・アパート）を建てた時にしなければならない登記で、
区分建物についての物理的状況（所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名）を明らかにする
登記です。 この区分建物の所有者または所有権の名義人は完成してから 1 ヶ月以内に申請し
なければなりません。
区分建物表題登記はまず法務局で登記簿・公図・地積測量図・建物図面を調査し、建物の底
地はどういう状況なのか、また同じ敷地内に登記されている建物があるかなどを調査します。
※ 区分建物=区分建物（マンション・アパート）
※ 完全な混乱状態です。ここで示されている「区分建物表題登記とは」「1 ヶ月以内に申請」との表現されている
ように、一棟の建物の表題部をさしています。専有部分(区分建物)の表題部については何も書かれていませ
ん。
あるいは、この説明文で両方の表題登記のことを説明していることになるのでしょうか。そうなると、説明がます
ます混乱してきます。

住宅サーチ 住まいのＱ＆Ａ・・・インターネット
マンションは区分所有建物の代表的なものであり、「専有部分」「共有部分」と「敷地利用権」から
構成されています。区分所有建物とは、１棟の建物内に、構造上区分され、独立した数戸の住戸
や店舗、事務所など、建物としての用途に供することができるものがあり、かつ２人以上の区分
所有者のいる建物のことを指します（建物の区分所有等に関する法律第１条）。
※ マンション=区分所有建物= １棟の建物内に、構造上区分され、独立した数戸の住戸や店舗、事務所など、
建物としての用途に供することができるものがあり(専有部分?)、かつ２人以上の区分所有者のいる建物(一棟の
建物?)。
※ まさに混乱状態の説明です。「区分所有建物」とは「専有部分」のことですか、「一棟の建物」のことですか。説
明では、両者を指しているようです。

佐藤土地家屋調査士事務所・・・インターネット
区分建物区分登記 とは 表題登記が行われている区分建物を、数個の建物に区分する場合に
行います。区分する場合には区分する部分が構造上及び利用上の独立性を備えている必要が
あります。内部に隔壁を設けてする場合と、元々独立性のある複数の建物を１つの区分建物とし
て登記していた時等が考えられます。
※ 区分建物=内部に隔壁を設けてする場合=元々独立性のある複数の建物
※ 一応は、不動産登記法の区分建物の定義どおりの説明です。

どちらを定義しているかを独自に判断することを要求されている不動産登記法の
「区分建物」の定義
52

――「マンション登記法 第４版」を例題として--不動産登記法の定義では、「区分建物」とは｢区分所有法でいう専有部分であるもの（区分所有
法第 4 条第 2 項 の規定により共用部分とされたものを含む。）｣とされているために、「区分建物」とは｢区

分所有法でいう専有(住戸) 部分である｣ことを前提として不動産登記法や関係書物を読んでいく
と、理解ができない場面にぶつかります
なぜなら、不動産登記法および参考書類では、｢区分建物｣という用語は、専有(住戸)部分に限
定されずに、専有(住戸)部分と共用部分を合わせた、分譲建物全体(区分所有建物)を表す用語とし
ても使われており、さらには、専有(住戸)部分と区分所有建物の両者を表す用語としても使われて
います。
そして、専有(住戸)部分の定義と分譲建物全体(区分所有建物)を現す定義との明確な区別もな
く、これらは渾然として使われており、読み手の独自の判断で、｢区分建物｣という用語が、専有
(住戸)部分の定義か分譲建物全体(区分所有建物)を現す定義かさらには、その両者を表すのかを

読み分けることを要求されています。
インターネットで調べる限りでは、「『区分建物』とは正式には『区分所有建物』という。」との認
識もあるようですが、不動産登記法や書籍での実態は、｢区分建物｣という用語が、『区分所有建
物』に限定して使われていないことを示しています。
不動産登記法での実例の一部ですが最後に記述しておきました。参考書のターゲットとしたの
は、「マンション登記法 第４版」です。
区分建物・・・ 一棟の建物のうち、構造上区分されている部分であって、独立して住居等の用途
に使用できるものをいう（不動産登記法第 2 条第 22 号）。
不動産登記法第 2 条第 22 号 一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住
居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供す
ることができるものであって、建物の区分所有等に関する法
律（昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。）第 2
条第 3 項に規定する専有部分であるもの（区分所有法第 4 条
第 2 項 の規定により共用部分とされたものを含む。）をいう。

区分所有法第 2 条第 3 項 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の
目的たる建物の部分をいう。
区分所有法第第 4 条第 1 項 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他
構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に
供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的と
ならないものとする。
区分所有法第第 4 条第 2 項 第 1 条に規定する建物の部分及び附属の建物
は、規約により共用部分とすることができる。
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この場合には、その旨の登記をしなければ、これ
をもつて第三者に対抗することができない
※ 不動産登記法で定義されている「区分建物｣は、区分所有法でいう「専有(住戸)部分」であり、
共用部分については、規約共用部分(法第 4 条第 2 項)までは含むとはされていますが、実質的
な共用部分の定義である法第 4 条第 1 項が含まれていません。
そして、法第 2 条 3 項「この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の
部分をいう。」とされ、法第 2 条 4 項「この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物
の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第 4 条第 2 項の規定により共用部分とされた
附属の建物をいう。」とされており、不動産登記法での「区分建物｣には、区分所有建物の全体
の一部である「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又
はその一部の共用に供されるべき建物の部分」(法第 4 条第 1 項)は含まれないことになります。
Ⅰ． ｢区分建物｣が専有(住戸)部分の定義と分譲建物全体を表す定義が渾然と使われている一
例(「マンション登記法 第４版」p．92 より)
① 「一団の土地である数筆の土地のそれぞれの上に数棟の区分建物(「区分所有建物」・・・中野)を
新築し、分譲する場合に、各棟の区分建物(「専有(住戸)部分」・・・中野)の取得者が全筆の土地を共
有することになるように分譲しょうとするとき。」(「マンション登記法 第４版」p．87 より)
※ それぞれ括弧( )内の用語が使われるべきだと考えます。すなわち、数棟の区分建物を新築
の区分建物は、数棟の専有(住戸)部分と共用部分で一体化した建物全体を表している表現であ
り、本来は、数棟の区分所有建物と表現されるべきだと考えます。また、各棟の区分建物の取
得者の区分建物は、各棟の専有(住戸)部分の取得者に限定した表現です。これが、本来の不動
産登記法の定義に沿った表現だと考えます。
② A 所有の土地に区分建物(「専有(住戸)部分」・・・中野)10 個の一棟の建物(「区分所有建物」?・・・中野)
を新築し、分譲する場合、原始取得者 A は、各区分建物(「専有(住戸)部分」・・・中野)の表題登記を申
請(一括申請)する。このとき、A が分離処分可能規約を設定しない限り、各区分建物(「専有(住戸)部
分」・・・中野)の敷地利用権(所有権の共有持分)は、当然に敷地権となる。A の所有権が既登記であれ

ば、区分建物(「区分所有建物」?・・・中野)が新築された時に敷地権が成立し、新築後に A が所有権の
取得登記をすれば、その登記のときに敷地権が成立する。(「マンション登記法 第４版」p．117 より)
※ それぞれ括弧( )内の用語が使われるべきだと考えます。さらには、「区分所有建物｣と統一
的に表現されるべきものが、「一棟の建物を新築」とされたり、「区分建物が新築された時」とさ
れています。
Ⅱ．｢区分建物｣が専有(住戸)部分の定義として使われている一例
①「なお、敷地権は区分建物(「専有(住戸)部分」・・・中野)と一体となっているから、区分建物(「専有(住
戸)部分」・・・中野)が規約共用部分とされたときは、その敷地権は敷地権でなくなるが、その区分建

物(「専有(住戸)部分」・・・中野)について共用部分である旨の登記をしたときは、職権で敷地権の登記
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を抹消すべきか。」(「マンション登記法 第４版」p．92 より)
※ ここで使われている「区分建物」とは、全て、専有(住戸)部分です。すなわち、「敷地権は専有
(住戸)部分と一体」であり、「専有(住戸) 部分が規約共用部分とされたとき」であり、「専有(住戸)部

分について共用部分である旨」と読み替えることができます。
② 区分建物(「専有(住戸)部分」・・・中野)の属する一棟の建物(「区分所有建物」?・・・中野)は、増築により
新たな区分建物 (「専有 (住戸) 部分」 ・・・中野 ) を生じ、一部の取り壊しにより区分建物 (「専有 (住戸) 部
分」・・・中野)が滅失し、あるいは一棟の建物(「区分所有建物」?・・・中野)を取り壊して建替える場合があ

る。一棟の建物 (「区分所有建物」? ・・・中野 ) の敷地内には隣地に新たに一棟の建物 (「区分所有建
物」?・・・中野)を建築し、区分建物(「専有(住戸) 部分」・・・中野)が増加することもある。(「マンション登記法
第４版」p．117 より)

※区分建物という用語は、全て、専有(住戸)部分として読まないと理解できないでしょう。なお、こ
の場合の「一棟の建物｣とは、「一棟の区分所有建物」を表していると判断しています。
Ⅲ．不動産登記法での実例
不動産登記法でも、｢区分建物である建物｣あるいは、「区分建物が属する一棟の建物｣とい
った表現で区分所有建物を表現している一方、｢区分所有建物｣を「区分建物｣と表現したり、
「専有部分」を「区分建物」と表現している場合もあり、まさに、この三種類の表現方法が、不動
産登記法第 2 条第 22 号の「区分建物の定義」を無視した如くに使われています。
イ．不動産登記法における区分所有建物の表記方法の例
①区分建物である建物・・・(法第 44 条一号・法第 47 条 2 項)
※専有部分を「建物』の一種であるとして「区分建物」と表現しているようです。
②区分建物である附属建物・・・(法第 44 条五号)
※「区分建物」は、専有部分と同一の意味で使用されています。
⑥附属建物(区分建物(専有部分)である場合)が属する一棟の建物・・・(法第 44 条八号)
※「一棟の建物〕は、マンションをさします。すなわち、区分所有建物です。
③区分建物(専有部分)が属する一棟の建物・・・(法第 48 条 1 項)
※専有部分で構成されている区分所有建物との意味と理解できます。
④区分建物(専有部分)が属することとなった一棟の建物・・・(法第 48 条 1 項)
※専有部分で構成されている区分所有建物との意味と理解できます。
⑤新築された一棟の建物・・・(法第 48 条 1 項)
※区分所有建物を指していると考えます。
ロ．不動産登記法における｢区分所有建物｣を「区分建物｣としている例
① 登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物(「区分所有建物」・・・中野)に関する敷地権
について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録
について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨
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の登記をしなければならない。(法第 46 条)
② 表題登記がある建物（区分建物を除く。）に接続して区分建物(「区分所有建物」・・・中野)が新
築された場合における当該区分建物(「区分所有建物」・・・中野)についての表題登記の申請
は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなけれ
ばならない。(法第 48 条 3 項)
③ 前項の場合において、当該区分建物(「区分所有建物」・・・中野)の所有者は、当該表題登記
がある建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その
他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記
を申請することができる。(法第 48 条 4 項)
※ 区分所有建物の登記簿には表題部は 2 種類あります。①一連の建物の表題部と②専
有部分の建物の表題部です。そして、敷地権がある場合にその存在は、両方の表題部に
表現されます。したがって、一棟の建物の表題部にも専有部分の表題部にも敷地権につい
て最初に登記することになります。
ハ．不動産登記法における「専有部分」を「区分建物」としている例
①建物又は附属建物が区分建物(「専有(住戸)部分」・・・中野)である場合であって、当該建物又
は附属建物(区分建物(専有部分)である場合)が属する一棟の建物(「区分所有建物」・・・中野)の名
称があるときは、その名称。(法第 44 条八号)
② 建物又は附属建物が区分建物(「専有(住戸)部分」・・・中野)である場合において、当該区分
建物(「専有(住戸)部分」・・・中野)について区分所有法第 2 条第 6 項に規定する敷地利用権（登
記されたものに限る。）であって、区分所有法第 22 条第 1 項本文（同条 第三項において準用する
場合を含む。）の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができな

いもの（以下「敷地権」という。）があるときは、その敷地権(法第 44 条九号)
ニ．不動産登記法において、同一条文内で「専有部分」と｢区分所有建物｣を「区分建物」としてい
る例
① 区分建物(「専有(住戸)部分」・・・中野)が属する一棟の建物(「区分所有建物」・・・中野)が新築され
た場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物(「区分所有建物」・「専有(住戸)部分」・・・
中野)が新築されて一棟の建物(「区分所有建物」・・・中野)となった場合における当該区分建物

(「区分所有建物」・・・中野)についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物(「区分
所有建物」・・・中野)又は当該区分建物(「専有(住戸)部分」・・・中野)が属することとなった一棟の建

物(「区分所有建物」・・・中野)に属する他の区分建物(「専有(住戸)部分」・・・中野)についての表題登
記の申請と併せてしなければならない。(法第 48 条 1 項)

区分所有意思の外部化・客観化の重要な指標としての建物区分登記申請行為
不動産登記法 44 条（建物の表示に関する登記の登記事項）： 建物の表示に関する登記の登記事項
は、第 27 条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
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一 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番（区分建物である建物に
あっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地
番）

二 家屋番号
三 建物の種類、構造及び床面積
四 建物の名称があるときは、その名称
五 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地
番（区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、
区、郡、町、村、字及び土地の地番）並びに種類、構造及び床面積

六 建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨
七 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属す
る一棟の建物の構造及び床面積
八 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物
が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について
区分所有法第 2 条第 6 項に規定する敷地利用権（登記されたものに限る。）であっ
て、区分所有法第 22 条第 1 項本文（同条第 3 項において準用する場合を含む。）の規
定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの
（以下「敷地権」という。）があるときは、その敷地権

不動産登記法 48 条（区分建物についての建物の表題登記の申請方法）1 項： 区分建物が属する一棟
の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築さ
れて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請
は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の
建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければなら
ない。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．25 「区分所有《住戸所有》関係はいつ生じるのでしょうか」)

区分所有権の目的物となる建物の部分の用途
不動産登記規則 113 条（建物の種類）： 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄
宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に
区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるもの
とする。
2 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を
定めるものとする。
不動産登記事務取扱手続準則第 80 条（家屋番号の定め方）： 規則第 113 条第 1 項に規定する建
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物の種類の区分に該当しない建物の種類は，その用途により、次のように区分して
定めるものとし、なお、これにより難い場合には、建物の用途により適当に定めるも
のとする。
校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊
技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物
置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所
2 建物の主たる用途が 2 以上の場合には，その種類を例えば「居宅・店舗」と表示
するものとする。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．23 「区分所有法とは何を対象とした法律なのでしょうか」)

専有(住戸)部分の全部について同時に表題登記申請の義務付けのメリット
不動産登記法 48 条では、一棟の建物を区分した建物(専有部分)についての表題登記の申請
義務は、通常は、建物の所有権を原始的に取得した者、すなわち、建物を新築したものが負い
ます。(注:旧法では「表示登記」とされていましたが、法改正により「表題登記」と改められました。)
この区分建物 (専有部分) の表題登記ですが、これはまとめて一括して申請しないといけませ
ん。「区分建物(専有部分)が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物(専有部
分)についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併

せてしなければならない。」ということになります。要するに、建物を建てた分譲業者は、建物全
体の表題部と、各専有(住戸)部分の表題部すべてについて、最初に一度に申請しないといけない
という意味です。
不動産登記法第 48 条(区分建物《専有部分》についての建物の表題登記の申請方法）
区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続
して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物(専有部
分)についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物
(専有部分)が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題
登記の申請と併せてしなければならない。

この申請手続きが分譲マンション販売者に義務付けられたことによる購入者のメリットは、ど
の住戸が専有(住戸)部分となっているかの確認が出来ることです。
すなわち、管理人室等が専有部分(区分建物・・・登記法の用語)となっているのかどうかが事前に確
認でき、管理人室が共用部分であるかどうかの争い等を事前に防げる可能性があることだと考
えます。
※不動産登記法における「区分建物」という用語については、「実践 区分所有法 など」p．27 を参照のこと。

マンション管理事務所が専有(住戸)部分か共用部分かの確認方法
現在の分譲マンションは販売時には登記されています。その際、分譲マンションの表題登記
は、分譲マンション全体とともに、マンションを構成する全ての各専有(住戸)部分も表題登記しなく
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てはなりません(不動産登記法第 48 条)。
このことは、管理事務所などが専有(住戸)部分扱いをされていると表題登記されていることを示
しています。
したがって、1983 年の区分所有法改正以前にあった、管理事務所が共用部分か専有(住戸)部
分かのトラブルに対しては、一応事前に確認できる状況にはなっているようです。
ただし、マンションの青田売りについては、宅建業法により広告の開始時期の制限(同法 33 条)、
工事完了時における形状・構造等の書面による説明(同法 35 条 1 項 5 号)、契約締結等の時期の制
限(同法 36 条)、手付金等の保全(同法 41 条)の規制を受けてはいても、青田売りの際には、登記もさ
れていないでしょうから、管理事務所などが専有(住戸)部分扱いをされているかどうかの判断は、
説明を受けない限り、あるいは、入居直前(建物完成による登記手続き完了時)にならないとできないと
確認できないと考えます。
したがって、ある専門書で、不動産登記法が改正されたことにより、マンション管理事務所が
専有(住戸)部分か共用部分かトラブルがなくなったが如き記述が見られるときがありますが、それ
らは、表題登記かなされたマンションでのことであり、青田買いが前提のマンション購入の際に
は、相変わらずの注意点である事に変わりはないようです。

専有(住戸)部分の面積計算方法に、二種類あることの理由説明に異議あり
「マンション登記法 第４版」五十嵐徹 著 日本加除出版株式会社 p.70 において、1:6:5:2 ｢敷
地利用権の割合(持分)の算定方法」と題して、以下のような記述があります。
「58 年法(１９８３年改正法・・・中野)は、専有部分及び一部共用部分の床面積は、これに合わせて、
壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。すなわち内側計算によること
とした(法１４条３項)。」とされ、その理由として、｢登記事務上の扱いは、従来から、区分建物(区分所
有建物・・・中野)の専有部分(住戸部分・・・中野)に関して、内側計算によることとしていた｣とされていま

す。
そのうえで、法律(不動産登記法)上では戸建建物の床面積計算を壁芯計算としながら、区分建
物(区分所有建物・・・中野)の専有部分(住戸部分・・・中野)の計算方法では、壁その他の区画の内側線
で囲まれた部分の水平投影面積によるといった異なる 2 種類の計算方法が採用されており、さら
には、同一の区分所有建物の面積表題登記でありながら、区分所有建物全体と専有部分(住戸
部分・・・中野)で異なる２種類の計算方法が採用されていることを棚に揚げて、｢分譲業者は、床面

積を大きく見せようとするため壁芯計算によって表示しており｣として、床面積の計算方法に二種
類表示の実態があることの責任を全て分譲業者に押し付けて、「これは、購入者にとっては、迷
惑以外の何ものでもない。｣とされていることに、著者が不動産登記法の専門家だけに、強い違
和感を感じます。
不動産登記法では、表題登記の際の建築面積の表示数値として、一戸建て住宅や賃貸マン
ションのような一棟の建物全てを所有する場合と、マンションのように一棟の建物を区分して所
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有する場合では、その計算方法が違います。以下便宜的に、前者を「通常建物」、後者を「区分
所有建物」と表現することにします。
不動産登記法での表題登記の際の通常建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれ
た部分で計算する(壁芯計算)ことになっていますが、建物の構造によって、区画の中心線に違い
があります。
例えば、木造の場合は、壁の厚さにかかわらず柱の中心線で計算しますが、鉄筋コンクリート
造や鉄骨造りでは、壁の中心線だったり、鉄骨柱の外面だったりと、一様ではないようです。
それに対して、一棟の区分所有建物では、登記簿の表題登記には、二種類の計算方法が採用
されているのです。
一棟の建物の表題登記では、一棟の建物全体の各階の総床面積も記載されていますが、この
場合は、通常建物と同じ方法で計算されます。すなわち、壁その他の区画の中心線で囲まれた
部分で計算する(壁芯計算)ことになっています(一棟の建物全体の表題部の表記)。
そして、区分建物(専有部分）の表題登記の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部
分で計算することになっています(専有(住戸)部分の表題部の表記)。
一棟の区分所有建物で、このような二種類の計算方法があるのは、区分所有建物の特徴であ
る共用部分の存在を間接的にも表現しているためだと考えられます。
すなわち、一棟の建物の表題部には、一棟の建物全体の各階の壁その他の区画の中心線で
囲まれた部分で計算する(壁芯計算)床面積の合計が表示されますが、その値から、壁その他の
区画の内側線で囲まれた部分で計算する区分建物(専有(住戸)部分）の床面積の総合計を引き算
した残りの面積が、実質的な共用部分の数値の近似値(通り芯から外側の壁部分の共用部分面積が除
かれています)となるのです。

したがって、分譲業者だけが専有(住戸)部分の｢床面積を大きく見せようとするため壁芯計算に
よって表示して｣いるといった認識では、一棟の区分所有建物の各階の床面積において「壁その
他の区画の中心線で囲まれた部分で計算する(壁芯計算)」方法も採用されていることを正当に認
識されていないことに、著者が不動産登記法の専門家だけに、強い違和感を感じるのです。
むしろ、「壁その他の区画の内側線で囲まれた部分で計算」の方法は、区画が全く変更のない
ような状態でしか採用できず、建物の床面積を、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分で計
算する(壁芯計算)方法は、建築設計や施工の常識的な計算方法であり、建築確認の際の面積計
算でも採用されている方法です。
したがって、壁芯計算の採用が、分譲業者だけの責任が如き表現は、あまりにも専門家として
の認識不足だと考えます。
むしろ、専有(住戸)部分の床面積計算方法については、登記実務以外では、規約で、自由な面
積計算方法が許されており、多くの場面で、実体にあつた計算方法として「壁その他の区画の中
心線で囲まれた部分で計算する(壁芯計算)方法」が採用されていると考えます。(参照：「実践 区分
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所有法 など」p．104 p．103「法定共用部分は間接的には登記されています」)

専有(住戸)部分を購入した時の所有権保存登記の方法
専有(住戸)部分の表題部に所有者として記載された者から当該専有(住戸)部分の所有権を取得
した者は、当該専有(住戸)部分について直接所有権保存の登記を申請できます。
すなわち、専有(住戸)部分の表題部に所有者として記載されている者の証明書によって、その
者から当該専有(住戸)部分の所有権を取得したことを証する者も直接所有権保存の登記を申請
できます(不動産登記法第 74 条 2 項)。
この手続きは、専有(住戸)部分を分譲業者から直接譲り受けた者が所有権登記を受ける場合
も同様です。
すなわち、専有(住戸)部分を分譲業者から直接譲り受けた者は、分譲業者から自己あてに所有
権を譲り受けた者であることについて、売主たる分譲業者の証明書を添付すれば、自己名義で、
直接所有権保存の登記を申請することができます。
これは、不動産登記法の特則であり、専有(住戸)部分を分譲業者から直接譲り受けた者につい
てのみ認められたものであり、一般の土地または普通建物等の所有権保存の登記については
認められていません。

分譲建物(マンションを含む)については、マンション販売会社から購入した者も、直接
所有権の保存登記ができる
一般の建物についての保存登記ができるのは、一般には、表題部の登記をした表題部所有
者でありその相続人等です(不動産登記法第７４条１項)。すなわち、一般の建売住宅の場合、販売会
社は、買い手がつくまで表題登記を保留しておき購入者が現れてから、購入者名義で表題登記
をするようです。
この不動産登記法の規定のままだと、分譲建物(マンションを含む)にあっては、建て主(デベロッ
パー)が分譲建物(マンションを含む)全部の表題部の登記と各専有部分全部（１００戸あればその全部）

の表題登記も同時にしなくてはならないために、専有部分の購入者が保存登記するには、表題
部の登記者である建て主(デベロッパー)からの移転登記といった手続きを経なくてはならなくなりま
す。
こうなると一般の住宅の保存登記手続きと比べると、建て主 (デベロッパー) の手間も大変です
が、移転登記の税率４/1000 も負担しなくてはならなくなります。この不公平さを解消するために
分譲建物(マンションを含む)にかぎり、「表題部者から所有権を購入した者も直接保存登記ができ
る(不動産登記法第７４条１項)とされています。
なお、この登記申請の場合には、表題部所有者から所有権を取得したことを証する情報とし
て、ベロッパーからの「所有権譲渡証明書」を添付する必要があります。

更正登記と変更登記の違い
※登記に記載の漏れや間違いがあった場合に、内容を訂正するために行う登記が更正登記で
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す。
たとえば、登記簿の土地面積と実際に測量した面積が異なっていた場合は「土地地積更正登
記」になります。
一方、登記簿の表題部に記載されている土地や建物の表示事項に変更があった場合に行う
登記が変更登記です。
たとえば、土地の地目に変更があった場合は「土地地目変更登記」、建物を増改築するなどし
て、構造・規模や使用目的など物理的な状況が変わった場合は「建物表示変更登記」となりま
す。
※ 登記についてではありませんが、クルマの車検証については、車検証の記載が間違ってい
た場合、「更正登録」します。たとえば、所有者の名前や住所の漢字が間違っていたとき、訂正し
てもらうものです。そして、車検証の内容を変える（所有者の住所やクルマの置き場などが変わった）とい
うときは「変更登録」をします。（ちなみに名義変更のときは「移転登録」です）
登記においても、同様のことだと思うのですが

結構高額な、規約敷地にした場合の登記費用
規約敷地にした場合の登記費用は、一筆当たり、４～5 万円+区分所有者数×1 万数千円で
す。
なお、法人または個人で所有権の登記を得た場合は固定資産税評価額の 1,000 分の 10 か登
録免許税額ですから、区分所有者数の多いマンションでは、規約敷地にするほうが、法人または
個人で所有権の登記を得た場合より高額になります。

現行法での、「分筆手続きは全員の合意」が必要なことへの批判論文の紹介
「実践 区分所有法 など」p．43「規約で分離(分筆)処分が認められても、分筆の申請は、共有
者全員によることが必要です」のなかで、「何か区分所有法と不動産登記法との調整が取りきれ
ていない部分なのかもしれません。｣と述べましたが、同様の批判が「JuristNO．1225 2002・6・15
号」の折田泰宏氏の論文 p．14 で、住宅品質確保法で認められた売買契約に基づく瑕疵補修請
求についても管理者に当事者適格を認めるべきだとの主張とともに指摘されていました。
｢分筆手続きに必要な境界確認について、法務局は共有土地については共有者全員の同意
(しかも印鑑証明の添付、実印による押印が必要とされる)を要求しており、また、境界確認訴訟についても

共有者全員が原告あるいは被告になることが要求されている。
そのためきわめて煩雑な手続きが必要であり事実上手続きを進めることが不可能な場合もあ
る。したがって、限定するとしても、少なくとも、瑕疵補修請求、敷地の境界確認の事項を法 26 条
4 項に追加すべきであった。｣
なお、法 26 条は「管理者の権限」の規定ですが、分筆手続が集会(総会)での多数決で実行でき
る法律的な手だてを設けることの主張かと思われます。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．43 「規約で分離《分筆》処分が認められても、分筆の申請は、共有者全員に
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よることが必要です」)

旧法の「不動産登記法施行細則第 39 条」の規定
――現在は不動産登記規則第 46 条に規定されています。---「不動産登記法施行細則第 39 条 申請書カ数葉ニ渉ルトキハ申請人ハ毎葉ノ綴目ニ契印ス
ヘシ但登記権利者又ハ登記義務者カ多数ナルトキハ其一人ノ契印ヲ以テ足ル」は、廃止され、
契り印の規定は、不動産登記規則第 46 条にあります。
不動産登記規則第 46 条（契印等） 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以
上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
２ 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上ある場
合は、その一人がすれば足りる。ただし、登記権利者及び登記義務者が共同し
て登記の申請をするときは、登記権利者又はその代表者若しくはその代理人
及び登記義務者又はその代表者若しくはその代理人の各一人がしなければな
らない。
３ 令別表の 65 の項添付情報欄に掲げる信託目録に記録すべき情報を記載し
た書面が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各
用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしな
ければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
(参照: 「実践 区分所有法 など」p．332or p．328 「議事録の添付書面にも契印を!」)

「譲渡・転貸をすることができる｣との登記がないと、賃借権の譲渡及び転貸の制限
が係ります。
区分所有建物では、借地権が登記され、敷地権とされている場合には、「譲渡・転貸をするこ
とができる｣との登記(不動産登記法 81 条三号)がされていることの確認が必要です。
この登記がされていれば、建物の保存登記のときに取得した登記識別情報だけの提供により
不動産登記法 74 条 2 項の申請による所有権保存登記ができます。
もっとも、区分所有建物の借地を敷地利用権とする場合には、借地を敷地権する登記と同時
に、「譲渡・転貸をすることができる｣との登記もされていることが普通ではあるようです。しかし、
登記されていない借地権(ほとんどの状況)は、敷地利用権ではあっても、不動産登記法でいう敷地
権とはなりません。
したがって、借地権が登記されず、敷地権の指定がないために、「譲渡・転貸をすることができ
る｣との登記(不動産登記法 81 条三号)がされていない場合に、表題部に登記された所有者から所有
権を取得した者がする不動産登記法 74 条 2 項の申請においては、表題部に登記された所有者
と敷地権の登記名義人である賃借人の承諾を証する情報のほか、（敷地権である賃借権の移転にか
かる）、民法第 612 条により、賃借権の譲渡及び転貸の制限が係りますので賃貸人の承諾を証す

る情報をも提供しなければなりません。
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もっとも、借地権の「譲渡・転貸」についての「土地賃貸人の承諾｣は必要ですが、拒否された
ら裁判所による承認を得ることができます。
不動産登記法第 81 条（賃借権の登記等の登記事項） 賃借権の登記又は賃借物の転貸の登
記の登記事項は、第 59 条各号に掲げるもののほか、次のとおりと
する。
三 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるとき
は、その定め
不動産登記法第 74 条（所有権の保存の登記）２ 区分建物にあっては、表題部所有者から所
有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場
合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該
敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
民法第 612 条（賃借権の譲渡及び転貸の制限） 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その
賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
２ 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさ
せたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．35｢登記官が職権で行う『敷地権たる旨の登記』｣、p．35「『借地料は支払って
いるが登記されていない借地』について」)

「登記所」という役所があると思っていませんか
登記所に行き、所定の印紙を貼り(不動産 1 個につき７００円)、申請をすれば、誰でも登記事項証
明書の交付を受けられます。
この際に、登記所から｢何に使うのか｣と聞かれることもないし、また、『本人確認のために身分
証明証を示せ』といわれることもありません。
登記事項証明書・・・ 登記記録に記録されている事項の全部または一部を証明した書面(不動
産登記法第 119 条 1 項)

「登記所」とは、登記に関する事務を取り扱い、登記簿その他の帳簿や図面を管理している
役所ではあります。しかし、「登記所」という名称の役所は現実には存在しません。実際には、法
務省の下部機構として、全国に８カ所の法務局があり、その下に地方法務局、それらの支局もし
くは出張所が配置されていて、ここで登記所としての事務を行っているのです。
したがって、登記所とは、法務局若しくは地方法務局もしくはこれらの支局または出張所であ
り、あくまでも登記事務を処理する官庁の登記法上の呼称(不動産登記法第 6 条 1 項で、法務局・地方
法務局・その支局及び出張所を総称して「登記所」という旨定義されています)です。

たとえば、「大阪法務局○○支局」「大阪法務局○○出張所」という役所で登記事務を扱って
いるのです。
したがって、実務上では、自分たちのマンョンの登記事務をどこの法務局の支局あるいは出張
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所で扱っているかを確認する必要があります。
たとえば、自分の例ですが、住所は国立市なのですが、登記事務を扱っている法務局の所在
地は府中市です(隣接市です)。立川市(隣接市です)ではありません。

分譲建物(マンションを含む)での床面積の表示の仕方には 2 種類ある
登記手続き(表題登記)では、分譲建物(マンションを含む)では、「建物」の表題部と「専有部分(区分
建物)」の表題部の二か所に床面積の表示箇所があります。

そして、不動産登記規則(省令)第 115 条で「建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中
心線（区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線）で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メ
ートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。」と
されています。
不動産登記規則(省令)第 115 条で「建物」としているのは、分譲建物(マンションを含む)そのものを
示しており、区分建物(専有部分)と区別しています。
その上で、分譲建物(マンションを含む)そのものの床面積は、一戸建て建物と同様に、各階ごと
に壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によります。しかし、区分建物(専有
部分) の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により計算しま

す。
なお、表題登記の申請(デベロッパーに義務付けられている申請)は、マンション全部の表題部申請
と各専有部分全部(100 区分あればその全部)の表題部の全部の登記を同時にしなければなりませ
ん。(不動産登記法第 38 条 1 項)

規約共用部分は表題登記なのに、なぜ、第三者対抗力があるのだろうか
ここの記述は、「管理組合物語」二木朋子著文芸社を読み進むうちに、フィクションとはい
え、p.172 以降の規約共用部分についての記述に大いなる疑問を抱いたことに始まります。
この話を進めるうえで、前提となることをお話ししておきます。皆さんは、「登記する」と表現
したとき、「登記をしないと自分の不動産持分が第三者に対抗できない」(権利登記)ということだ
けに意味があると思っていませんか。
実は「登記をする」という行為には、二種類あるのです。「表題(以前は表示)登記」と「権利登
記」です(ちょっと余談ですが、区分所有建物は特殊で、表題登記も二種類あります。棟部分と専有部分で
す。)。

「表題登記」は権利の対象である不動産（土地・建物）を公示(不動産登記法第 1 条)する登記、
すなわち、不動産(土地・建物)の物理的状況、たとえば地番 100 番の土地であれば、それがど
こに、どれだけの広さで、どのように利用されているのかを公示する登記が「表示に関する登
記」です。対抗要件ではありませんが一応所有者が表記され(権利《甲》登記がなされると抹消されま
す)、権利に関する登記の前提となるものです。登録免許税はかかりませんが表題登記(土
地の表題部の登記、地目・地積の変更の登記、土地の滅失の登記、建物の表題登記、合体後の建物の表題
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登記、建物の表題部の変更の登記、建物の滅失の登記)をしないと過料にて罰せられます(規約共用部
分、敷地権は過料の対象外) (ただし、実際に適用された実例はないとされています。「不動産登記法案内」p．
325)。

権利（甲・乙）登記は第三者に対する対抗要件であり、登記をしないと第三者に対抗できませ
んし免許税はかかりますが、任意の行為であり、罰則はありません。
したがって、「登記」と表現された時、表題登記と権利登記のどちらを指しているのかを正しく
認識する必要があると思われます。
「規約共用部分」とは区分所有法第 4 条 2 項の規定により規約により共用部分とすることがで
き、登記することにより共用部分としての第三者対抗力を持ちます(法第 4 条 2 項後段)。 その範囲
は、区分所有建物の部分(専有部分を含む)及び付属の建物であり、区分所有者(住戸所有者)全員の
共有に属し(法第 11 条)、共用部分の持分は、その共有者の有する専有(住戸)部分と一緒にしか処
分(売買等)できないとされています(法第 15 条 1 項・2 項)。この場合の登記は、表題登記を指します
(不動産登記法第 44 条 1 項六号)。

また、 共用部分である旨の登記の申請人は、建物の所有者ではなく、表題部所有者又は所
有権登記名義人です。共用部分は共有物ですので、共有者の一人から申請する事が出来ます
が、区分所有法の規定により、管理者が申請できるとされています(法第 26 条 1 項・18 条 1 項)。
「管理組合物語」二木朋子著 文芸社 というフィクションの小説を読んでいて「この時、ボイラ
ー室を規約共用部分にすることが明確になったので、登記の必要が生じてきた。区分所有法で
は、『規約共用部分は、その旨を登記しなければ第三者に対抗することができない』と定めてい
る。」(p.173)の記述は良いのですが、「しかし、登記実務では管理組合名義で登記することは認
められていない。登記をするためには管理組合を法人化する必要があった。」(p.174)と続く記述
は、「規約共用部分を登記するためには管理組合を法人化する必要があった。」の意味と理解で
きる記述となっていることから強い疑問が生じました。
この本は、マンション管理適正化法や区分所有法への造詣の深い著者によるものと思ってい
たのですが、「登記」について表題登記と権利登記が正しく区別されていないのではないかという
疑問です。同時に、今回のテーマからは外しましたが、「法人化」についても正しい認識を持って
いないのではないかとの疑問があります。
「表題登記」はあくまで表示の登記であり「権利登記(甲・乙)」ではありません。したがって、「表
題登記」をすることは、不動産登記法(以下「不登法」と称す。)での第三者対抗要件ではないのです
が、区分所有法で、「規約共用部分」も共用部分とされ(法第 4 条 2 項後段)、区分所有法第 15 条 1
項・2 項により専有(住戸)部分と別々の処分(売買等)ができないとされているために、不登法で「共
用部分」であると公示(不登法第 44 条 1 項六号)されたことにより、区分所有法第 15 条 2 項による第
三者対抗要件を持つことになります。
したがって、不登法での「表題登記」と区分所有法第 15 条 2 項と一体となって不登法での「権
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利登記」と同等の効力が生じます。そのために「規約共用部分」は登記(不登法第 44 条 1 項六号)し
ないと効果がないとされているのです(区分所有法と同様の関係が「敷地権」にあります。不登法第 44 条 1
項九号)。

また、「規約共用部分」も、共有物であるとされていることから、 「規約共用部分」である旨の登
記の申請人は、建物の所有者ではなく、表題部所有者又は所有権登記名義人ですが、共用部
分とする建物が共有の場合には、共有者の一人から申請する事が出来ます(民法第 252 条)。
しかし、区分所有法の規定から、管理者が単独で申請できるとされています。その根拠となる
のは、同法第 18 条１項で、区分所有者(住戸所有者)の保存行為を定めていますが、同条 2 項では、
規約で別段の定めをすることを妨げないとしており、区分所有法第 26 条１項で、「管理者が共用
部分を保存し、規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。」とされていることです。
したがって、一般的には、権利能力なき社団の管理組合の場合、この「表題登記」の申請は、
マンション標準管理規約第 21 条(単棟型・団地型)の定めどおり、管理者(に擬制された理事長)が保存
行為として単独で行えるのです。
そうなると、 「管理組合物語」の記述の「登記実務では管理組合名義で登記することは認めら
れていない。登記をするためには管理組合を法人化する必要があった」との物語の展開は、不
登法の認識において大いなる間違いを犯していることになります。この著者は、「管理組合の共
有財産であるならば、管理組合法人財産として権利(甲)登記できる」といった知識と何か混乱し
ておられるようにも思われます。 「規約共用部分」が共有部分であっても、「表題登記」をするた
めに「管理組合を法人化する必要」はないはずです。
いずれにしても、この疑問点を 「管理組合物語」二木朋子著の出版社 文芸社の編集部に問
いかけてみましたが、残念ながら現段階(2015/4/14)での二木朋子氏の返事は、「『登記』は一般
の管理組合では出来ず、管理組合を法人にする必要があります。」というものであり、「規
約共用部分を登記するためには管理組合を法人化する必要があった。」との認識から脱却する
ことはできないようでした。
このことに対しては、再度、著者の二木氏に、下記のようなメールを送りました。
二木様は「『登記』は一般の管理組合では出来ず、管理組合を法人にする必要があります」
とのご返事でしたがそのことについては、今回改めて当方の見解をお伝えしましたが、御納得
できないようでしたら、返事が遅れても構いませんので、登記所において「規約共用部分につ
いては、法人管理組合でなくては登記できない」との二木様のご見解についてご確認されるこ
とを提案いたします。
また、同時に、「どのような権利が法人でなくてはできないのか」についてもご確認されることを
提案いたします。「管理組合物語」の記述の法的な根拠がより正確になることにより、より良き
出版物となることを期待するが故の提案とお考えいだければ幸いです。
【資料】
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不動産登記法第 1 条（目的） この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関
する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑
に資することを目的とする。
区分所有法第 4 条（共用部分）2 項 第 1 条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分と
することができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗す
ることができない。
第 1 条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又
は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各
部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることがで
きる。
区分所有法第 11 条（共用部分の共有関係）共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用
部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する
区分所有法第 15 条（共用部分の持分の処分）共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
２ 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して
持分を処分することができない。
区分所有法第 18 条（共用部分の管理）共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で
決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
２ 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
標準管理規約第 21 条（敷地及び共用部分等の管理）敷地(土地)及び共用部分等の管理については、管理組
合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、
通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこ
れを行わなければならない。
２ 専有部分である設備のうち(棟の)共用部分と構造上一体となった部分の管理を(棟の)
共用部分のか管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができ
る。
区分所有法第 26 条 1 項 管理者は、共用部分並びに第 21 条に規定する場合における当該建物の敷地及び附
属施設を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義
務を負う。
不動産登記法第 44 条 1 項（建物の表示に関する登記の登記事項） 建物の表示に関する登記の登記事項は、
第 27 条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
六 建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨

九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について
区分所有法第 2 条第 6 項 に規定する敷地利用権（登記されたものに限る。）であ
って、区分所有法第 22 条第 1 項 本文（同条第 3 項 において準用する場合を含
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む。）の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができ
ないもの（以下「敷地権」という。）があるときは、その敷地権
民法第 252 条（共有物の管理） 共有物の管理に関する事項は、前条(共有物の変更)の場合を除き、各共有者
の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

その他
不動産登記法 58 条（共用部分である旨の登記等）2 項 、4 項、不動産登記規則 141 条（共用部分である旨の
登記等）、 区分所有法第 67 条（団地共用部分）1 項 、2 項 、3 項
団地共用部分には、法定共用部分はなく、全団地建物所有者の共有であることが前提であるため、すべて「規
約共用部分」として表題登記をしなくては第三者対抗要件を持ちません。

表題登記は、なぜ、法人格のない管理組合の管理者でも登記できるのだろうか
―表題登記と権利登記の違いについて―
不動産登記制度は、そもそも広く一般に不動産の物理的状況と権利変動を公示する制度(不
動産登記法第 1 条)ですが、不動産登記は、戦前においては、不動産の権利関係のみを公示するも

のであり、不動産の物理的現況を明らかにするものとしては、税務署に、課税台帳としての土地
台帳及び家屋台帳が備えられていました（土地台帳法、家屋台帳法）。
しかし、戦後、台帳事務は登記事務と密接な関係があることから、台帳が登記所に移管されま
した（昭和 25 年 7 月 31 日法律第 227 号）。
その後しばらく、登記所において、不動産の権利関係を公示する登記制度と、不動産の現状
を明らかにする台帳制度が併存していましたが、登記簿は申請主義が基本であるのに対し、台
帳は登記官の職権によって登録することができましたから、両者の間に不一致が生じるなどの
問題が生じました。
1960 年（昭和 35 年）、台帳を廃止して、台帳の現に効力を有する事項を登記簿の表題部に移記
する一元化を行うこととなり（昭和 35 年 3 月 31 日法律第 14 号「不動産登記法の一部を改正する等の法
律」）、一元化作業は、1971 年（昭和 46 年）3 月 31 日、全国のすべての登記所について完了しまし

た。この結果、登記は「表示の登記」と「権利の登記」の両方を含むこととなったのです。
したがって、本来は「登記」とは不動産の権利関係のみを公示することを指す用語であった名
残が「登記は法人でなくてはできない」といった表現に残されているのだと考えます。そのため
に、「登記は法人でなくてはできない」との厳密な意味は、「不動産の権利登記は法人でなくては
できない」という意味でもあるのだと考えます。
したがって、規約敷地や敷地権についての(台帳)登記は、権利登記ではないために、法人格の
ないマンション管理組合の管理者でも表題登記として登記できるのだと考えます。
集合体が権利能力を取得すること、これを法人格、法による人格を取得するといいます。その
ため、法人格の管理組合などは財産として購入した土地などを法人名で登記することはできま
すが、その場合は、財産の帰属主体になり得るには権利能力が必要なのは当然であるという前
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提があります。
しかし、権利能力なき社団である管理組合はその名のとおり権利能力がないのだから、権利
能力なき社団名義で(権利)登記できないという回答となります。
そのような前提知識は当然に知っているのだが、特に町内会が実際に公民館という財産権を
取得しているかのような状況が世の中にあり、このような状況をどうやって登記簿に反映すれば
いいのかという問題があります。
権利能力なき社団が財産権を有しているような状態をどうやって登記簿に反映すればいいの
かということです。この回答は、第一に、権利能力なき社団に財産権が帰属するようなことはあり
えない。第二に、その「ような状態」とは、おそらくその社団の構成員全員に個別に帰属するとい
うことでしょう。第三に、そうであれば、その不動産の所有者として構成員全員の名前で権利登
記するということになるのです。したがって、新たに購入してマンション共有敷地となっている権利
を登記するには、権利能力なき社団としては登記できないが、区分所有者全員の名前で登記す
ることはできるということになるのです。
※ちなみにこの記述は、 「管理組合物語」の著者二木朋子氏にも送りました。どの様な返事がくるか。
(参照：別冊 p．65「規約共用部分は表題登記なのに、なぜ、第三者対抗力があるのだろうか」)

中野 誠 様
413-0101

静岡県熱海市上多賀 863-1-615 二木朋子

拝復
ご丁寧なご説明と資料を有難うございました。
「権利の能力なき社団である管理組合であれば、区分所有法の規定により管理者が単独
で登記できる」ということを、私は知りませんでした。
ボイラー室の登記に当たって、シティユーワ法律事務所（有料）を始め、東京弁護士会の無
料相談などでいろいろな方法を学び、執筆した次第ですが、今回、ご指摘いただくまで、法人
にならなければ登記出来ないものと思い込んでおりました。表題登記という名称は知っており
ましたが、そのようなことが出来る登記とは知りませんでした。もし、再版の機会がありました
ら、是非、訂正したいと思います。
本当に貴重なご指摘を有難うございました。
中野さまの一層のご健勝、ご活躍をお祈り申し上げます。 先ずは御礼まで申しあげます。

表題登記については、登記申請義務を果たさなくても、実際に罰則を科せられるこ
とはほとんどなし。しかし、
―だからと言って登記申請義務を果たさなくてもよいのだろうか―
占有のような自然的な公示と異なり、登記のような人工的な公示(=公示制度)については、人間
の手による特別の行為を必要とします。したがって、表題登記については、登記官が実地調査
の上(不登法第 28 条)で職権で登記することは認められているようです(不登法第 28 条)が、そのすべ
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てを職権で行うことは、人員的にも予算的にも不可能ですから、登記の対象となる客体や権利の
当事者に、これを委ねざるを得ません。そのために、表示に関する登記のうち報告的登記(表題登
記・表示の変更の登記・滅失の登記)に関しては、所有権取得者等の当事者に１か月以内の登記申請

義務が課せられています。
具体的には、①土地の表題部の登記、②地目・地積の変更の登記、③土地の滅失の登記、
④建物の表題登記、⑤合体後の建物の表題登記、⑥建物の表題部の変更の登記、⑦建物の
滅失の登記。です。
ですが、公示の目的が第三者保護のためのものですから、当事者に対して何らかの強制をか
けなければ、もっぱら他人の便宜のためだけにボランティアで公示を備えようとするお人好しは
いません。
では、当事者を公示に向かわせるための強制方法には、どのようなものがあるかというと、公
法上の公示強制と、私法上の公示強制の 2 種類があります。このうち、公法上の公示強制の典
型は、公示をしない当事者に罰則を科す方法です。
わが国では、表示に関する登記の一部(報告的登記)についてこの方法が採用されており、登記
申請義務を果たさないと、１０万円以下の過料に処せられる(不登法第 164 条)ことになっています。
ただし、報告的登記に関しては登録免許税はかかりません。しかし、あまりにも登記義務違反
が多いため、本気で処罰すると社会が混乱するとの理由からか、現行不登法(平成 16 年)から１０
年近くたつがこの過料の罰則が実際に適用されたことはないようです(「不動産登記法案内」p．325)。
過料・・・・ 軽い禁令を犯した者に支払わせる金銭ですが、いわゆる刑罰ではなく、刑法の適
用がありません。刑罰の罰金および科料(とがりょう)とは区別されます。
しかし、デメリットがあります。
そもそも登記そのものがされていない場合、表題登記がないので 10 万円以下の過料に処せ
られる可能性があります。固定資産税は、現況で課税されますので、建物が未登記であっても固
定資産税は登記に関係なく課税されます。不動産の権利関係を表示する権利部の登記（所有権
など）は、登記するかしないかは任意です。しかし、表題登記をしないと、所有権登記はできませ

ん。所有権登記をしないと売買などで取得した自分の不動産の所有権を他人に主張することが
出来ません。登記をしないと自分が所有者であることを、他の第三者に主張することができない
ことになります。「自分の権利を守るため」に登記はなるべく早くすることが良いようです。

登記された賃借権のメリット
-賃借権の譲渡又は賃借物(賃借権)の転貸を許す旨の登記特約がある場合とない場合-一般的に、賃借権は登記されていることが少なく、賃借権を譲り渡したり、転貸することはでき
なく、無断で譲り渡したリ、転貸をすると、契約を解除されてしまいます(民法６１２条)。
民法第 612 条（賃借権の譲渡及び転貸の制限） 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃
借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
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２ 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせた
ときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
しかし、借地権付きマンション(区分所有建物・区分建物)の場合、「譲渡・転貸をすることができる」
旨(特約)が登記されている(不動産登記法８１条３号)ことが普通のようです。
不動産登記法第 81 条（賃借権の登記等の登記事項） 賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の
登記事項は、第 59 条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
三 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるとき
は、その定め
では、そもそも賃借権登記がされておらず、あるいは登記がされていたとしても「譲渡・転貸を
することができる」旨(特約)がなされていない場合はどうなるのだろうか。
X 建設がマンションのある専有部分を甲に売ったとしよう。甲は不動産登記法７４条２項の保
存登記を申請することができる。しかし、この申請は、敷地権の移転(つまり、賃借権の譲渡) の意味
を持ちます。したがって、賃借権の譲渡に関する地主 Y の承諾を要することになるのです。
不動産登記法第 74 条（所有権の保存の登記）2 項 区分建物(専有部分)にあっては、表題部所有者
から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この
場合において、当該建物(区分所有建物)が敷地権付き区分建物(専有部分)
であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならな
い。
結論として、の場合には、承諾を証する情報は以下の２件の提供を要することになります。
1．(株)X 建設の承諾情報((株)X 建設から甲への敷地権の譲渡)
2．Y の承諾情報(賃借権の譲渡に関する地主としての承諾)

マンション(各専有部分)における所有権保存登記の例外
――マンション管理士試験のための知識? ―-―
本来は、所有権の保存登記のできる人は決められています(不動産登記法 74 条 1 項)。
① 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人。
② 所有権を有することが確定判決によって確認された者。
③ 収用によって所有権を取得した者
です。
ただし、マンション(区分所有建物)にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有
権保存の登記ができます(不動産登記法 74 条 2 項)。
この規定の意味を知るためには、マンション(区分所有建物)の表題部の登記の仕組みを知る必
要があります。
例えば、X 建設が分譲マンションを新築したとしましょう。この場合、このマンション(区分所有建
物)の表題登記は、次の登記を同時に行わなくてはならないことになっています(不動産登記法 48
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条)。

① マンション(区分所有建物)の表題登記(一棟の建物全体の話)。
② 一棟の建物に属する他の区分建物(専有部分)についての表題登記(各専有部分の話)。
要するに、X 建設はマンション(区分所有建物)全体の表題部の登記、各区分建物(専有部分)全部
(100 区分あればその全部)の表題部の全部の登記を同時(一緒)に申請しなければならないのです。

そうすると、この場合に各区分建物(専有部分)の登記簿の表題部所有者として「X 建設」が登記さ
れてしまいます。
となれば、このマンション(各専有部分)の購入者(「表題部所有者」ではなく「表題部所有者から所有権を
取得した者」)は、不動産登記法 74 条 1 項に登場していませんから、自己名義の登記を実現するた

めに、一度、X 建設(「表題部所有者」)の所有権保存登記を経由したうえで次に所有権移転登記を
しなくてはならなくなります。
となると、X 建設の手間も大変だし、所有権保存登記の税率は 4/1000、所有権移転登記の税
率は 20/1000 で大違いですから、マンション(各専有部分)購入者の負担も多くなってしまいます。
そこで、マンション(区分所有建物)に限り、不動産登記法 74 条 2 項に特則を置き、「区分建物(専有
部分)にあっては、表題部所有者(X 建設) から所有権を取得した者(マンション《各専有部分》の購入者)

も、前項の登記を申請できすることができる」としたのです。
この規定により、マンション(各専有部分)の購入者は、購入した区分建物(専有部分)の所有権保存
登記を申請することができることとなったのです。(参照：「オートマシステム 4 不動産登記法Ⅰ第 2 版」
p．200 より)

したがって、登記実務では、申請人が「表題部所有者から所有権を取得したことを証する情報」
の提供を求められます。「X 建設が所有権を譲渡した旨の証明書」がこれにあたります。
ただし、この手続きは、表題部所有者(X 建設)から所有権を直接取得した者に限られ、購入者
が転売した場合の買主は含まれませんし、購入者の相続人も含まれません。また、取得理由の
有償、無償は問われません。以上は、マンション(区分所有建物・区分建物)についての所有権につ
いてです。
※ 表題部所有者(X 建設)から所有権を取得した者(マンション《各専有部分》の購入者)＝「申請者」と
も言い換えることができます。したがって、申請者しか保存登記ができないということであり、
表題部所有者が区分建物を売り、その売買代金を担保するために抵当権を設定しているよ
うな場合、売主が買主名義の保存登記を代位で申請し、買受人名義の所有権の保存登記を
単独で申請することは認められません。この方式を認めると、類似のパターンで、実質的に
いつでも表題部所有者が買主名義の保存登記をすることができることになるので、買主を法
７４条２項の申請人とした不動産登記法の定めを没却することになるためです。
敷地権が付いたマンション(区分所有建物・区分建物)については、マンション(区分所有建物・区分建
物)についての所有権の登記は、土地にも効力が及ぶのです(不動産登記法７３条１項本文)が、マン
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ション(区分所有建物・区分建物)とは別に「敷地権の登記名義人の承諾」すなわち、敷地について「X
建設が所有権を譲渡した旨の証明書」が必要となります。そのことによって、敷地権付区分建物
(専有部分)の不動産登記法７４条２項の保存は、事実上、区分建物(専有部分)の保存登記と敷地

権の移転登記の両者を兼ねるという実質を伴うものとなります。
なお、敷地権のない区分建物(専有部分)については、売買はされていても実質的な保存登記で
あり、表題部所有者(X 建設)から所有権を直接取得した者であることの証明書だけでよいので、
登記の申請情報の内容として登記原因および日付の提供は要しません(不動産登記法７６条１項)
が、敷地権付マンション (区分所有建物・区分建物) については、敷地権の実質的な売買を含むた
め、敷地権の移転の登記が必要となり、敷地権の移転に関する登記原因の記載をする必要が
あるため、登記原因証明情報(土地売買契約書)を要求されます(不動産登記法７６条１項但し書き)。
(参照：別冊 p．49「不動産登記法での『区分建物』は区分所有法の『専有(住戸)部分』のことです」、別冊 p．186「転
売業者の存在《新築を購入したのに特定承継人にされた事例》-1、-2、)

「共用部分」登記についての不動産登記法の条文
不動産登記法第 58 条（共用部分である旨の登記等） 共用部分である旨の登記又は団地共用部分
である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、第 27 条各号（第三号を除く。）及
び第 44 条第 1 項各号（第六号を除く。）に掲げるもののほか、次のとおりとする。
第 27 条（表示に関する登記の登記事項） 土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次
のとおりとする。
一

登記原因及びその日付

二

登記の年月日

四

前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として
法務省令で定めるもの

第 44 条（建物の表示に関する登記の登記事項） 建物の表示に関する登記の登記事項は、第 27
条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番（区分建物である建物に
あっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地
番）

二 家屋番号
三 建物の種類、構造及び床面積
四 建物の名称があるときは、その名称
五 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地
番（区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する
市、区、郡、町、村、字及び土地の地番）並びに種類、構造及び床面積

六 建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨
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七 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属す
る一棟の建物の構造及び床面積
八 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物
が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について
区分所有法第 2 条第 6 項に規定する敷地利用権（登記されたものに限る。）であっ
て、区分所有法第 22 条第 1 項 本文（同条第 3 項において準用する場合を含む。）
の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができな
いもの（以下「敷地権」という。）があるときは、その敷地権
一

共用部分である旨の登記にあっては、当該共用部分である建物が当該建物の属する一
棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるとき
は、その旨

二

団地共用部分である旨の登記にあっては、当該団地共用部分を共用すべき者の所有す
る建物（当該建物が区分建物であるときは、当該建物が属する一棟の建物）

２

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の

登記又は団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人
以外の者は、申請することができない。
３

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分又は団地共

用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関す
る登記に係る権利の登記名義人（当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券
が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。）の承諾があるとき（当該権利を目的と
する第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者の承諾を得たときに限る。）でなければ、

申請することができない。
４

登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権

で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。
５

第 1 項各号に掲げる登記事項についての変更の登記又は更正の登記は、当該共用部分で

ある旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の所有者以外の者は、申請するこ
とができない。
６

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分

である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者
は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
７

前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日か

ら一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

不動産登記法と区分所有法は別次元の法律
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単純すぎるかもしれませんが、不動産登記法は、不動産の所有者を確認するための法律であ
り、公式に認められた所有物(不動産)に対する課税対象と課税者を明確にするための法律である
のに対し、区分所有法は、基本的に区分所有建物(マンション)等の共有部分(共用部分を含む)の管
理方法を定めた法律だと言えると考えます。
区分所有法が不動産である区分所有建物(マンション) 等を扱っているために、一部には不動
産登記法の手続きについての規定がありますが、基本的には不動産登記法と区分所有法は別
物であり、対象とする内容がまったく違う法律だと考えるべきです。
同様のことが建築基準法と区分所有法の関係でも同様であり、建物についての法律である建
築基準法の考え方が区分所有法にも入り込んでいますが、あくまで、区分所有法は共有部分(共
用部分を含む)の管理方法のための法律である点で、建築基準法とはまったく対象とする内容が

違う法律なのです。
区分所有法・不動産登記法・建築基準法は、それぞれその目的と役割が違う法律です。

「敷地」と敷地利用権(共有敷地持分権)
規約敷地について(利用権がなくても設定できる規約敷地)
――規約敷地とはどういうものかについての一考察--建物が所在する土地以外の土地を建物の敷地とするという規約を設定するについて、区分所
有者がその土地について所有権その他のなんらかの利用権をもっていることが必要であるかど
うかが問題となります。
たとえば、区分所有者(住戸所有者)がなんら権利をもっていない土地について、規約で「この土
地を敷地とする」と定めたらどうなるのか。そういう規約が設定されることによって、その土地の
権利者の権利が侵害されることはないだろうかということが疑問になると思うのですが、規約とい
うのは区分所有者(住戸所有者)が設定するものであって、区分所有者(住戸所有者)およびその特定承
継人を拘束するものであり、決して、区分所有者(住戸所有者)以外の第三者を拘束するものではあ
りません(法第 30 条 1 項、4 項、46 条 1 項)。
したがって区分所有者(住戸所有者)がなんら権利を有しない土地について、「この土地をわれわ
れの建物の敷地にする」という規約を定めていても、そのことによって、その土地の所有者その
他の権利者の権利が侵害されることになるものではないことは当然のことです。
ですから、自分たちが権利を持っていない土地を敷地とする旨の規約を設定するなどというこ
とは普通しないと思いますけれども---将来その土地について利用権を取得することを前提とし
て、それに備えて、あらかじめ規約を設定しておくということは考えられます---そういうことがさ
れても、別に第三者の権利を害することはないというわけです(「改正区分所有関係法の解説」p．93)。
(参照：｢実践区分所有法 など｣p．52 or p．52「土地の利用権がなくても規約敷地とすることはできます」)

敷地利用権(専有《住戸》部分を所有するための権利)とはどういうものか
建物を土地の上に所有するためには、その土地についてその土地を建物の所有の目的で使
76

用することを正当化するための権利が必要です。
建物の敷地を使用する権利を有しない者がその上に専有(住戸)部分という建物を所有している
ことになりますと、これは不法占拠になってしまいますから、建物の敷地の上に建物(専有部分)を
所有することを正当化するための権原 (権利の発生する原因) としての権利を有することが必要で
す。そういう権利として通常用いられているのが所有権です。
多数の区分所有者(住戸所有者)がそれぞれ専有(住戸)部分を所有するということになりますから、
区分所有者(住戸所有者)が全員共同で建物の敷地について所有権を持つのが通常です。
所有権以外の権利としては、建物所有の目的の地上権あるいは賃借権という権利が用いら
れる場合もあります。その他、使用貸借上の権利も例外的にはあるでしょう。
このような専有(住戸)部分を土地の上に所有することを正当ならしめる根拠となる権利が敷地利
用権(共有敷地持分権)であることはいうまでもありませんけど、それだけが敷地利用権(共有敷地持分権)
ではありません。
建物が所在する土地(建物の底地となっている土地)以外の土地、たとえば、通路とか庭とか附属施
設の敷地などとして用いられている土地があります。
そういう土地については建物がその土地の上に乗っているわけではありませんが、通路を通
行することができなければ、専有(住戸)部分の使用・収益を円満に行うことができません。
庭や附属施設の敷地などとして用いるその他の土地がなければ快適な生活をすることができ
ないことになりますから、そういうまわりの土地についても使用・収益をする権利を持つということ
が、専有(住戸)部分の所有権の円満な行使のために必要です。そういう権利もここでいう「専有(住
戸)部分を所有するための権利」に含まれる、というふうに解すべきです(「改正区分所有関係法の解

説」p．87)。(参照：「実践 区分所有法 など」p．30 「どうして、『敷地利用権(共有敷地持分権)』を定義する必要が
あるのでしょうか」)

敷地権と敷地利用権
敷地権とは、区分建物(区分所有建物・専有(住戸)部分)が所在する土地および規約敷地に関して
区分所有者が有する敷地利用権(共有敷地持分権)であって、原則として、専有(住戸)部分と分離して
処分することができない登記された権利です。
敷地権は、登記することのできる権利でなければなりません。使用貸借権は登記できないの
で敷地権とはなりません。使用貸借権や登記のされていない賃借権は、敷地利用権(共有敷地持分
権)にはなり得ますが敷地権とはなりません。(参照：「実践 区分所有法 など」p．34 「敷地利用権《共有敷
地持分権》と敷地権」)

敷地利用権の割合(床面積の等しい二個の専有部分《住戸》を所有している場合)
各専有(住戸)部分に係る敷地利用権(共有敷地持分権)の割合は、原則としては専有(住戸)部分の床
面積の割合によるものとされていますが、規約によりこの割合と異なる割合を定めることができ
ます。
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区分所有者(住戸所有者)が一人で数個の専有(住戸)部分を所有している場合には、各専有(住戸)部
分にかかる敷地利用権の割合は、原則として専有(住戸)部分の床面積の割合によるものとされて
います(法第 22 条 2 項)が、床面積の割合以外の割合による必要がある場合も考えられます。
たとえば、厳密に床面積の割合によると端数が出て割合が複雑になるので、原則として床面積
の割合に従いつつ、端数を整理して厳密な意味では床面積の割合と同じではない割合によるこ
とが合理的である場合もありますし、さらに床面積とはまったく関係のない価格割りによることが
合理的である場合も考えられます。
そこで、規約により専有(住戸)部分の床面積割合と異なる割合が定められているときは、それが
たとえ一人の区分所有者(住戸所有者)が床面積の等しい二個の専有(住戸)部分を所有している場合
でも、各専有(住戸)部分にかかる敷地利用権の割合は異なってもよい(法第 22 条 2 項ただし書)ので
す。
なお、この規約は、最初に建物の専有(住戸)部分の全部を所有する者が公正証書により単独
で設定することができます(法第 32 条)。(「区分所有登記実務一問一答」p．121) (参照：「実践 区分所有法
など」p．44 or p．43「数個の専有部分《住戸》を持っているときの敷地利用権《共有敷地持分権》についての規定」)

敷地利用権(共有敷地持分権)の持分割合は規約が優先的に適用される
専有(住戸)部分と敷地利用権の一体性の原則が適用される場合において、区分所有者(住戸所
有者)が一人で数個の専有(住戸)部分を所有するとき(一棟の建物の専有部分を所有する数人の区分所有

者の中の一人が数個の専有部分を所有するときと、一棟の建物の専有部分の全部を一人の区分所有者が所有
する場合とがある)は、その数個の専有(住戸)部分のそれぞれに係る敷地利用権(共有敷地持分権)の割

合(すなわち、各専有部分《住戸》と分離して処分することができない敷地利用権の割合)は、これを定める規
約があるときは、その規約(公正証書規約を含む)が優先的に適用されますが、その規約がないとき
は、各専有(住戸)部分の床面積割合によります(法第 22 条 2 項)。(「新版注釈民法《7》」p．674)
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．44 or p．43「数個の専有部分《住戸》を持っているときの敷地利用権《共有敷地
持分権》についての提案」)

分離処分禁止に対抗できる可能性---念のため定められた、専有部分と敷地利用権とを分
離して処分できないとされた「一体性の原則」--① 両者が一体性を持っていることを知らない場合。
専有(住戸)部分と敷地利用権の一体性は、登記簿によって公示するということになっています
が、登記されていない敷地利用権もありますし、また建物が新築されて、専有(住戸)部分の登記
がされる前の状態を考えると、専有(住戸)部分の登記がないわけですから、その専有(住戸)部分と
敷地利用権が一体化しているかどうかということが、登記簿上公示されていないということになり
ます。
そうなると、実体法上、専有(住戸)部分と敷地利用権の一体性があるにもかかわらず、そのこと
を知らないで取引をする第三者があらわれるということもあり得ないことではないと思われます。
78

②外観からはたしてこれが区分所有の建物なりや否や、必ずしもはっきりしない場合
区分して所有するのに適するような構造の建物であっても、常に区分所有の建物とは限らな
いのです。分譲することも可能であるような構造の建物を区分しないで、一人で一棟の建物全体
を普通建物として所有して、そして、各部屋を賃貸しするというようなことも可能ですから、外観か
ら、これが区分所有の建物であるかどうかが容易にわからない場合もあるわけです。
③ある土地が建物の敷地なりや否やということがわかりにくい場合
建物が所在する土地(法定敷地)は、物理的に建物の底地になっていれば建物の敷地ということ
ですから、調査すればわかるはずですけれども、それ以外の土地は、建物および建物の所在す
る土地と一体的に管理または使用するという事実状態と、その土地を「敷地」とすると定めた規
約の存在とによって建物の敷地として扱われるわけですから、はたしてそういう利用関係がある
かどうか、規約が設定されているかどうか、ということを確認することが必ずしも容易でない場合
がありうると思われるわけです。
そこで、一体性が生じているにもかかわらず、そのことを知らないで取引することも起こりうると
いうことになります。(参照: 「実践 区分所有法

など」p．48or p．47 「分離《別々の》処分《売買等》禁止に違

反する処分《売買等》につき善意であり無効を対抗《主張》できない場合、どのように対応すべきでしょうか。《法文
の不備の指摘とともに》 )

「マンション紛争の上手な対処法 第 4 版」記述への些細ないちゃもん
―――「敷地」は共用部分の範疇ではないのでは---「マンション紛争の上手な対処法 第 4 版」の「欠陥マンション紛争とその民法上の救済内容」p．
12 の記述の一部に、「敷地」を共用部分の範疇と理解できる記述が見られることへの疑問です。
① (2)共用部分の瑕疵
② 共用部分の瑕疵とは、共用部分である建物の敷地、建物の共用部分(構造部分、廊下、エレベ
ーター等)、附属施設(給水設備等)の瑕疵をいう。

③ マンションの実態からすると、改正前の規定では賠償金の請求について、裁判を提起するに
あたって、全区分所有者が参加するとは限らず、受領した賠償金も各区分所有者が受領する
と、補修にあたって再集金しなければならず、共用部分の瑕疵補修が円滑にできないおそれ
が生ずるからである。
この記述で使われている「共用部分」との用語は、管理上は、「共用部分等」とされるべきで
す。法第 26 条の条文でも「共用部分」と共有物である「敷地及び附属施設」を明確に分けた上
で、両者を合わせた表記として、「共用部分等」とされています。マンション標準管理規約第 2 条
七号の「共用部分等」も同様の意図であろうと思われます。
②で指摘した記述で、「共用部分である建物の敷地」と記述し、「敷地」を共用部分としているこ
とです。「共用部分」とは、建物の一部の共有部分を指すのであって、敷地は共有部分であって
も「共用部分」ではありません。
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また、①および③の「共用部分の瑕疵」との表現は、瑕疵の対象範囲が「共用部分」に限定さ
れてしまい、「共有部分」は対象外となってしまいます。
些細なことのようですが、色んな参考書で、「敷地」が共用部分だと間違って認識されやすいこ
とに注意することが指摘されているものだからこそ、用語の正しい使い方が要求されると考えま
す。
なお、この著者の名誉のために記述するなら、「マンションの特質から共用部分を集団的に維
持・管理するため、共用部分等について生じた瑕疵担保責任や不正行為責任に基づく損害賠償
を、管理者が各区分所有者を代理して行い、賠償金を受理要できる権限が与えられたのであ
る。」との記述の中で「共用部分等」との用語が正しく使われていることです。もつとも「マンション
の特質から共用部分を」の「共用部分」は「共用部分等」と入れ替えられれば完璧です。
「敷地」と「建物」は登記上からも別の物権です。したがって、区分所有法では、「建物」と「敷
地」とは分けて考えられているのです。そして、建物の共有部分である「共用部分」と、建物以外
の共有部分である「敷地」とは分けて処理されているのです。
ただ、法第 21 条で、管理上ではほとんどの部分で共用部分と建物以外の共有部分とは同様
の扱いをすることが認められているのです。

「マンション管理組合テキスト」著者への質問
---「共用部分や敷地利用権が共有となることは、規約で規定」との記述は間違いなのでは--※ 学芸出版社様
大変古い書籍で申し訳ありませんが、「マンション管理組合テキスト」 住生活研究所編
社 1998．1．20

学芸出版

p．22 に、下記のような記述があります。その事について、著者の関係者の方がお

られましたら、記述内容の確認をお願いできないでしょうか。
「その理由は、一棟の建物の中で、『専有部分』以外の部分を『共用部分』といい、そこは区分
所有者の共有となることは、規約で規定する。
また、区分所有者は、自分の専有部分を所有するために、敷地に関する権利として『敷地利用
権』を持っているが、この『敷地利用権』もマンションでは規約によって共有とされているのが普通
である。このように、マンションの所有形態は、専有部分と共用部分、および敷地利用権の共有
という内容になっている。したがって、『専有部分に対して『共有部分』という用語を対比させると
建物と敷地利用権の両方を含んでしまって複雑のなるため『共用部分』という用語を対応させて
いる。」とされています。
ここに、「共用部分や敷地利用権が共有となることは、規約で規定」との記述がありますが間
違いであると考えます。原則として、共用部分や敷地は共有部分であり、共用部分については、
規約で共用部分とすることができるものがあるのだと考えます。
したがって、この部分の記述は根本的な間違いがなされていると考えています。あるいは、こ
ういった記述がなされる理由があるのでしょうか。ご教授お願いいたします。
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※ 学芸出版社の返事
中野 誠様
このたびは、当社ホームページにて本へのご質問を頂戴しましてありがとうございました。 現
在、ご執筆者にお問い合わせ中ですが、出張中ということなので、お返事をいただき次第、ご連
絡させていただきます。 よろしくお願いいたします。

越智和子

※著者の回答
中野 誠様
お世話になります。
「マンション管理組合テキスト」へのご指摘につきまして、著者より回答を得ました。ご指摘くだ
さったように、「規約で規定する」というのは間違いでした。法律で決められております。 まことに
申し訳ございませんでした。今後ともどうかよろしくお願いいたします。 越智和子
(参照：「実践 区分所有法 など」p．89 or p．88 「所有関係を示す『専有(住戸)部分』と『共用部分』、そして『共有
部分』について」)

地上権または賃借権の底地に当たる所有権は敷地権ではない?
オートマシステム 4 不動産登記法Ⅰ第 2 版 p．225 において、
ⅳ 敷地権が地上権または賃借権である場合の所有権に関する登記
敷地権が地上権または賃借権の場合、専有部分と分離処分が禁止されているのは、地上権
または賃借権である。
したがって、底地に当たる所有権は敷地権ではないから、その移転等の登記は自由にするこ
とができる。
との記述がある。
敷地権・・・ 区分所有建物の専有部分と一体化され、登記された敷地利用権。不動産登記法
上の呼称
この記述の「所有権は敷地権ではない｣の部分がなんとも不可解である。たしかに、底地として
の所有権を前提としての地上権や賃借権は敷地権となりえる。しかし、「したがって、底地に当た
る所有権は敷地権ではない」と言い切れるのだろうか。
不動産登記法第 44 条 1 項九号でも、「建物又は附属建物が区分建物である場合において、当
該区分建物について区分所有法第 2 条第 6 項に規定する敷地利用権（登記されたものに限る。）で
あって、区分所有法第 22 条第 1 項本文（同条第 3 項 において準用する場合を含む。）の規定により区
分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの（以下「敷地権」という。）がある
ときは、その敷地権」とされていて、区分所有法第 2 条第 6 項に規定する敷地利用権としては、
「この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利を
いう。」とされており、敷地利用権について、区分所有法第 22 条第 3 項では、「前二項の規定は、
建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利であ
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る場合に準用する。」として、その他の権利としての登記された地上権または賃借権は当然とし
て、その前提となる底地として登記されている｢所有権｣も含んであるのではないのだろうか。した
がって、登記された地上権または賃借権が分離処分できないのであるから、その前提となる底
地も分離処分できないと理解してはいけないのだろうか。
しかし、敷地権が地上権または賃借権である場合の地上権または賃借権の抹消登記は認め
られています(賃料の不払いなどで賃借権を失う場合等)。その場合、専有部分の所有者は、土地の利
用権を確保しないため不法占有者となることになります。しかし、地上権または賃借権の前提の
となる土地所有権を前提とした敷地利用権は存続することになるのですから、底地に当たる所
有権は敷地権ではないともいえるようです。何か戸惑いを感じています。

共有の敷地や附属施設には、法第 13 条も準用されるべき
――区分所有法法第 21 条の内容へのいちゃもん---法第 21 条では、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設が区分所有者(住戸所有者)の共有
に属する場合には、第 17 条から第 19 条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用するとし
て、共用部分には適用されている法第 13 条を準用から外しています(法第 12 条)。
しかし、共有敷地についても通路は通路として、駐車場や自転車置場、植込み庭、子供の遊
び場等それぞれ用法に応じた使用をしなればなりません。附属施設についても同様です。
これらについては、民法の共有による持分に応じた使用(民法第 249 条)ができるわけではありま
せん。したがって、その敷地又は附属施設については、民法の共有の規定の「持分に応じて使
用」ではなく、「各共有者は、共用部分をその用法に従って使用することができる｣とされている法
第 13 条を準用すべきだと考えます。
むしろ、なぜ、法第 21 条で法第 13 条を準用から外した(法第 12 条)のか不思議に思います。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．99 or p．98「法第 12 条は、『共用部分』に限定した規定。共有物《借地等を
含む》については法第 21 条」、p．108 or p．107 「共有《準共有》物も管理組合《法第 3 条の団体《第 65 条の団体》》
の管理対象となります」、p．103 or p．102〔補足〕「第 13 条の内容」)

敷地利用権である使用貸借の敷地は登記ができません
―――2014 年マンション管理士試験より--敷地利用権は、登記することにより敷地権になります。しかし、使用貸借の敷地も敷地利用権
とすることはできますが、登記ができませんので、登記簿で敷地権とすることはできません。
したがって、規約での定めが無くても、理論上は、区分所有権との分離処分が可能ということ
になります。
不動産登記法第 3 条で登記することができる権利等について記していますが、使用貸借は登
記のできる対象となっていないのです。
不動産登記法第 3 条（登記することができる権利等） 登記は、不動産の表示又は不動産についての
次に掲げる権利の保存等（保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅
82

をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。）についてする。
一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権
五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 採石権（採石法（昭和二十五年法律第二百九十一号）に規定する採石権をい
う。第五十条及び第八十二条において同じ。）

使用貸借・・・ 一方が他方に無償で物を貸す事。ただで物を貸してくれる事。ただ借り。無償契
約。借主は、使用収益の対価を支払わないから。
敷地権・・・ 敷地の所有権、地上権、借地権。敷地利用権のうち、登記された権利であって、専
有部分と一体化された権利。
区分建物の専有部分と一体化され、登記された敷地利用権。不動産登記法上、登
記された専有部分と一体化される敷地利用権(「ｺﾒﾝﾀｰﾙマンション区分所有法」より)。
専有部分と分離して処分することができない敷地利用権たる権利で登記されたもの。
すなわち、区分所有法上の敷地利用権から分離譲渡可能なものと分離譲渡不能でも
登記していいないものを除いたもの(不動産登記法)。
専有部分(区分建物)と分離して処分することができない敷地利用権(マンション登記法)。
登記された敷地利用権で専有部分と分離して処分できないもの。

専有(住戸)部分と敷地利用権の分離処分の禁止と登記制度の関係
区分所有法第 22 条では、専有(住戸)部分と敷地利用権の分離処分の禁止が規定されており、
区分所有建物について所有権が移転(売買等)したり担保権が設定(抵当等)された場合、その効力
は当然に敷地利用権にも及びます。
このことが登記制度の側においても、建物の権利変動(売買等)に従属する敷地権の権利変動
(売買等)については、建物の登記記録を通じて公示されるものとされています。

すなわち、建物の登記記録に敷地権が登記された場合、土地の登記記録に登記されている
所有権・地上権その他の権利について、登記官の職権(デベロッパーによる手続きを経ることなく)で建
物の敷地権である旨の登記がされます(不動産登記法第 46 条)。
このようにして土地の登記記録で建物の敷地権である旨の登記がされた土地所有権・地上権
その他の権利については、建物の所有権移転や担保権の設定に随伴しますから、これら建物の
権利変動に関する建物の登記記録を通じて公示するということになります(不動産登記法第 73 条 1
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項に定める原則)。

要は、建物の登記記録だけで建物には当然のこととして敷地権である旨の登記がされた土地
所有権・地上権が付随していることがて認められていますから専有(住戸)部分の売買等にあって
土地の登記記録のチェックは必要ないことになります。
したがって、分離処分の禁止の対象外(敷地権の登記がされていない場合等も含む)である権利変動
の場合には、もっぱら建物についてのみ効力を有し、敷地権の権利変動の登記としての効力は
ありません。
すなわち、土地の登記記録には、敷地権となった土地所有権・地上権等の権利について、移
転の登記や担保権の登記の設定の登記はできいということです。ただし、敷地権を生ずる前に
登記原因が生じた仮登記若しくは質権・抵当権の登記については、土地の登記記録への登記は
可能ということです。
分離処分の禁止の対象外・・・1. 敷地権の登記をする前にされた建物の所有権または担保
権に関する登記
2. 敷地権の登記をする後にされた建物の所有権または担保権
で、イ.登記原因が敷地権が生ずる前に生じたもの(所有権に関
する仮登記、質権・抵当権に関する登記)。ロ.登記原因が敷地権が

生じた後に生じたもの (分離処分禁止に対する例外が認められるも
の)

敷地権・・・ 敷地の所有権、地上権、借地権。敷地利用権のうち、登記された権利であって、
専有部分と一体化された権利。区分所有法２条６項の敷地利用権であって登記さ
れたもの(所有権、地上権、賃借権)であり、区分所有法２２条１項本文の規定により区
分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの。

ことの性質上、敷地権が登記されていながら、分離処分のできる事例(区分所有法第
23 条の例外)
敷地権・・・ 専有部分(区分建物)と分離して処分することができない敷地利用権(マンション登記
法)。

① 専有(住戸)部分の賃貸借
専有(住戸)部分の賃借は、建物と敷地利用権の分離禁止の規定があっても、敷地利用権と
関係なく専有(住戸)部分を賃貸できます。賃貸借の目的には、区分所有法上の敷地利用権は
含まれておらず、専有(住戸)部分の賃貸だけが目的だからです。当然に、めったにすることはな
いでしょうが、賃借権だけを登記することもできます。一般論として、アパートやマンション、貸
家の賃貸借契約の対象は建物のみです(契約書には、建物だけが書いてあります。)。
ただし、敷地権(地上権または借地権を含む)のみを目的とする抵当権設定の登記をすることが
できません。しかし、地上権または借地権の底地に当たる所有権は敷地権ではありませんか
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ら、その移転等の処分(登記)は、自由にできます。
② 敷地権が借地である時の専有(住戸)部分への抵当権設定
民法では、抵当権は、不動産、地上権及び永小作権に設定することができます (地上権、永
小作権に抵当権を設定することは実際は少ない) が借地権(借地)には、設定できません。したがって、

敷地利用権が賃借権である場合には、専有(住戸)部分だけにしか抵当権を設定できないことに
なります。
③

建物や専有(住戸)部分を修繕したときの「不動産保存の先取特権」、「不動産工事の先取特
権」の登記
特別の先取特権には、3 種類あります。そのうちの「不動産保存の先取特権」と、「不動産工
事の先取特権」については、登記すると、それ以前に登記された抵当権よりも優先するとされ
ています。（民法第 339 条）。
「不動産保存の先取特権」というのは、不動産の価値を維持する行為です。この保存のた
めに費用を負担した人がいる場合に、その人が保存行為が完了した後直ちにその旨を登記
すれば、先取特権が発生し、不動産を競売して保存費用を取り戻せるという権利です。例え
ば、賃借している建物の屋根から雨漏りをした場合、賃借人が屋根の修繕費用を負担した場
合、その旨を登記すれば、不動産保存の先取特権が発生します。
「不動産工事の先取特権」というのは、例えば、家を建てること(大規模修繕工事や専有部分の
改修なども含まれる)です。請負人が建物を建築する場合、工事を始める前にその費用の予算額

を登記することで、先取特権が発生します。万一、発注者が建築費用を支払わない場合、競
売をかけて、優先弁済を得ることになります。
これらは、あくまでも対象が建物全体や専有部分に限定された場合ですので、敷地権に関
係なく登記ができることになります。この対象が土地の限定された場合には、区分所有権に関
係なく敷地権についてのみ登記ができます。
もうひとつ、「不動産売買の先取特権」というものがありますが、この特定先取特権について
は、登記しないと効果が発揮できませんが、他の特別の先取特権と違い、抵当権に対する優
先権はありません。そして、敷地権と区分所有権が一体の処分でなくては認められないもので
す。
売主がまだ代金の完済をうけないうちに、目的不動産を買主に引き渡し、所有権が買主に
移転すると、残金が払ってもらえるか不安です。この場合、所有権移転登記と同時に、代金の
未払いがある旨を登記しておけば優先弁済を得られるというものです。

なぜ、共有の敷地利用権(共有敷地持分権)は、特別の縁故があった者がいない場合に
は国庫のものになるのか
民法第 958 条の 3（特別縁故者に対する相続財産の分与）と民法第 255 条（持分の放棄及び共有者の
死亡）の関係においては、民法第 958 条の 3 が、民法第 255 条に優先することは、「共有者の一
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人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続きが終了したと
きは、その持ち分は、民法 958 条の 3 に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財
産分与がされない時に、同法 255 条により他の共有者に帰属する」(最判平 1《1989》.11.24)によるも
のです。
民法第 958 条の 3（特別縁故者に対する相続財産の分与） 前条の場合において、相当と認めるとき
は、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養
看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によっ
て、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与える
ことができる。
民法第 255 条（持分の放棄及び共有者の死亡） 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は
死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
しかし、この判例によれば、本来ならば、特別縁故者がいない場合には、共有の敷地利用権
については、民法第 255 条により「他の共有者の共有持分となる」はずですが、「実践区分所有
法など」p．49「専有(住戸)部分と敷地利用権(共有敷地持分権)の関係について民法第 255 条が排除
された理由 」にて述べているように、区分所有法では、第 24 条にて「専有(住戸)部分と敷地利用
権(共有敷地持分権)の関係について民法第 255 条を排除」しているが故に、「民法第 958 条の 3 だけ
が生きることになり、特別の縁故があった者がいない場合には共有の敷地利用権(共有敷地持分権)
は国庫のものになる (民法第 959 条)。」のです。
民法第 959 条（残余財産の国庫への帰属） 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国
庫に帰属する。この場合においては、第 956 条第 2 項の規定を準用する。
(参照：別冊-p．629「区分所有者(住戸所有者)が相続人なく死亡した時の共有敷地は、特別縁故者への財産分与
の『対象』となるだけで、直ちに、特別縁故者への財産分与となるわけではありません。」)

※余談ですが、特別縁故者は、裁判所の認定を受けて共有敷地を相続(?)します。相続人がいな
い場合とは、相続人が相続を放棄したような場合もあるようです。そのような場合でも、ただちに
共有敷地が国家の物になるわけではなく、一旦は、相続財産法人への名義変更がされ、特別縁
故者を探す手続きはされるようです。
そして、特別縁故者と認定された方は、裁判所の認定を受けた者(不登法 63 条に準じる者)として
相続財産法人と共同しても単独でもいずれかの手続きで所有権移転の登記申請をして共有敷
地を承継します。

民法と不動産登記法での「不動産」の定義の違い―登記できるものは何か-不登法では、第 2 条一号で「不動産 土地又は建物をいう。」とされているように、「建物」・「土
地」だけを登記の対象である不動産として扱い、「土地」については、河川の敷地・海底は含みま
せん。なお、「建物」・「土地」は、それぞれ独立した登記対象です。
これに対して、民法第 86 条 1 項は「土地およびその定着物は、不動産とする」と規定していま
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すが、「定着物」というのは、建物のほかに、建物以外の工作物(道路・水路・鉄塔など)と竹木(およそ
すべての植物のことで、不登法にはない用語)を含む概念で、それらの工作物・竹木は、①土地の構成

部分と評価される場合と、②土地と別個の所有権の対象と評価される場合の 2 種類に分かれま
す。そして不登法では、②の中でも、建物に限って、不動産登記の対象としています。
区分所有法でも、不動産である「土地」と「建物」についての扱いが異なります。共有の土地は
共有物であり、建物の躯体などは共有物ではありますが共用部分です。このように扱いが異な
る理由のひとつには、不動産登記法の存在もあるようです。
民法 86 条 1 項では、「土地およびその定着物は不動産とする」とし、「定着物」とは、建物のほ
かに、建物以外の工作物(道路・水路・鉄塔など)と竹木(およそすべての植物のこと。民法で使用する言葉
で、不登法には登場しません。)を含む概念で、民法では不動産を「土地」と「定着物 (建物その他を含
む) 」とされています。また、「土地」についても、河川の敷地・海底などを含む法令もあるようで

す。
※登記の対象となる建物と対象とならない建物の種類
「民法第 177 条（不動産に関する物権の変動の対抗要件） 不動産に関する物権の得喪及び変更
は、不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）その他の登記に関する法律の定めるところに
従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とされています。この意味
は、「登記事項ではないことを第三者に対抗する手段はない」ということを意味します。
したがって、「何が登記の対象となる建物であり、何が対象とならない建物であるか」を知っ
ておくことは、マンション管理上でも実に重大な問題でもあると考えます。
不動産登記規則第 111 条（建物） 建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地
に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもので
なければならない。
不動産登記事務取扱手続準則第 77 条（建物認定の基準） 建物の認定に当たっては，次の例示か
ら類推し，その利用状況等を勘案して判定するものとする。
(1) 建物として取り扱うもの
ｱ 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし，上屋を有する部分に限る。
ｲ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし，屋根を有する部分に限る。
ｳ ガード下を利用して築造した店舗，倉庫等の建造物
ｴ 地下停車場，地下駐車場又は地下街の建造物
ｵ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし，半永久的な建造物と認められるものに限る。
(2) 建物として取り扱わないもの
ｱ ガスタンク，石油タンク又は給水タンク
ｲ 機械上に建設した建造物。ただし，地上に基脚を有し，又は支柱を施したものを除く。
ｳ 浮船を利用したもの。ただし，固定しているものを除く。
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ｴ アーケード付街路（公衆用道路上に屋根覆いを施した部分）
ｵ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等
※ちょっと余談ですが、区分所有法では、「土地」と「敷地」は明確に使い分けています
不動産登記法でも「敷地権」なる用語(参照：｢実践 区分所有法

など｣p．35｢登記官が職権で行う『敷地

権たる旨の登記』｣)が使われ、建物の建っている土地を表す意味で「敷地」という用語がつかわれて

いるようですが、区分所有法では、道路などと建物敷地を含めた広い意味で「土地」と表現し、
「敷地」という用語は、建物の建っている土地に限定して使われているように思われます。
そのために、区分所有法第 1 章の区分所有建物の章では「敷地」という用語が使われ、第 2
章の団地規定では、全体として「土地」という用語が使われ、第 70 条だけで、団地内建物のため
の土地でしかない土地について「敷地」という用語を採用しています。そういった意味では、「規
約敷地」という用語は、正しくは、「規約土地」とされるべきなのではとも考えます。

マンションのメゾネットは、3～4 階にあっても不動産登記法では「２階建」
メゾネットタイプとは、住戸内が 2 階層（以上）に分かれているもの（複層住戸）を指します。簡単
に言えば「内階段のあるマンション、アパート」ということです。
集合住宅において、通常の「フラットタイプ」に対する用語として使われるため、一戸建て住宅
はメゾネットに該当しません。また、賃貸アパートでよく見られる「ロフト」とも異なり、マンションや
アパートでありながら、2 階建ての一戸建て住宅のような構造を取り入れたものです。供給数の
割合はさほど多くないため、物件としての希少性があるでしょう。さらに、マンションでは 1 棟すべ
てをメゾネットタイプとする事例は少なく、通常のフラットタイプを中心としたプランの中で、例えば
最上階とその下階など、特定のフロアだけをメゾネットタイプとすることが多いようです。
不動産登記事務取扱手続準則第９０条（区分建物の構造の記録方法） 区分建物である建物が，例
えば，当該建物が属する一棟の建物の３階及び４階に存する場合において，その階数による構
造を記録するときは，「２階建」のように記録するものとする。

区分地上権
敷地権と区分地上権(普通地上権とは異なります)
地上権が民法 269 条の 2 の規定により設定されたいわゆる区分地上権であって、その目的お
よび範囲が建物の所有と矛盾しないものであることが登記上から明らかな場合(たとえば地下鉄を
通過させるための地下の一定の範囲について設定されている地上権の場合等)は、所有権が建物所有のた

めの敷地利用権(共有敷地持分権)となり、敷地権となる。
なお、一般の地上権が設定された土地については、地上権者は設定行為により定められた目
的の範囲内で排他的にその土地を使用収益する権利を有する。反面、所有者(地上権設定者)は、
地上権者の土地利用を妨げない義務を負うものと解される。
したがって、地上権が設定された場合は、その土地についての所有権者(地上権設定者)は、区
分所有建物を所有するための敷地権としての権利を失う。すなわち、地上権が設定された土地
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の所有権は、所有権者(地上権設定者)の専有(住戸)部分の敷地利用権(共有敷地持分権)にはなり得な
い。(「区分所有登記実務一問一答」p．126 より)
民法 269 条の 2（地下又は空間を目的とする地上権）： 地下又は空間は、工作物を所有するため、
上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、
設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることがで
きる。
２ 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する
場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の
承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又
は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができな
い。

区分地上権って何(普通地上権とは異なります)
---平成 22 年のマンション管理士試験より--民法の世界には、区分所有権とは全く関係のないと思われる、区分地上権(民法第２６９条の 2)な
る権利があるようです。
区分地上権は工作物所有に限られるようですが、その存在理由は、不動産の有効利用のた
めに、使っていない空間にモノレールや高速道路を通したり、地下に地下鉄を通したりするため
のようです。マンション管理にはほとんど関係ない権利のようですが、なぜかマンション管理試験
(2010 年)では出題されています。

区分所有法には、区分所有権はあっても、区分地上権についての規定は存在しませんから、
マンションなどでは、地下に地下鉄を通したりするため必要となれば、民法の規定である区分地
上権が適用されることになるようです。
マンションの敷地については、区分所有法第 22 条１項を見てください。
区分所有法 22 条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有
者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができ
ない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
敷地利用権というのはマンションを建てて土地を利用する権利のことをいいます。この権利と
マンションの部屋（専有部分）は、バラバラに売ったりすること(処分)が原則として禁止されています
(法第 22 条１項)。

ところが、先に述べましたように、一定の処分は特別に許されるというか、区分所有法には、
区分地上権についての規定は存在しませんから、マンションなどでは、必要となれば、民法の規
定である区分地上権が適用されることになります。
平成 22 年のマンション管理士試験の問５です。
問５ 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して「処分」することに該当しないもの
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はどれか。ただし、規約に別段の定めがないものとし、敷地利用権は所有権の共有持分である
ものとする。
１ （省略）
２ 敷地の共有者全員で、地下鉄敷設のため敷地の地下に区分地上権を設定すること。
３、４（省略）
〔答え〕 ２．
「処分」することに該当しないので正解。地下鉄敷設のため敷地の地下に区分地上権を設定
することは、専有部分と関連付けて行う(必要がありません。)ことはできません。したがって、区分所
有法第２２条の適用はなく、｢処分｣に該当しません(TAC 解説)。あるいは、区分地上権の処分は、
区分所有法第２２条の適用はなく、民法だけが適用されますということ(・・・中野)かもしれません。
民法第 269 条の 2（地下又は空間を目的とする地上権） 地下又は空間は、工作物を所有するため、
上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上
権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
２ 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、
その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することが
できる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使
を妨げることができない。
メモ
① 普通地上権は、竹木所有を目的とできますが、区分地上権では、竹木所有を目的とすること
はできません。工作物の所有に限定されています。
② 普通地上権は、土地そのものを目的とするものであり、地下と空間に効力があります。区分
地上権は、他人の土地の地価または空間について，上下の範囲を定めて設定されます。
すなわち、建物、トンネル、道路、送電線、橋梁（きょうりょう）などの工作物を設置するために
地下または空間の一定の層に限って設定します。地下の場合を地下権，空間の場合を空中
権ともいいます。
③ 区分地上権は、他に土地の使用収益をする者等がいても、その者の全員の承諾が有れば、
設立することもできます(２項)。

区分地上権の設定は区分所有者(住戸所有者)全員の同意が前提
区分地上権は、別冊 p．89 「区分地上権って何｣で記述し、「マンションなどでは、必要となれ
ば、民法の規定である区分地上権が適用されることになります。｣としましたが、その点をもうち
ょっと追求してみました。結果として、区分所有法の範疇から完全にはみ出た民法の範疇であ
り、最終承認には区分所有者全員の同意が必要なようです。このことは、不動産登記法も関係
してくるようです。

中野メモ

区分地上権は、｢工作物を所有するため、上下の範囲を定めて｣設定されます。たとえば、地
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下鉄や高架電線を通すための地上権です。
あるマンションの地下に地下鉄を通すためには、｢その権利またはこれを目的とする権利を有
する全てのものの承諾｣が必要とされています。
民法 269 条の 2（地下又は空間を目的とする地上権） 地下又は空間は、工作物を所有するため、
上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合において
は、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えるこ
とができる。
２ 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有す
る場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての
者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の
使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることが
できない。
したがって、マンションの敷地利用権(敷地権を含む)が所有権であれば、専有(住戸)部分の所有
者全員が土地を共有していますから、地下鉄の事業者はその全員と設定契約をする必要があり
ます。
また、敷地利用権が借地権あるいは地上権の場合、敷地権であるか否かにかかわらず、区
分地上権の設定契約は地主とすればよいですが、同時に、これを目的とする権利を有するすべ
ての者である専有(住戸)部分の所有者全員の同意を必要とします。
この他に、マンションにおける抵当権は、専有(住戸)部分と敷地利用権(敷地権を含む)を一体とし
ていますから、専有(住戸)部分の抵当権等を設定している全部の銀行などの承諾なども必要とな
ります。この承諾情報の添付が、区分地上権の設定登記の際には必要となります。
なお、当然のことですが、敷地権の目的たる土地について、区分地上権設定の登記はできま
す。

地下 30 メートル以上も地権者同意必要
表題は、ある新聞の見出しです。３月２０日の衆議院国土交通委員会で JR 東海のリニア中央
新幹線についての質問がなされました。その中で上部が地下３０メートル以上となる工事でも地
権者の同意が必要なことが明らかになったようです。地下４０メートル以上の大深度地下の工事
で住民の土地所有権がなくなるかのような同社のウソ説明が明らかになったとの報道です。
同社は、大深度法対象地域以外で一方的に３０メートルで線引きし、それ以上は補償しないと
説明していたそうです。議員の、３０メートル以上についても「個々の地権者の同意や承諾が必
要では」との質問に対して、法務省の金子審議官は、同意なく開発行為を行えば「土地所有権の
侵害にあたる」と答えたそうです。
※地権者・・・土地の所有権、または借地権などの使用収益権を有している者。したがって、
「地権者の同意」には、 土地所有者だけではなく、その土地の地上権者や抵当
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権者の同意も含まれると解されています。
※大深度法対象地域・・・ 人口の集中度、土地利用の状況その他の事情を勘案し、公共の利
益となる事業を円滑に遂行するため、大深度地下を使用する社会
的経済的必要性が存在する地域として政令で定める地域(大深度地
下の公共的使用に関する特別措置法第３条)

この問題は、リニューアルの問題であって、皆さんには関係ないと思われているかもしれませ
ん。しかし、これは、先に、別冊-p.89 で述べた「区分地上権って何｣に関係する問題なのです。
そして、別冊-p.90「区分地上権の設定は区分所有者(住戸所有者)全員の同意が前提」で述べて
いるように、区分地上権は、｢工作物を所有するため、上下の範囲を定めて｣設定されます。たと
えば、地下鉄や高架電線を通すための民法上の地上権です。
すなわち、皆さんのマンションの地下４０メートル以上の大深度地下に地下鉄工事をするため
にも区分地上権が必要なのです。この区分地上権を地上のマンション住人などの許可なく勝手
に権利行使できるのかの問題なのです。
その問題に対して、JR 東海が言っていたのが、地下４０メートル以上の大深度地下の工事で
住民の土地所有権がなくなる(少なくとも、大深度法の対象外の区分地上権の範疇は、民法の所有権の世
界なので、自然になくなるはずがありません。)、すなわち、マンション住人などの許可なく勝手に権利行

使できるかのようなウソの説明をしていたことなのです(政令で定められた「大深度法対象地域」でも、大
深度地下を使用する権利についての特別な定義規定はなく、大深度地下法には、大深度地下を使用する権利
についての特別な定義規定はなく、単に第 10 条において、「事業者は、対象地域において、この章の定めるとこ
ろに従い、使用の認可を受けて、当該事業者が施行する事業のために大深度地下を使用することができる。」と
定められているだけです。大深度地下の使用権については、不動産登記法に規定されていない権利であるた
め、登記することはできないと解されています。)。

今や、日本のいかなる地下深度でも、何らかの工事が進められる可能性を秘めています。奇
想天外な話ですが、いつ何時、知らないうちに、自分の住んでいる建物の大深度地下に軍需工
場が作られていましたなどとはさせませんように。

借地関連
借地権と賃借権とは一体何が違うの
｢借地権や定期借地権には、ともに、地上権と賃借権がある｣との記述発見。しからば、借地権と
賃借権は何が違うのか借地借家法を中心として調べて見ました
借地権と民法上の賃借権の違い
土地を借りるに当たって賃料を支払う約束をすると、土地の賃借権が発生します。そして、土地
を借りる目的が何かによって借地権が発生します。
具体的には、建物を所有する目的で賃料を支払って土地を借りると、土地に対する借地権が
発生します。
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ただし、借地権は建物所有目的の賃貸借契約だけでなく、建物所有目的の地上権でも借地権
は発生します。つまり、借地権には地上権のケースと賃貸借のケースの 2 種類があることになり
ます。一般的には賃貸借のケースが圧倒的に多いのですが、例外的に地上権のケースもありま
す。
建物所有目的以外の土地の賃貸借は、民法上の土地賃貸借であって、借地権は発生しませ
ん。このような賃借権は民法の対象となり、借地借家法の対象とはなりませんので、借りる権利
は借地権よりは弱い権利となります。存続期間は最長で 20 年。当事者の契約で 30 年と定めても
20 年になります。最短期間については特に制限がありません。契約期間満了の際の更新も 20
年を超えて設定できません(民法第 604 条)。資材置き場とか、駐車場契約などがその対象です。
借地権とは、その言葉どおりにとらえれば「土地を借りる権利」ですが、ただ土地を借りるだけ
ではなく、「建物を建て、そして所有する」ために土地を借りる権利です。
そして借地借家法においては、借地権は、「建物所有を目的とする地上権または土地の賃借
権」(借地借家法第 2 条一号)であると定義されています。借れる期間は、30 年より長く定めなければ
ならず、30 年より短い期間で定めた場合は 30 年となります。また、最長期間に制限はなく、期間
を定めなかった場合は 30 年となります(借地借家法第 3 条)。更新後の存続期間は最初の更新は
20 年以上、次の更新以降は 10 年以上で定めなければなりません(借地借家法第 4 条)。ここから、
借地権には「地上権」のものと「賃借権」のものがある、ということがわかります。
同じ借地権でも、地上権が元の権利である借地権と、賃借権が元の権利である借地権と何か
違いがあるのでしょうか？
まず、地上権は物権であり、地上権の場合の借地権は、地主の承諾なく自由に譲渡、あるいは
転貸することができます。
しかし、賃借権の場合の借地権の譲渡の場合には、「借地の譲渡承諾料」の言葉もあるとお
り、貸主である地主の承諾が必要であり、通常は、その承諾の際に借地人が地主に譲渡承諾料
を支払います。
ですので、借地権の譲渡、転貸等に関して必ず自身の承諾のもとに行わせたい、とお考えにな
る地主の方は、賃借権によって借地権を設定したほうがよい、ということになります。
次に、地上権には登記請求権がありますので、借地人に登記を請求された場合、地主は断る
ことはできません。
しかし、賃借権には登記請求権がなく、登記をするためには貸主の承諾が必要になります。
そのため、賃借権において借地権を設定した場合はおおかたの場合において登記はなされ
ず、建物の登記をもって借地権設定の判断がなされます。
また、地上権により借地権を設定した場合はその土地（底地）の物納はできなくなりますが、賃
借権による場合は物納は可能です。
実際の借地権設定はほとんどが土地賃借権で行われていますが、地上権、賃借権いずれによ
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り借地権を設定するかは、地主、借地人双方にとって影響をおよぼしますので、それぞれが将来
のことなどをよく考えたうえで設定をする必要があるでしょう。

借地権が区分所有権(建物)と分離処分できないその民法上の根拠
判例は、借地上の建物の所有権(区分所有権・・・中野注)の移転に付随して敷地の賃借権が移転す
る事を認めています。その法的な根拠は、建物所有権(区分所有権・・・中野注)を主たる権利、敷地の
賃借権を従たる権利と観念して民法第 87 条 2 項の「従物は、主物の処分に従う」とする規定を類
推して、従たる権利は主たる権利の処分に従うと構成されています。
建物所有を目的として土地を賃借し、建物を借地権者が建築した場合に、この建物の所有権
が他人に移転した時、借地権も建物所有権に随伴するか否かについて、判例はまず抵当権の
設定されている建物が競売された場合について、｢特段の事情がないかぎり、右建物の所有に
必要な敷地の賃借権も競落人に移転するものと解するのが相当である。・・・けだし、建物を所有
するために必要なす敷地の賃借権は、右建物所有権に付随し、これと一体となって一の財産的
価値を形成しているものであるから、建物に抵当権が設定された時は敷地の賃借権も原則とし
てその効力の及ぶ目的物に包含されるものと解すべであるからである｣(最判昭和 40《1965》・5・4 民
集 19 巻 4 号 811 頁)と判示する。

さらに、借地上の建物の売買契約が締結された場合にも、｢賃借地上にある建物の売買契約
が締結された場合においては、特別の事情がないかぎり、その売主は買主に対して建物の所有
権とともにその敷地の賃借権をも譲渡したものと解すべきである｣と判断した(最判昭和 47《1972》・
3・9 民集 26 巻 2 号 213 頁)。(｢これからのマンションと法｣p．235)
(参照：「実践 区分所有法 など」p．36 ｢敷地利用権の借地は登記されていても、いなくても、分離《別々の》処分
は認められません｣)

「登記されていない借地でも、分離(別々)処分は認めらない」との見解に対する疑問
---幾代通・民法総則〔第二版〕172 頁--「実践 区分所有法 など」p．36 にて、「敷地利用権の借地は登記されていなくても、分離
(別々)処分は認めらません」との見解を紹介しましたが、このことに疑問を抱く見解があります。

民法第 87 条第 2 項は、従物は主物の処分に従うと規定している。判例は、宅地に対する抵当
権の効力は、特段の事情のない限り、抵当権設定当時右宅地の従物であった石灯籠及び庭石
にも及び、抵当権設定登記による対抗力は、右従物についても生ずるのとしているが(最判昭 44
《1969》．3.28 民集 23 巻 699 号)、主物・従物が共に不動産であり、従物が独立の不動産として登記す

ることが可能であるような場合にも同様には解しえるかについては、疑問が呈されています(幾代
通・民法総則〔第二版〕172 頁)。「実践 区分所有法 など」p．36 の記述は、「登記されていない借地」

ですが、主物・従物が共に不動産の場合であることには変わらないため、実務の世界では、「登
記されていない借地でも、分離(別々)処分は認めらない」との見解は判例を基にした見解ですが、
一方的に納得してしまうことには慎重であるべきのようです。
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準共有(借地権)敷地の地代の支払方法について
準共有(借地権)敷地の地代の支払については、滞納地代は、共有敷地権利利用者全員の責
任で支払わなくてはならないとする不可分債務説(大判大 1・11・12 民集 1 巻 670 頁)、同じような説で
ある合有説と滞納地代は滞納した者が支払えばよく、他の共有敷地権利利用者には責任はな
いとする可分債務説(東京地判平 7《1995》・6・7 判例時報 1560 号 102 頁)があります。
不可分債務説にしても合有説にしても区分所有建物での敷地利用権の特殊性には対応して
いないようであり、現在は、可分債務説が有力なようです。
その根拠は、各区分所有者(住戸所有者)は、自己の所有する専有(住戸)部分の存立のために借
地権の準共有持分の設定を受けるものであり、他の専有(住戸)部分の存立のために敷地を使用
するものではないし、また、使用もできません。すなわち、各区分所有者(住戸所有者)は、敷地所有
者との関係でも、上記目的に限定された敷地を使用する権利を有するにすぎないのです。した
がって、その使用の対価たる地代支払い義務も各専有(住戸)部分ごとに可分と解すべきです。
ところで、マンションの分譲にあたっては、分譲業者が敷地所有者との間で一個の借地権の設
定を受け、その借地権の準共有持分を専有(住戸)部分の分譲とともに譲渡する場合があります。
この場合、敷地所有者としては、その地代債務について不可分債務であるとの期待を持つことも
考えられますが、敷地所有者も分譲業者との間で借地契約をする際、その借地権が細分化さ
れ、各区分所有者(住戸所有者)に譲渡されることを知っていて当然ですから、このような場合も原則
として、地代債務は可分債務と解すべきです(もちろん、敷地所有者と分譲業者との間で、地代債務を不
可分とする合意があり、かつ、それを各区分所有者に周知せしめていたような事情があれば別です)。(「現代マン
ション法の実務」p.119)(参照：「実践 区分所有法 など」p．39 ｢借地上のマンションの借地料は、持分割合に応
じて分割しての支払義務」)

つくば方式という定借方式があると聞いたのですが、どんな方式？なのでしょうか。
スケルトン定借の通称です。
「つくば方式」というのは通称で、「スケルトン定借（定期借地権）」という呼び名がこれからは一
般的になると思います。つくば市にある建設省建築研究所で開発されたことから、「つくば方式」
と呼ばれるようになった経緯があります。
※ スケルトン定借（つくば方式）

ケンプラッツより

1992 年の借地借家法改正に伴って、定期借地権制度が誕生した。この制度では、借地期間を
50 年以上のある期間に取り決め、満了すると返さなければならない「一般定期借地権」（借地借家
法 22 条）(特約は、書面による。公正証書とはしなくてもよい。)や、30 年以上経過後に建物を地主が買い

取ることのできる「建物譲渡特約付き定期借地権」（23 条）(特約は、書面も公正証書も必要ない。)、10
年以上 20 年以内で事業用に限る「事業用定期借地権」（24 条）がある。このうち、共同住宅（マンシ
ョン）の分譲方式の一つとして、22 条と 23 条を組み合わせてつくられたのが、スケルトン定借「つく

ば方式」（建物譲渡特約付き定期借地権）である。旧建設省建築研究所（茨城県つくば市）と民間企業
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が開発した方式であることから、通称「つくば方式」と呼ばれる。
建物の入居者は、建物を耐久性の高いスケルトン（躯体）とインフィル（内装、設備）に分けてつく
っておく。30 年間は建物購入費を返済しながら、借地代を支払う。30 年後に、入居者は建物譲渡
特約によって建物のスケルトン部分を土地所有者に譲渡することができる。
入居者はその後も住み続けることができるが、土地所有者の権利が借地権から借家権に変
わる。入居者は、建物の譲渡金を 30 年（または 20 年以上）に分割した額を家賃から延べ払い的に
相殺してもらい、その差額を土地所有者に支払う。30 年までの土地代と、30 年後に支払う家賃
から建物譲渡金を延べ払い的に相殺した額は変わらない。60 年以降は、一般の賃貸アパートに
変わる。
つくば方式では、権利金や保証金などを一時金として払うのではなく、基礎地代として 30 年に
分割した払い方も設定されている。
つくば方式の第１号棟では、一時金なしとし、権利金相当分を 30 年にならして基礎地代とし
た。こうした措置は、入居者にとって支払いが軽減されると同時に、土地所有者にとっても税金
の負担が軽減されるため、双方にメリットがある。
■質問
Q（1） 建物（スケルトン）を 30 年後に地主が買い取るということですが、その値段はどうやって決ま
るのですか。初めから建設費の何％という取り決めがあるんでしょうか。
A1） つくば方式の標準約款というものがつくられており、細かく決められていますが、30 年目の
スケルトンの買取価格はスケルトン再建築費×40％＋修繕状態による増減となっていま
す。
当初スケルトンの建築費が 2000 万円として、30 年後に同じ物を建設するのに 4000 万円
とすれば、その 40％の 1600 万円が買取価格となります。さらにスケルトンに修繕費がかけ
られていれば増額し、修繕されていない老朽化や破損がある場合は減額される計算方法が
定められています。
Q（2） 30 年後に建物（スケルトン）にトラブルがあったら、地主が責任を負わなければならないので
しょうか。
A2) 30 年目に入居者は大規模修繕をすることが定められており、その後地主が買い取るので、
そこまでは地主の責任はありません。もし修繕をしない場合は１）の計算方法で減額した価
格で地主が買い取ります。
Q（3） 60 年後からは賃貸になるということですが、その段階で内装部分（インフィル）を地主が買
い取るのでしょうか。内装をリフォームした人と、していない人の価値の違いは発生するので
しょうか。
A3) 60 年後は入居者はインフィルを撤去して退去するのが原則です。ただし賃料の 6 カ月分を
支払うことで免除されます。
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Q（4） 例えば、80 年後に建替えが必要になれば、その時の住民の居住権は発生するのでしょう
か。
A4) 61 年目からは通常の定期借家になりますので、その法律で判断します。
「定借マンションガイドブック」 監修 建設省住宅局民間住宅課 (財)土地総合研究所定期借地権活用住
宅研究会 ぎょうせい 2,762 1997.9.25

建設省住宅局民間住宅課より委託を受けて、「定期借地権活用住宅研究会｣がまとめた定期
借地権分譲マンションの企画から維持管理全般にわたる課題と対応策について土地所有者・デ
ベロッパー・居住者にとって実務上有用な部分についての報告集です。
特に、第 6 章の｢定期借地権付分譲マンション管理ガイドライン｣は、定期借地権マンション管理
規約モデル(案)・コメント(案)、定期借地権マンション管理委託契約書モデル(案)・コメント(案)、定期
借地権マンション業務委託契約書モデル(案)・コメント(案)、定期借地権マンションの維持管理計
画等、現在の各自標準管理規約や委託契約書を補いながら定期借地権マンション規約や契約
書の参考になる資料等とともに、定期借地権マンションにおける、土地所有者との関係や建物の
良好な管理のあり方等に関する具体的指針が提案されています。

底地について
｢底地｣という用語についての理解のために---敷地への抵当権設定の際の事例--｢実践 区分所有法 など｣p．29 において、「『敷地』と『底地』(敷地利用権《共有敷地持分権》を「底地」と
表現することへの疑問)｣で区分所有法の解説で「底地」との用語の使い方について疑問を呈しまし

たが、民法の敷地に対する抵当権の設定(地上権との関係)などの際には「底地」なる概念が必要な
ようです。
この民法上(地上権との関係。条文にはない用語です。)の「底地」なる概念があります。この「底地」と
の用語を転用して区分所有法の解説などでも使用しているように思われますので、その是非を
検討してみました。
※ 民法上での敷地と底地の相違
更地(さらち)は、建造物等の上物(うわもの)のない状態の土地の事をいいます。一般に、土地の価
値は更地(さらち)が一番高い。
これに対して、土地利用権の付着した(地上権や借地権の設定された)状態の「土地」を底地といい
ます。底地の価値は更地より格段に低い。底地を所有していても土地を利用することができない
からです。
すなわち、法定地上権が成立する場合に、建物の買受人 Y は建物所有権だけでなく地上権や
借地権という土地利用権を取得します。土地所有者には、利用権の無い底地としての価値(所有
権)だけが残ります。

建物に法定地上権が成立するということは、土地の買受人が取得するのは底地だけ(土地の所
有権)となります。土地の買受人には土地利用権はなく、逆に建物所有者は土地利用権としての
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地上権や借地権の主張をすることができます。
※「底地」の範囲についての理解のために
抵当権設定時に土地と建物が存在している状況で、土地だけに抵当権が設定されたとしま
す。その後、建物が滅失し新建物が再築された場合、新建物のための法定地上権が成立します
(民法第 388 条)。
民法第 388 条（法定地上権）： 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土
地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至っ
たときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合にお
いて、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

ただし、法定地上権成立の範囲は原則として旧建物と同一範囲です。抵当権設定当時に建物
が存在する以上、土地の抵当権者は土地を底地としてだけの評価しかしています。したがって、
法定地上権が成立しても土地の抵当権者を害しません。しかし、新建物のためのあまりがっちり
した強固な法定地上権が成立すると、土地の抵当権者として予期しない負担になるので、「旧建
物と同一の範囲」でのみ法定地上権は成立します。
※結論
民法上での「底地」という用語表現は、土地の本来の所有権(甲区登記の)と、その土地の利用
権を分けた上で、土地本来の所有権(甲区登記)を表わす用語表現として「底地」なる「用語」が使
われ、「底地」の上に、土地(底地)の利用権としての敷地地上権(乙区登記)や借地権があるのだと
考えます。
したがって、区分所有法の解説書などで時々使われる建物の建っている敷地を表現するため
に、敷地の範囲をあらわすための「一筆」という用語ではなく、「底地」との用語を使うことは、改
めて、正しい用語の使い方ではないと認識します。
また、建物が建っている部分だけを表わす表現としてし「底地」との用語を使うことも、その本
来の意味から考えても正しい用語の使い方ではないと考えます。
※「底地」の表現についての実例
① 一筆の土地に数棟の区分建物を建設する計画にもとに、まず第１棟の区分建物を建てて分
譲しようとするとき。その一筆を一棟の底地ごとに分筆すれば特段の問題はないが、・・・
※ 数棟の区分建物を建設・・・この場合の「区分建物｣は、分譲建物を数える単位を棟として分
譲建物全体を一棟として表現している(参照:別冊-p．52「どちらを 定義
しているかを独自に判断することを要求されてる不動産登記法の「区分建物」の定義」)。

※一棟の底地・・・ 敷地全体を一筆として表わし、一筆の一部分である一棟の建物の建築面積
的意味で「底地」が使われている。

みなし規約敷地の対象敷地は、建物の底地が対象ではありません
みなし規約敷地の対象敷地は、建物の建っている一筆の敷地の一部が建物の敷地でなくなっ
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た場合の規定ではありません。建物が二筆以上の敷地にまたがって建っていた場合に、建物が
当該敷地の一筆(特定の筆)の敷地部分に存しなくなった場合の規定です。
建物は、一筆あるいは複数の筆の敷地上に建っていることが前提であるべきなのに、区分所
有法の参考書などでは建物の敷地を「底地」といった表現を使う場合が多いです。
この認識で規約敷地の事を判断すると、混乱が生じます。すなわち、建物が一筆の敷地の上
に建っていたとしても、その建物の一部が滅失した場合でも、当該建物の一部が存在した底地も
みなし敷地と見なされるといった間違った認識を与えてしまう危険性があります。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．29｢『敷地』と『底地』(敷地利用権《共有敷地持分権》を「底地」と表現することへ
の疑問)｣、p．53or p．52「分筆された敷地も、みなし規約敷地となります」)

不動産登記法上からも、文献の「底地」という用語の使い方間違っています
区分所有法で、敷地利用権が地上権または賃借権の場合、専有(住戸)部分と分離処分が禁止
されているのは、敷地の地上権または賃借権です。したがって、不動産登記法では、「底地」に
あたる土地所有権は敷地利用権ではないですから、その移転等の登記は自由にすることができ
るとされています。
すなわち、不動産登記法上では、底地とは、敷地利用権そのものの一部分ではなく、地上権
や賃借権である敷地利用権の設定前提条件としての土地所有権です。したがって、底地そのも
のは、分離処分の対象ではなく、敷地利用権としての地上権または賃借権の役割は変わらなく
ても、土地が分離処分(売買)され敷地所有者が変り、地代の支払い相手も変わることはあり得る
のです。
不動産登記法の解説で以下のように説明されています。
●賃借権について敷地権たる旨の登記がある土地についての売買を原因とする所有権移転の
登記の申請は、その売買が賃借権が敷地権の目的となった後にされた物であっても、すること
ができる。なぜなら分離処分が禁止されているのは、敷地権である賃借権と区分建物だからで
あり、土地所有権はこのことと無関係だからです。
「実践区分所有法など」p.29 において、「底地」という用語の間違った使い方を批判する見解を
示している「区分所有法の文献(「新しいマンション法」p．12、「新版注釈民法(7)」p．627)等では、敷地利
用権(共有敷地持分権)について、区分所有法の『建物が所在する土地』が建物＝分譲建物(分譲マンシ
ョンを含む)(本体)の存立および使用に必要な範囲の土地なのだと理解し、建築基準法の建築面積

的な解釈、あるいは、建物が上に乗っかっている範囲に限定して、『底地』という用語を使ってい
ます(参照：別冊-p．97 「『底地』という用語についての理解のために」)。『底地』とは、「借地権の設定され
た土地」(広辞苑)とされており、本来は、『借地権(地上権または賃借権)の付いた底の部分の土地』、
あるいは、『更地』に対して土地利用権の付着した土地といった意味のようですし、敷地は『筆』
単位でカウントされていく現状から考えると、敷地利用権(共有敷地持分権)を土地の単位の『筆』を使
わず、『底地』と表現することは誤解を生みやすいと考えます。」の記述は、不動産登記法上から
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も正当性を持つと考えます。
なお、文献著者の「底地」という用語に対する不正確な使用方法は、読者により理解しやすい
ようにとの意図とは考えますが、結果として、敷地が地上権または賃借権の場合などの場合で
は、不動産登記法の理解(敢えて言うなら、区分所有法の敷地利用権の理解そのものに)に混乱を起こす
ことになるでしょう。

「管理組合」について
何か変な「管理組合とは何ですか?」の回答
――「マンショントラブル法律 Q&A」の記述批判---「マンショントラブル法律 Q&A」の「管理組合とは何ですか?」の回答を読んでいて何か納得しき
れないものを感じました。
ひとつは、「法律上は管理組合が成立していても、事実上は、設立されていないことがありま
すがそのような場合には、集会を開催して管理組合を設立する必要があります」との記述です。
この記述の、全ての管理組合が改めて組織されなくてはならないような表現では、区分所有
法で規定されてる第 3 条の団体の説明としては実に不十分であり、よくある、「しかし管理組合は
組織されていない場合もある」といった間違った認識に正しく反論できないことになります。
法律上は、マンション管理のための団体としてはすでに構成されていることが法第 3 条により定
められています。
この第 3 条の団体は、通称、管理組合あるいは自冶会と称されている場合もあります。しか
も、この第 3 条の団体は、当然に構成はされていても実体を伴わない場合も有ります。
したがって、実体を伴なつた第 3 条の団体とするためには、区分所有法に基づいて、集会(総会)
を開き、管理規約(規約)を決め、多数決の原則で運営され、管理者(に擬制された理事長)を置き、集
会(総会)の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることによって『権利能力なき
社団』(「解説 新・条文にない民法」p．015)となることのできる組織(最判昭 39《1987》.10.15)とすることが
必要なのだと考えます。
この団体がマンション標準管理規約で定義されている管理組合です。同様の目的で登記され
た法人を「管理組合法人」といいます。
すなわち、この著作のような、単に「管理組合を設立する必要があります」では、法第 3 条です
でに構成されている(設立されている)はずの管理組合が、なぜ、改めて「設立する」必要があるの
かの疑問が生じます。
すなわち、法第 3 条の団体に対する正しい認識のものとで、「すでに構成されている法第 3 条
の団体を『権利能力なき社団』としての管理組合として設立する必要があります」といった表現が
されるべきなのだと考えます。
もうひとつは、「管理規約の設定には、区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上の多数の賛
成決議が必要です。また、区分所有者全員が集会に出席していれば問題ありませんが、欠席し
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た者がいる場合には、招集通知等に記載されていた議題以外の事項については、決議すること
はできません｣との記述です。この記述は間違いだと考えます。
なんとも不思議な記述です。「管理規約の設定には、区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以
上の多数の賛成決議が必要です。｣までは正しいと考えます。しかし、「区分所有者全員が集会
に出席していれば問題ありませんが、欠席した者がいる場合には、・・・・」の部分では大きな疑
問を感じます。
「欠席した者がいる場合には、招集通知等に記載されていた議題以外の事項については、決
議することはできません」の記述です。
「招集通知等に記載されていた議題以外の事項については、決議することはできない｣のは、
集会(総会)での特別決議事項の決議の原則であり、欠席者がいるかいないかは関係ありません。
区分所有法では、集会(総会)成立の定数の条件もなく、欠席者がいても(全員が出席していることは
喜ばしいことですが)、集会(総会)は開催でき、規約では、集会(総会)の開催の定数が定められている

のが一般的であり、その決められた定数さえ確保されていれば欠席者がいても、集会(総会)は開
催でき、いずれの場合も、区分所有者全員を対象とした 4 分の 3 の特別多数による議決が要求
されているだけです。
また、招集通知等に記載されていた議題以外の事項については、決議すること」について、「区
分所有者全員が集会に出席していれば問題ありません｣とされていいますが、これには問題が
あります。
本来は、議題の事前の通知が原則であり、法第 36 条で定められている召集手続きとしての事
前に議題のしらせることが必要ないのは、単に「区分所有者全員が集会に出席」なのではなく、
「区分所有者全員が同意」に基づく集会(総会)の開催決議の場合です。この点についても、この著
者の記述には問題点が多いと考えています。
(追 1)
この記述の「区分所有者全員の出席」と｢招集通知にない議事の決議｣をテーマに考えられる
のは、法第 36 条の｢集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開
くことができる｣との規定であり、この場合は、事前の議案の提示は要求されていません。
しかし、この条文では、「全員の同意｣が前提であっても、全員出席が前提との解釈はされてい
ません。欠席者がいても、当該欠席者の同意があれば集会(総会)は開催することはでき、決議は
行えます。
ただ、「欠席者がいても、｣の解釈に異論を唱えているのは、当方の記述だけのようです。(参
照：「実践 区分所有法 など」p．196or p．194 「全員の同意を得ての即日集会は、『全員の参加があるときは』と
明記すべきなのだと考えます。」)

(追 2)
※ ㈱税務経理協会-1 吉田朋弁護士への問い掛け
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だいぶ古い書籍である｢マンショントラブル法律 Q&A｣記述内容について確認の意味を含めて問
い合わせます。
貴書の｢マンショントラブル法律 Q&A｣p8 の記述の Q2-1「管理組合とは何でしょうか」の中で、｢管
理規約の設定には、区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上の多数の賛成決議が必要です。
また、区分所有者全員が集会に出席していれば問題ありませんが、欠席した者がいる場合に
は、招集通知等に記載されていた議題以外の事項については、決議することはできません｣との
記述がありますがこのアンダーラインの部分の記述についての現在の認識をお尋ねします。現
在でも、この記述は正しいとお考えでしょうか。
回答-1
最初のご質問についてですが、招集通知等に記した事項についてのみ、決議することができる
のが原則です。（区分所有法 37 条 1 項）
また、例外として、同 2 項において、特別決議にかかる事項以外については、規約で別の定め
をすることは可能とされています。さらに、1 項の場合でも、一切の修正も認めないのかという点
については、実質的同一性の範囲内にある限り、決議はなし得ると解されています。
再質問
当方の質問の仕方も悪いのでしょうが、「招集通知等に記した事項についてのみ、決議するこ
とができるのが原則です。（区分所有法 37 条 1 項）」とのご返事ですが、このことには異論はありま
せん。
問いかけているのは、貴書の「管理規約の設定には、区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以
上の多数の賛成決議が必要です。また、区分所有者全員が集会に出席していれば問題ありま
せんが、欠席した者がいる場合には、招集通知等に記載されていた議題以外の事項について
は、決議することはできません」との記述です。この記述の仕方から、「欠席した者がいる場合に
は、・・・・・、決議することはできません」と理解できる記述に対する疑問なのです。
区分所有法上からは、理論的には、集会決議での定数は決められておらず、欠席者がいても
集会は成立し、あくまで区分所有者数と議決権だけのカウントで議決はできます。
また、マンション標準管理規約上でも総会成立の定数は議決権の半数以上の出席であり、決
議要件は普通決議と特別決議では異なりますが、欠席者がいても決議はできるのでないでしょう
か。しかも、ここでの記述は、一般的な総会での決議方法につての記述であって、「招集通知等」
の手続きを前提とされていることからも、法第 36 条に基づいた集会手続きではないと判断しての
疑問点です。(参照：別冊-p．245 「特別決議事項の決議要件について」)

管理組合と自治会一体化への共鳴できる提案
--「建物区分所有法の現代的課題」より--1962 年区分所有法当時のものですが、管理組合と自冶会の関係についての共鳴できる認識
の論文があったので転記しました。
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「建物区分所有における管理には、建物・敷地などの物理的施設管理とそれ以外の居住管理
(コミュニティ)の二つがあり、しかも、この二つには、本来、わかちがたいほど渾然一体をなしている

面が少なくないのであるから、両者を一本化・一体化して管理すべき性質のものであるといえよ
う。
ところが、建物区分所有法は、ごく小規模な一棟二戸建の区分所有から、きわめて大規模な
数十百戸からなる区分所有に至るまで、全ての区分所有に広く適用されることになっていて(この
ことは、民法旧 208 条が、建物区分所有法の制定で削除されたことからも明らかである。)、ごく小規模な区分

所有では、コミュニティ管理というほどのことも生じないため、一応、この二つの管理を分離して、
物理的施設管理の方に重点をおいた規定内容になっているだけのことなのではないか。
しかも、建物区分所有法が、右の二つの管理を一本化・一体化する途をとざしているわけでな
いことは、同法 5 条 1 項(2002 年改正区分所有法第 6 条 1 項・・・中野注)が「建物の管理又は使用に関
する」区分所有者相互の関係のメルクマールとして「共同の利益」ということを持ち出していること
が同条項が民法 1 条 2 項(信義則)・3 項(権利の濫用の禁止)と同趣旨の規定と見られること、さらに
同法 23 条(2002 年改正区分所有法第 30 条・・・中野注)が「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理
又は使用に関する区分所有相互間の事項」について規約を設定することをみとめていること、し
かも、右にいう「使用」はかなり広義の言葉と解しうることからうかがわれるのであり、したがっ
て、管理の一本化・一体化は、同法の定める特別的な管理制度を利用することによって可能な
はずであって、むしろそうするのが管理の本筋であろう。
この点で、従来、物理的施設の管理とそれ以外のコミュニティ管理を分け、前者は管理組合で
後者は自冶会でという二本立て管理方式(この場合、管理組合は建物区分所有上の特別手貴管理制度に
依拠するのに対し、自冶会は建物区分所有法以外の一般法理によるものである)がかなり広く行われている

が、これは問題であって、むしろ管理方式としては好ましくないのではなかろうか。
というのは、この方式では、管理事項のいかんによっては、管理組合と自冶会の双方の管理
が関連・競合することが少なくなく、特に、共用部分・敷地の使用上の利害の対立があり、経費な
どの点で賛成と反対が伯仲していて容易に決着がつかないような状態にある場合には、賛成
派、反対派がそれぞれ管理組合、自冶会を拠点に相争い管理の混乱・紛糾を増大するおそれ
があるからである。したがって、かような点からしても、なるべく管理は一本化すべきであろうと思
われる。(「建物区分所有法の現代的課題」p．85)」
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．67 p．66 「コミュニティーは自冶会の専売特許ではない」)

管理組合の結成方法・・・?
--おかしなことを提案するものだ。と思われた方も少なからず居られるでしょう。-この表題を見た方の中には、おかしなことを提案するものだ。と思われた方も少なからず居
られるでしょう。
確かに、区分所有法第 3 条では、マンションでは｢全員で、建物並びにその敷地及び附属
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施設の管理を行うための団体｣は、すでに構成されているとしています。
このことを根拠に、マンションに管理組合はすでに構成されており、改めて結成する必要は
ないと考える方も多いと思われます。反面、管理組合のないマンションもあると主張される方
も居られます。
この認識の混乱は、区分所有法第 3 条で規定する団体(俗称では、「管理組合」と呼ばれていま
す。)には３種類(以上?)あるということを正しく理解していないことから生じます。

区分所有法では「管理組合」との用語はありませんが、区分所有法第 3 条でいう｢団体｣は、
以下の三つ(以上?)の団体を含んだ総称概念ともいえ、一般に「管理組合」と呼ばれています。
①管理組合法人の場合、②管理組合が権利能力なき社団である場合、③管理組合が権
利能力なき社団と認められない(管理者・規約・総会の開催のいずれかの一つ以上が規定されていない)
場合です。
そして、現実に、管理者如き人が居り、その人が管理費を集めているが、集会(総会)が開か
れたことはなく、その管理者如き人は、いつ誰が選んだのかもはっきりせず、規約もない(法第
45 条 2 項による全員の承認もなく、法第 31 条 1 項の規定にもよらないものは規約としての効力はない)マンシ

ョンがありました。まさに、管理組合のないに等しい実態のない(権利能力なき社団と認められない)
管理組合のマンションです。
そういったマンションでトラブルが生じた時、区分所有法に沿った問題解決ができるように
実態のある(権利能力なき社団と認められる)管理組合を構成するにはどうしたらよいのかの提案
です。
なお、構成員がごく少数の場合が多いようですが、定期的な集会(総会)も開かれず、規約も
ないマンションが点在するようです(3 軒ほどの存在を確認しています)が、そういったマンションの構
成員は、身近に生じたトラブルには反応するようですが、その原因が集会(総会)も開かれず、
規約もない事にあることには気付かず、そのために、自分たちのマンションの資産価値評価
が他の同程度のマンションに比べて低いことに気付づいていないことに一番の問題点がある
ようです。

・・・中野メモ

区分所有法第 3 条では、「分譲建物(分譲マンョンを含む)関係の成立と同時に区分所有者(住戸所有
者)は、全員で、共用部分を含む「分譲建物(分譲マンョンを含む)」本体並びに共有の敷地または共有

の分譲建物(分譲マンョンを含む)附属の建物(これらに関する準共有の権利を含む)と分譲建物(分譲マンョンを
含む)の付属物及び工作物の管理を行うための事務的な処理をする(多数決によって決定するための)

団体を当然に構成します」としています。このことをさして、分譲建物(分譲マンョンを含む)には管理組
合が当然にあるのだと称されるのです。したがって、この団体が実態のある管理組合であるかど
うかとは別の問題なのです。
しかし、この団体(法第 3 条の団体)は、この区分所有法の決めるところにより管理を行うために、
集会(総会)を開き、「規約」を決め、管理者(に擬制された理事長)を置くことができます。
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しかし、これらのことは｢できる｣であって任意です。そのために、これらのことを実行することに
よって初めて、｢権利能力なき社団｣としての実態のある管理組合」となります。
管理者が存在していない、あるいは、管理者如き者がいつ選ばれたのか分からないような(原
則として、集会で選ばれなくては区分所有法上の管理者とはいえません。)管理組合(法第 3 条の団体)が、新

たに、｢権利能力なき社団｣としての実態のある「管理組合」を構成させる手だての第一歩は、区
分所有法第 34 条 5 項を根拠にして、区部所有者(住戸所有者)の頭数の 5 分の 1 以上で、かつ、議
決権の 5 分の 1 以上を有する者たちだけで、管理者や規約を決めるための集会(総会)を招集する
ことです。
区分所有法第 34 条 5 項 管理者がないときは、区分所有者の(頭数の)5 分の 1 以上で議決権
の 5 分の 1 以上を有するものは、集会(総会)を招集することができる。
ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
区分所有法には、集会(総会)成立のための定足数の規定がありませんから、集会(総会)の出席
者人数についての制約はありませんので、極端に言えば、招集者の一人の参加でも集会(総会)
は成立します。ただし、最小限、区分所有者(住戸所有者)の頭数の 5 分の 1 以上で議決権の 5 分の
1 以上を有する者の出席を確保することが望ましいといえます。
しかし、実態のある管理組合としての「権利能力なき社団としての管理組合」を作るためには、
前提条件として、規約の作成が必要(法第 30 条)です。
規約の作成には、集会(総会)で区分所有者(住戸所有者)の頭数と議決権の両方で４分の３以上の
賛成を得ることを必要とします(法第 31 条 1 項)。
したがつて、規約の作成のためには、マンション構成員である区分所有者(住戸所有者)の頭数と
議決権の両方の４分の３以上の積極的な協力が必要となります。
権利能力なき社団・・・ 「団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原則が行なわれ、
構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその
組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体とし
ての主要な点が確定しているものでなければならない」(最判昭 39・10・
15)

人の集合体であって、ここの構成員を超えた独立の単一体として存
在し活動するものを社団というが、このうち、同窓会、町内会、PTA な
どのように、社団(法人)と同じような実態を有する団体でありながら法
の規定がないために、法人格の与えられていない団体を、権利能力
なき社団という。法人ではないが、法人としての実態を備えている団
体をできるだけ法人と同様の扱いをしようとするための概念。
管理者を選ぶ事は、集会(総会)を開いて、区分所有者(住戸所有者)の頭数と議決権の両方の 2 分
の 1 以上の賛成を得ることによってできます(法第 25 条)。
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すなわち、管理者は、全区分所有者(住戸所有者)の頭数と全議決権の両方の 2 分の 1 以上の賛
成を得ることで(法第 25 条)、規約は、全区分所有者(住戸所有者)の頭数と全議決権の両方の４分の
３以上の賛成を得ることが証明されるだけで(法第 31 条 1 項)、目的は達成できます。
こうやって、管理者と規約とが決まれば、実質的な「権利能力なき社団としての管理組合」を機
能させることが可能となります。
なお、規約もなく、集会(総会)も開催されたことのないようなマンションでのトラブルのさしあたっ
ての法的解決手段は、私人間のルールである民法の規定を採用するしかないと考えます。
たとえば、管理費だけは、管理者如き者(集会で選ばれなくては区分所有法上の管理者とはいえませ
ん。)によって徴収されているが、その収支の報告もされていないような場合、さしあたっての問題

解決の法的手段は区分所有法だけではなく、民法も取り入れて、管理費の徴収などは、マンショ
ン管理上のやむを得ない保存行為(法第１８条１項ただし書)としての管理者如き者(集会で選ばれなくて
は区分所有法上の管理者とはいえません。)による民法の事務管理(民法第 697 条)による寄託行為(民法
第 657 条)と捉え、収支の報告については、民法の事務管理上の報告義務(民法第 701 条)として要

求していくべきでしょう。
このように、「権利能力なき社団としての管理組合」がないマンションで起きるトラブルの多く
は、区分所有法の規定だけや規約では対処できないために、個々の問題ごとに民法の規定に
あわせて対応せざるを得ないことになります。
従って、「権利能力なき社団としての管理組合」がないマンションでは、特別法である区分所有
法でしか対応できない、たとえば絶対的規約事項違反、相対的規約事項違反等のトラブルの場
合は、対処する方法がないということも生じます。
事務管理行為・・・ 法律上の義務がないのに他人の事務を処理する事。他人の事務を
行うという意味で委任と共通する。しかし、たのまれもしないのにやって
いるという点が委任と異なる。
事務管理者には、委任の「報告義務」「引渡し義務」「金銭消費の責
任」は全て準用されるが、報酬、費用の前払い請求、の準用はない。利
息の支払いや委任者の無過失責任を定めた第 650 条の準用もない。
別に契約をしたわけではなく、又特に頼まれもしないのに、他人の仕
事を行うこと。
民法第 697 条（事務管理） 義務なく他人のために事務の管理を始めた者（以下この
章において「管理者」という。） は、その事務の性質に従い、最も本人

の利益に適合する方法によって、その事務の管理 （以下「事務管
理」という。）をしなければならない。

２ 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知する
ことができるときは、その意思に従って事務管理をしなければな
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らない
寄託契約・・・ 手荷物の一時預かりのように、物の保管を目的とする契約。金銭や物品を
他人に預け，その使い道や処理を頼むこと。当事者の一方（受寄者）が，相手
方（寄託者）のために物を保管することを内容とする契約。受寄者がその物を
受け取ることによって成立する。
民法第 657 条（寄託） 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを
約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
民法第 701 条（委任の規定の準用） 第 645 条から第 647 条までの規定は、事務管理
について準用する。
第 645 条（受任者による報告） 受任者は、委任者の請求があるときは、い
つでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後
は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
絶対的規約事項・・・ 必ず規約で定めなければならない管理事項
相対的規約事項・・・ 規約以外の方法、例えば集会の決議でも決定することができる管
理事項
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p.57 or p.56「『管理組合』とは」、p.59「管理組合は任意団体ではありません」、
p.61「作っても作らなくても良い《任意的な》のは、権利能力なき社団としての『管理組合』」、p.385or p.381「区分
所有法と『規約』との関係について」)

とは言いながら、現実には管理組合がないマンションも
表題は、「マンショントラブルを防ぐ基礎知識」の記述の一節の表題です。区分所有法では
管理組合は既に構成されていると説明されている場合が多く、この説明に対して、「現実には
管理組合がないマンション」もあると反論される場合が多いです。
この書籍でも、マンションには管理組合はあるのだとしていながら、管理組合を立ち上げる
手続きを解説しています。ただ言葉足らずなだけなのです。確かに管理組合はあるのです。た
だ、この著者のマンションは、管理者がいて規約のある権利能力なき社団としての管理組合
ではなかったのです。そのような管理組合では、マンションの管理組合としては機能しないの
です。そのために管理組合がないに等しかったのです。
ここで解説されているのは、管理組合として機能すべき、権利能力なき社団としての区分所
有法に基づいた管理組合の作り方です。
区部所有法の基本を突いて、非常にわかりやすく解説されている一文なので転記してみまし
た。
管理組合は、名前はどうあれ初めからあるもので、うちのマンションには管理組合がないと
か、そんなものは知らないというのはおかしい、とはすでに述べた。この大前提を知ったうえで、
管理組合の運営に当たれば、かなり多くの問題が解決するはずである。
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とはいえ、冒頭に恥をしのんでお話しした私の体験(かの事件で有名な倒産した管理会社榮光が管理
するマンションの外部区分所有者の一人であった…中野)にもあるとおり、現実には区分所有者主体の管

理組合が実体として活動していないというマンションも、まだまだたくさんある。たいていは新築
分譲時にとりあえず分譲会社がつくった管理規約にのっとって管理がスタートし、そのまんま何
年も経過している場合が多く、総会も開かれず理事長の選出も行われないまま、規約上は管理
会社が管理者だったとか、元地権者など、一部の人がずっと理事長の座にあって、自分のいい
ように運営していたといったことが、何か問題があって初めて発覚し、騒ぎになるケースがあとを
絶たない。ただ、万一、いまの皆さんのマンションがそんな機能不全な管理体制のもとに管理さ
れているとしても、「このままではまずい」と気づいた段階で立ち上がれば、決して手遅れではな
い。もちろん、それなりの時間と努力が必要だが、区分所有法にのっとって、正しい手続を行って
総会を招集し、開催し、管理規約をつくり、決議を行うといった手順を踏めば、区分所有者主体
の管理に移行することは可能なのだ。
そこで、以下に、私が冒頭の栄光事件の際に管理組合を立ち上げた際の手順をお話ししてお
こう。これから正しい管理組合をつくっていくために動こうとしている皆さんには、多少役に立つの
ではないかと思う。
まずは何はともあれ、いままでの管理規約をあらためてよく読んでみたのだが、何しろ管理会
社榮光がつくったものだから、管理組合の存在を前提としていない規約だった。総会の手続きも
理事会の手続きも何一つ、定めがない。だから、私は管理規約を第一条から書き起こすことから
始めた。そして、区分所有者全員に連絡を取って、総会を緊急招集したのだが、この緊急招集に
もじつは全体の 5 分の 1 以上の人の名前が必要なのだ。それについては、区分所有法に「管理
者がないときは、区分所有者の 5 分の 1 以上で議決権の 5 分の 1 以上を有するものは、集会を
招集することができる」(第 34 条 5 項)という規定がある。榮光はすでに管理者として機能していなか
った(倒産…中野)から、まずはこの 5 分の１を集めなければならなかった。
つまり、５分の１の人たちを集めるため、第一回の集まりは任意の集まりでするしかない。そこ
で集まった人たちの名前で、今度はあらためて総会招集手続きに入るのである。この総会招集
についても、区分所有法にはちゃんと「集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、
会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない」(第 35 条１項)と定められて
いる。
私はこれにのっとって、区分所有者全員に書面で、いつ、どこで、どんな内容の総会を開くかの
招集通知を出したうえで、総会を開いた。そして、理事と監事を選任し、私は行きがかり上、自ら
理事長を引き受けることとなった。
区分所有法上、理事の選任に関しては、管理組合法人の規定の中で出てくるだけで、法人化
していない管理組合の場合は、理事選任の規定はなく、集会の決議によって、管理者を選任し
たリ解任したりできる(第 25 条１項)、としているだけである。
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「管理者」というのは、一般には理事長のことである。榮光事件ではこの管理者が管理会社榮
光になっていたことが大きな波紋を呼んだ一因なのだが、この「管理者」についてはまだまだ誤
解が多く、司法関係者のなかにすら、管理者と管理人を取り違えているような人がいるほどだ。
この問題については、第 5 章であらためて詳しく述べたいと思う。
さて、理事長となった私は、次に、自分がつくった管理規約の承認をとった。規約について区分
所有法は、規約を設定したり変更したり廃止したりするには、集会を開き、区分所有者および議
決権の各 4 分の 3 以上の多数決によって決議する必要があると規定している(第 31 条１項)
これにより、ようやく理事も監事もそろい、まともな規約もでき、効力を発揮するようになった。か
くて、なんとか船出した(権利能力なき社団としての)管理組合は、これからいまの事態に対してどう対
処するかを決めて、日常の管理に入ったのである。
こうしてみるとわかるように、管理組合を立ち上げると言っても、私がしたことといえば、区分所
有法に書いてあるとおりの手続きを、ただ正確に忠実になぞっただけのことだ。先に、規約がなく
てもほとんど区分所有法だけでなんでもできるといったのは、こんなわけからである

区分所有者(住戸所有者)死亡の場合と管理組合の対処方法
――より詳細な記述のある書籍の紹介--このテーマについては、「実践 区分所有法 など」において「死亡した区分所有者(住戸所有者)の
相続人を捜索するには、まずは役所に相談を」p．131 で記述しましたが、より詳細な記述が「新・
マンション管理の実務と法律」斉藤広子／篠原みち子／鎌野邦樹 [著] 日本加除出版株式会
社 2,800-(税抜き)p．142 に「区分所有者死亡の場合と管理組合の対処方法」として記述されてい
ます。参考になります。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．131 or p.129「死亡した区分所有者《住戸所有者》の相続人を捜索するには、ま
ずは役所に相談を」)

地域自治区、地縁による団体
----「自治会」「町内会」の法的根拠--地方自治法第 202 条の 4（地域自治区の設置）第１項： 市町村は、市町村長の権限に属する事務
を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させ
るため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設
けることができる。
地方自治法第 260 条の 2： 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者
の地縁に基づいて形成された団体（以下本条において「地縁による団体」と
いう。）は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権

利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定
める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
２ 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当する
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ものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行
う申請に基づいて行う。
一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管
理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動
を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められるこ
と。
二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められ
ていること。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることが
できるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
※ 地方自治法では、「地縁」団体とされていて、町会＝自治会となっています。(インターネット「自
治会」にて検索)

※ 「自治会」「町内会」の名称については、呼び名は違いますが、団体の活動内容に違いがあ
るわけではありません。それぞれの自治会・町内会が発足時に、決定しております。(インターネ
ット「自治会」にて検索)
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．67 or p．66 「コミュニティーは自治会の専売特許ではない」)

管理組合を作ることが法律で決められているわけではありません
--権利能力(人格)なき社団の管理組合は、新たに立ち上げなくてはならない団体-区分所有法でいう「管理を行う団体」(法第 3 条)は、作ることが法律で決められているわけでは
ありません。むしろ、区分所有者が二人以上いれば、この団体は構成されてしまっているので
す。
ダイヤモンド MOOK「マンション管理&修繕完全ガイド」p．21 の記事に、「区分所有法では『区
分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成』する
としており、この団体が管理組合だ。管理組合をつくらなくてはならないことが法律で定められて
おり、集会を開くこと、規定を定めること、管理者を置くこと、などの業務を行う。」とされていま
す。この記述は、区分所有法でいう「管理を行う団体」(法第 3 条)についての正しい記述とは言えま
せん。まず、「管理を行う団体」(法第 3 条)を「管理組合だ。」と断定すること自体から間違いが始ま
ります。
区分所有法では、「管理を行う団体」(法第 3 条)を「管理組合だ。」とは称していません。さらに、
「管理組合をつくらなくてはならないことが法律で定められ」てはいません。法律では、単に、「管
理を行う団体」(法第 3 条)が、「構成されてしまっている」とされているだけです。「管理を行う団体」
(法第 3 条)は、既に構成されているのですから、結成するための意図的な行為は求められていま

せん。逆に言うならば、構成員である限り、この団体を脱退することもできません。脱退するの
は、構成員で無くなるときだけです。
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「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」の構成員がその団体を「自治
会」と名付けようが「管理組合」と名付けようが自由です。「自治会」といった名称とすると、外部
の方々には違った印象を与える可能性があるというにすぎません。また、「管理組合」と称すれ
ば、管理者も存在し、規約もあり、定期的に総会が開かれるような、権利能力(人格)なき社団とし
ての団体と見られるでしょう。なお、そのような実体がなくてもそのような団体の一つと見られるで
しょう。ただし、そのような実体のない団体を「管理組合」と表現してしまうこと(「称する」ことは勝手で
すが)は、厳密さに欠けるものとなりましょう。

また、この記述では、「集会を開くこと、規定を定めること、管理者を置くこと、などの業務を行
う。」ことが「法律で定められている」がごとき書き方ですが、区分所有法では、「管理者を置くこ
と、規定を定めることなどの業務を行う。」のは、すべて任意(法第 25 条 1 項、法第 30 条 1 項)であり、
管理者を決めて(法第 25 条 1 項)初めて、管理者が集会を開くことを要求されている(法第 34 条 1 項)
のです。前提となる管理者を決めること自体は、やってもよいし、やらなくてもよい(法第 25 条 1 項)
のです。したがって、区分所有法では、管理者を決めていなければ、集会を開くことは義務付け
られていません(管理者がいなくても集会を開くこと自体は可能です《34 条 5 項》。)。
ただ、区分所有法に決められた手立てによって、「管理者を置くこと、規定を定めること、集会
を開くこと」をして、権利能力 (人格) なき社団や法人としての管理組合をつくることができるので
す。そして、権利能力(人格)なき社団なった管理組合や法人となった管理組合の運営方法につい
ては、法律で規定を定めています。
したがって、権利能力(人格)なき社団となった管理組合、あるいは、法人となった管理組合は、
区分所有法に基づいて、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」(法第 3
条)を基礎として、意図的に、新たに立ち上げなくてはならない団体だともいえるのです。

※国土交通省のマンション標準管理規約は、権利能力(人格)なき社団となった管理組合のため
の規約作成のための参考という位置づけになります。(参照：別冊-p．103「管理組合の結成方法…?」、
p．113「一般には、管理組合=権利の能力なき社団として理解してよいのでは」、別冊-280「『置くことができる』
は、『どっちでもよい』の意 ―会社法での新発見―」)

「区分所有法でマンションには必ず管理組合がある」というのはおかしい?。しかし、
「管理のための団体」は構成されてしまうのです。ただし、権利能力なき社団に相当
する団体としての「管理組合」は、意図的に結成しなくてはなりません。
よく、区分所有法の理解の点で「、区分所有法は、マンションには必ず管理組合があるという
が、実体のない管理組合もたくさんある。だからマンション管理組合は新たにつくらなくてはなら
ないのだ」と考えたり、言ったりする方がおられます。
具体的な実例として、管理者がいない場合や規約もない場合、さらには、定期的な集会も開
かれていないマンションがある。実質的に管理組合が無いに等しい。したがって、「区分所有法
で、マンションには必ず管理組合がある」というのはおかしいという主張です。
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しかし、区分所有法では、区分所有法 3 条で規定されている「管理を行うための団体」は、「区
分所有者を構成員として構成される」とされているだけです。したがって、「入る」という意思は必
要ない団体です。さらに、「勝手に脱会することはできない団体」なのは事実なのですが、正しい
表現としては、「団体を脱退するのは構成員で無くなったとき」となる団体です。
区分所有法では「管理のための団体」としか表現しておらず、管理組合という名称は一切使っ
ていません。法律では、マンション管理者を選ぶのも選ばないのも(法第 25 条 1 項)、マンション規約
をつくるのもつくらないも(法第 30 条 1 項)、そのマンションの区分所有者の勝手なのです。区分所有
法では「管理のための団体」の中には、管理者や規約もなく、集会も開かれない「管理のための
団体」があることは前提としているのです。したがって、「実体のない管理のための団体」は存在
するのです。
さらには、そのような「実体のない管理のための団体」を何と称しようが拘束もされていませ
ん。この団体を管理組合と称することも勝手です。ただ、国土交通省の標準管理規約で、管理者
を決め、規約を決め、定期的に総会を招集する団体の名称として「管理組合」という名称を使用
し、これが一般的な呼称となっているにすぎません(マンション管理適正化法で区分所有法第 3 条の団体
を「管理組合」と定義していますが、この定義の仕方は誤解を呼ぶか間違っていると考えています。)。ただ、な

んとなく、マンションの管理団体を管理組合と称するのが一般的なだけです。
むしろ、区分所有法では、管理者を選んだり、規約を決めたりする場合の「方法について」は規
定しています。そして管理者を選んだのなら、必ず定期的な集会を開催して(法第 34 条 1 項・2 項)、
その業務を報告することを義務付けています(法第 43 条)。そのような体制のある団体は、権利能
力なき社団に相当する団体とされています。
したがって、区分所有法としては、当然に区分所有者を構成員とする団体は構成されてしまう
(法第 3 条)が、その「管理の団体」を基礎として、意図的に、管理者を決定し、規約の制定も集会の

定期開催も行うことによって、実体のある権利能力なき社団に相当する団体としての管理組合を
結成して欲しいとしていると言えます。国土交通省のマンション標準管理規約などが権利能力な
き社団に相当する団体としての管理組合の規約の参考として提案されている理由と言えます。
したがって、権利能力なき社団に相当する団体を「管理組合」称している、国土交通省のお役
人さんが、権利能力なき社団に相当しない団体である「実体のない管理組合が存在する」と認め
ることは、当然の発言ということになります。
(参照：別冊-p．115「一般には、管理組合＝権利能力なき社団として理解してよいのでは」)

中庸を貫く管理組合の定義の紹介
一般的には、管理者を置き、規約を作り、定期集会(総会)を招集できるようになっているマンション
管理団体を実体のある管理組合と称すべきだとすれば、区分所有法３条の団体は、区部所有建
物(マンション)が存立する限り、複数の区分所有者がいれば当然に結成されている団体と定義さ
れています。したがって、管理者もおらず、規約も制定されておらず、定期的な集会(総会)も招集さ
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れていない、実体のない管理組合であっても、区分所有法３条の団体ではあると考えます。マン
ション管理適正化法ではこのような団体をも管理組合と定義しています(参照:「実践 区分所有法
など」p．58「マンション管理適正化法の「管理組合の定義」に異議あり 」の記述にマンション建替え法の団体と取
り違える根本的な間違いがありました。後述します。)。いずれにしても、区分所有法で定義する「当然に

結成されている団体」とは、実態のない管理組合の存在を前提としているのだと考えます。
区分所有法の規定は、実態のない管理組合である区分所有法３条の団体あるいは、65 条の団
体に、法的な手続きで管理者を置き(法第 25 条)、規約を作り(法第 30 条)、管理者に定期集会(総会)
を招集させ(法第 34 条 1 項・2 項)実体のある管理組合を構成する方法を定めています。
ただ、マンション管理適正化法では、実態のない管理組合である区分所有法３条の団体あるい
は、65 条の団体と実態のある管理組合である区分所有法 47 条 2 項の管理組合法人を一括して
管理組合と定義してしまっているため、この定義のあいまいさが、「区分所有法では管理組合は
当然に結成されているというが、実体のない管理組合が多数存在する」「したがって、区分所有
法では管理組合は当然に結成されているというのは間違いである」といった間違った認識を呼ぶ
の原因の一つとなっているようです。
ただ、「最新区分所有法の解説６訂版」p．8 では、この三者の違いを明確に位置付けたうえで、
中庸的な解説をしています。いずれにしても、中庸的な解説とはいえ、管理組合のこの３種類の
違い(実質的には、実体のない管理組合と実体のある管理組合の違い…中野)を明確にした解
説はこの書籍ではじめてなされていると考えますので紹介しておきます。
「 管理組合という言葉は、３つの意味に用いられています。第 1 は、当然に成立する区分所有
者の団体(３条。以下「３条の団体」という。)。第２は、マンション管理適正化法に定義されている内容を
持つものとしての意味です。マンション適正化法では、管理組合という言葉を、『マンションの管
理を行う区分所有法第３条若しくは第６５条に規定する団体又は区分所有法第４７条第１項(区分
所有法第６６条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう』(マンション適正化法第 2 条 3 号)と定

義しています。第 1 の意味との違いは、マンション以外の管理を行う団体が除かれていることで
す(言葉足らずです。適正化法が、マンションだけを対象とした法律であることの説明ですが、もう一つの第 1 との
意味との違いは、管理組合の定義の中に、実体のある管理組合である法人管理組合が含まれていることだと考え
ます…中野)。

第 3 には、区分所有者が、設立総会を経て組織化される団体(任意的な団体)を指す用語として
の意味です。『管理組合を設立する』などというときの管理組合という言葉は、この意味(「権利能
力なき社団としての管理組合」…中野)で使われています。文献において『現行法下でも、管理組合の

設立は、義務的ではなく、任意的である(区分所有法の団体は構成されるが、管理組合という組織体が当
然に設立されるわけではない)』(稲本洋之助・鎌野邦樹「コンメンタールマンション区分所有法《第 2 版》日本評論
社 125 頁」)などと説明される場合には、管理組合という言葉を第 3 の意味に用いているわけです。

なお、第 2 の意味での管理組合は、第 1 の意味での管理組合の一部であり、また、第 3 の意味
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での管理組合であることは、第 1 の意味ないし第 2 の意味での管理組合と両立するものです。」
※「実践 区分所有法 など」p．58「マンション管理適正化法の『管理組合の定義』に異議あり 」
の記述訂正
「…異議あり」の記述の中で、「『マンションの管理の適正化の推進に関する法律』の団体は、『区
分所有法で定めるところにより、集会を開き、管理規約を定め、管理者を置き、そのことによって
『権利能力なき社団となった組織』』と明確に位置付けられるべきだからです。」との記述を全面
的に撤回します。「マンション管理適正化法」では、「区分所有法３条の団体あるいは、65 条の団
体そして区分所有法 47 条の団体」を一括して「管理組合」と定義しており、「区分所有法で定める
ところにより、集会を開き、管理規約を定め、管理者を置き、そのことによって『権利能力なき社
団となった組織』」だけを管理組合と定義していないからです。この間違いは、「マンション建替え
法の団体」と「マンション管理適正化法」での団体を取り違えてしまったことからくる間違いでいし
た。

権利能力なき社団について
「法第 3 条の団体は実質的には『権利能力のない社団』に相当する」との見解
---マンション管理適正化法にて管理組合が実質的には「権利能力のない社団」に相当する定義
付けがなされている背景--「注解不動産法 5」p．38 において、法第 3 条の団体は実質的には「権利能力のない社団」に相
当するとしたうえで、「一棟の建物に属する専有部分の数が 2～3 個のごく小規模な区分所有建
物に係る本条(法第 3 条)の団体で、現実に集会、規約、管理者の制度を活用して活動していない
ものは、権利能力のない社団ではなく、民法上の組合であるとする見解もあり得よう。
しかし、一般的に、権利能力のない社団は、構成員の変更とは無関係に存続する継続的な組
織体であるのに対して、民法上の組合は、当事者の個性を尊重し、その相互間に債権債務を発
生させようとする契約関係であるとされるが、本条(法第 3 条)の団体は専有部分の数が 2～3 個の
ごく小規模な区分所有建物に係るものであっても構成員である区分所有者の変更とは無関係に
存続する継続的な組織体であり、区分所有者相互間に債権債務を発生させようとする契約関係
にあるとはいえないから、民法上の組合と見るのは、相当でないであろう。｣との見解が述べられ
ています。
この書籍は、1983 年改正区分所有法の解説書であり、著述者は、法改正の担当者と思われ
る青山正明氏です。2002 年改正区分所有法の発布以前のマンション管理適正化法(2000 年公布、
2001 年施行)では、管理組合が実質的には「権利能力のない社団」に相当する定義付けがなされ

ている背景なのかもしれません。

実体としての権利能力なき社団
法は、管理組合という文言を使っていないが判例上も管理を行う団体は管理組合とされてい
るので、管理を行う団体イコール管理組合として差し支えない。
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規約が設定され、管理者が定められるなどの要件を満たした場合に、管理組合は権利能力な
き社団として存在することになる。
このことから、管理組合が区分所有関係の成立と同時に本条分(法第 3 条)により観念的に法律
上当然に成立するということと、実体としての権利能力なき社団としての管理組合が成立するこ
とは別問題である。(「コンメンタール区分所有法」p．15、p．16)
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．59 「管理組合は任意団体ではありません」、p．562 or p．554 「権利能力の
ない社団とは、社団《法人》としての実体を持っているに関わらず、法人格のない団体」)

一般には、管理組合＝権利能力なき社団として理解してよいのでは
区分所有法には、区分所有者(住戸所有者)の団体を表わす「管理組合｣という用語はなく、厳密
には｢第 3 条の団体｣と表現される場合が多い様です。そして区分所有法にこだわった一般的な
表現としては、〔俗称管理組合〕としている場合もあります。
第 3 条（区分所有者の団体） 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管
理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところ(当事者の意思と無関係)により、集会
を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用
に供されるべきことが明らかな共用部分（以下「一部共用部分」という。）をそれらの区分所
有者が管理するときも、同様とする。
たしかに、｢第 3 条の団体｣は、「区分所有者(住戸所有者)が、全員で構成し、建物並びにその敷
地及び附属施設の管理を行うための団体」をさすものとされ、区分所有者(住戸所有者)がいれば当
然に構成されている団体とされています。そしてこのことから、複数の区分所有者(住戸所有者)が
存在すれば、設立行為をすることなく、当然に管理組合(あるいは〔俗称管理組合〕)が成立するとされ
ています(参照：「実践 区分所有法

など」p．7 ｢『・・・・ができる』は、『任意で・・・・することもできる』の意《法文

の読み方について 4》」)。そして、この団体が「この法律の定めるところ(当事者の意思と無関係)により、集

会(総会)を開き、規約を定め、及び管理者を置く」ことは任意なことであるとされています。
したがって、｢第 3 条の団体｣には、規約もなく、管理者もいない団体(民法上の組合)も「含まれ
る」といった説明がされます。
法律の定めるところ(当事者の意思と無関係)により、集会(総会)を開き、規約を定め、及び管理者を置
いた団体は、「権利能力なき社団」とされています。この団体は、意図的に規約を定め、意図的
に管理者を選んで、意図的に組織された団体です。すなわち、設立行為を必要とする団体という
ことになります。
したがって、「権利能力なき社団」である管理組合については、管理組合を「結成する」といっ
た表現も許されると考えます。
巷で圧倒的多数を占める、｢管理組合｣(あるいは〔俗称管理組合〕)と称され団体は、「権利能力な
き社団」としての｢管理組合｣であると判断してよいのだと考えます。
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また、刊行されている書籍で使われている｢管理組合｣との用語の真の意味をこのように、区
分所有法の｢第 3 条の団体｣を正しく理解していることを前提として理解するならば、現在では非
常に少数であろう｢第 3 条の団体｣でしかない団体(民法上の組合)に対して｢管理組合が結成されて
いない場合もある｣といった表現をすることも許されるのではないでしょうか。
※厳密な意味での権利能力なき社団として認められる要件は、「団体としての組織をそなえ、そ
こでは多数決の原則が行われ、構成員の変化にもかかわらず団体そのものが存続し、詩化して
その組織にやって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確立し
ていなければならない」(最判 39《1964》・10・15《民集 18 巻 8 号 1671 頁》)、最判 42(1967)・10・19(民集 21
巻 8 号 2078 頁)、最判 55(1980)・2・8(民集 34 巻 2 号 138 頁)参照
(参照：「実践 区分所有法 など」p．57orp．56 ｢『管理組合』とは」｣

権利能力のない社団(管理組合)の財産である不動産(土地・建物)については、団体(管
理組合)名義での登記はできません。
名義が問題となる場面として、銀行などの預金口座の場合は、法人でなくても、団体(管理組合)
名に代表者名を添えて(団体名義)口座を作ることができます。
しかし、不動産については、「権利能力なき社団の資産はその社団の構成員全員に総有的に
帰属しているのであって、社団自身が私法上の権利義務の主体となることはないから、社団の
資産たる不動産についても、社団はその権利主体となり得るものではなく、したがって、登記請
求権を有するものではないと解すべきである。」(最判昭和 47 年 6 月 2 日民集 26-5-957[26])として、団
体(管理組合)名に代表者名を添えて(団体名義)登記することは認めていません。
したがって、権利能力なき社団(管理組合)の場合は、不動産については、代表者個人名義か構
成員全員の名義でしか登記できません。
すなわち、法人か否かの最も大きな違い(事実上唯一の違い)は、団体(管理組合)名義で不動産登
記ができるかどうかです。
なお、権利能力のない社団(管理組合)も、代表者の定めがあれば訴訟行為は団体(管理組合)名
でできます(民事訴訟法 29 条)。(「民法Ⅰ」第 4 版 p.229 より)
(参照：別冊-p．509 「マンションの管理組合は、どのような手続きで法人とすることができるか。又、法人となるとど
のようなメリットがあるか。」)

権利能力なき社団のマンション管理組合を登記名義人とすることが可能な場合があ
る
実務的に、どのような現実があるかどうかは別として、権利能力なき社団のマンション管理組
合を登記名義人として差押、仮差押えの登記は受理されます。
一般的には、権利能力なき社団を登記名義人とする登記はできませんが、権利能力なき社団
は民事訴訟法第 29 条においての当事者能力を有することがあるため、例えば、マンション管理
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組合という債務名義に基づく差押えは、その名義でせざるを得ないはずです。

権利能力なき社団・財団に対する民事訴訟法と登記法の差異
現在の民事訴訟法においては、法人でない社団・財団で、代表者・管理人の定めがあるもの
は、社団・財団名義で訴え、また訴えられることができる旨規定されていますが(民訴法 29 条)、不
動産登記法においては、権利能力なき社団・財団に当事者能力や登記能力を認める法改正を
行っていないため、もし団体名義で登記申請をしても申請は却下され、また、間違って登記がさ
れたとしても、その登記は無効な登記となります。
民事訴訟法 29 条（法人でない社団等の当事者能力） 法人でない社団又は財団で代表者又は管
理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることが
できる。

法人ではない管理組合では、代表者の肩書を付した代表者名で登記することはで
きない
「権利能力なき社団を登記名義人とする登記申請は認められない。規約によって財産を代表
者名義とする定めがある場合は、その代表者個人名義とし、その他の場合は、当該団体を構成
する個人全員の共有名義とすべき(S28.12.24 民甲第 2523)」とされています。
したがって、権利能力なき社団の管理組合での不動産登記はできないとされ、組合員全員か
管理者(に擬制された理事長)個人名でなくてはならないとされています。それは、法律的にも権利能
力なき社団に登記申請を認める規定がないことが理由のようです。なぜなのだろうか。
不動産登記令 3 条一号・二号では、登記申請書には「申請人の氏名又は名称及び住所、申請
人が法人であるときは、その代表者の氏名」を記載すべき旨を規定しており、登記名義人となり
得るのは、自然人のほかは、法人しか認めていません。つまり、この条文を読むと、権利能力な
き社団が申請人になることを、まったく予想していません。
不動産登記令第 3 条（申請情報） 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法
第 18 条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一 申請人の氏名又は名称及び住所
二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
不動産登記法第 18 条（申請の方法） 登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、
不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、
登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定
める情報（以下「申請情報」という。）を登記所に提供してしなければ
ならない。
一 法務省令で定めるところにより電子情報処理組織（登記所の
使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下この号において同じ。）と申
請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接
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続した電子情報処理組織をいう。）を使用する方法

二 申請情報を記載した書面（法務省令で定めるところにより申請情
報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。）を提出する方法

実務上、仮に権利能力なき社団が登記名義人となれるとすると数々の不都合が生じるとされ
ています。
たとえば、権利能力なき社団が不動産の買主となったとして、権利能力なき社団が登記名義
人になれると認められたとしても、所有権移転登記の申請書に「住所証明書情報」や「代表者資
格証明情報」を添付しなければならないのですが、通常の法人であれば登記事項証明書などを
添付することで公証できますが、権利能力なき社団の場合、当然に登記簿などはなく、また主管
庁などないため、その存在を証明できる書面が世の中に存在しないため、それらの添付ができ
ません。そのために、結局、管理者(に擬制された理事長)個人名義で登記するしかありません。
ほかに、代表者である旨の肩書を付して登記すればよいのではないかと考えがちですが、こ
の場合も同じ問題が生じます。管理組合の代表者である管理者を公証する書面が存在しないた
め、虚無人名義の登記がなされる恐れがあるとして、認められていません。
※ なお、登記実務において、抵当権や根抵当権において権利能力なき社団を債務者とするこ
とは認められています。したがって、銀行などの預金口座の場合は、法人でなくても、団体名
で代表者名を添えて口座を作成することもできます。債務者として登記されることは登記名義
人になることではないからです。

社団法人とは、権利能力なき社団とは、民法上の組合とは その 1
―――それぞれの定義の理解のために---管理組合は「社団法人」・「権利能力なき社団」・「民法上の組合」などといわれ、その何たるか
やその違いについて、もうひとつ理解が曖昧です。それらのことを知っていくための第一歩として
定義の理解をすることから始めてみます。
※ 社団法人とは
社員（構成員）により構成される団体で、法律上、法人格が付与されたものを社団法人と言う。
社団としての実態は存在するが、法人格が付与されていないものは、権利能力なき社団（法人格
なき社団）といい、社団法人とは区別される。

法人格： 権利義務の帰属する人格。権利主体となりうる資格という観点からみると権利能
力と同義。自然人と法人は法人格を有する。
権利能力とは： サルが契約を締結できないのは、知的能力の問題ではなく、単にその［資格］がないからで
ある。つまり、どんなに知的能力の高い生物が存在しても(たとえば人類より知的能力の高い宇
宙人が現れても)、民法上は契約の主体となる資格が認められず、そもそも、交換対象となる財
産を［所有する｣資格を認められない(サルはバナナを所有できない)。これを、私法上の権利義
務の主体となる資格という意味で権利能力と呼ぶ。［能力｣とはいうが、知的能力とは関係無
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い。権利能力がなければ、どんな知的能力が高くても、民法上は人の所有の対象となる物でし
かない。

※ 社団法人の種類
一般社団法人
一般社団・財団法人法に基づいて一定の要件を満たしていれば設立できる法人で、事業目的
に公益性がなくても構わない。原則として、株式会社等と同様に、全ての事業が課税対象とな
る。設立許可を必要とした従来の社団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、主務
官庁の許可を得るのではなく準則主義によって誰でも設立することができる。
準則主義： 行政機関の裁量や許認可によらずに法律の規定に則っていれば法人格が付与されるというもの
で、許可主義というのは逆に行政機関の許認可が法人設立に必要という考え方となります。株式会
社や一般社団法人などは前者の準則主義によります。

公益社団法人
一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般社団法人で、公益法人認定法に基づいて
公益性を認定された社団法人。
2008 年（平成 20 年）12 月 1 日に公益法人制度改革 3 法が施行された以後は一般社団・財団法
人法により設立された一般社団法人または一般財団法人のうち、さらに公益法人認定法により
公益性の認定を受けそれぞれ公益社団法人または公益財団法人となった法人の両者をまとめ
て言う場合の呼称である。
特例社団法人
かつての民法の規定に基づいて設立された公益目的の社団法人。
1896 年（明治 29 年）の公益法人制度以来の公益法人（社団法人・財団法人）であったものは、2008
年（平成 20 年）年 12 月 1 日の新公益法人制度施行から移行期間末日である 2013 年（平成 25 年）
11 月 30 日までの 5 年間継続して存在することを暫定的に認められている。これを特例社団法
人、特例財団法人といい、総称して特例民法法人という。
その他の社団法人
会社（営利社団法人）：根拠法は会社法
特定非営利活動法人（NPO 法人）： 根拠法は特定非営利活動促進法（NPO 法）
政党： 根拠法は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
管理組合法人： マンションの管理組合に法人格を付与したもの。根拠法は建物の区分所有等
に関する法律（区分所有法）。
弁護士法人：根拠法は弁護士法
司法書士法人：根拠法は司法書士法
行政書士法人：根拠法は行政書士法
・・・・
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・・・・
※民法上の組合とは
複数人が出資をして共同の事業を営むことを約束する契約によって設立される団体。組合の
出資は金銭の他、労務による提供でも可能。社団法人に比較した場合、組合員相互が契約関
係で結ばれるため、団体としての独立性が弱い（民法 667 条〜688 条）
※ 民法第十二節 組合
第 667 条（組合契約） 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効
力を生ずる。
２ 出資は、労務をその目的とすることができる。
第 668 条（組合財産の共有） 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
第 669 条（金銭出資の不履行の責任） 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを
怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
第 670 条（業務の執行の方法） 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
２ 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者（次項において「業務執行者」という。）が数人
あるときは、その過半数で決する。
３ 組合の常務は、前 2 項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができ
る。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
第 671 条（委任の規定の準用） 第 644 条から第 650 条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について
準用する。
第 672 条（業務執行組合員の辞任及び解任） 組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したとき
は、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
２ 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができ
る。
第 673 条（組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査） 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有し
ないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
第 674 条（組合員の損益分配の割合） 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合
員の出資の価額に応じて定める。
２ 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通である
ものと推定する。
第 675 条（組合員に対する組合の債権者の権利の行使） 組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の
損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することがで
きる。
第 676 条（組合員の持分の処分及び組合財産の分割） 組合員は、組合財産についてその持分を処分したとき
は、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
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２ 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
第 677 条（組合の債務者による相殺の禁止） 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺するこ
とができない。
第 678 条（組合員の脱退） 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合
が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない
事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
２ 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退する
ことができる。
第 679 条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
第 680 条（組合員の除名） 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってするこ
とができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗する
ことができない。
第 681 条（脱退した組合員の持分の払戻し） 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における
組合財産の状況に従ってしなければならない。
２ 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
３ 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
第 682 条（組合の解散事由） 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。
第 683 条（組合の解散の請求） やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することがで
きる。
第 684 条（組合契約の解除の効力） 第 620 条の規定は、組合契約について準用する。
第 685 条（組合の清算及び清算人の選任） 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選
任した清算人がこれをする。
２ 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。
第 686 条（清算人の業務の執行の方法） 第 670 条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。
第 687 条（組合員である清算人の辞任及び解任） 第 672 条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選
任した場合について準用する。
第 688 条（清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法） 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
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２ 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
３ 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。

※ 一般社団法人に当てはまるもの
①構成員が団体に拠出した不動産は、団体の名義で登記することができる。
②構成員の債権者は、その債権に基づき、構成員が団体に拠出した財産を差し押さえることが
できない。
③団体の債権者は、その債権に基づき、構成員の個人財産を差し押さえることはできない。
④団体の設立登記が成立要件となる。
⑤営利を目的としない。
※ 権利能力なき社団(管理組合)に当てはまるもの
②構成員の債権者は、その債権に基づき、構成員が団体に拠出した財産を差し押さえることが
できない。
③団体の債権者は、その債権に基づき、構成員の個人財産を差し押さえることはできない。
※ 民法上の組合に当てはまるもの
②構成員の債権者は、その債権に基づき、構成員が団体に拠出した財産を差し押さえることが
できない。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．57 or p．56「『管理組合』とは」)

この記述は間違っています---『権利能力なき社団』の定義の正しい理解を求めて「鹿島出
版会」への問題提起とその回答--鹿島出版会様
古い著作で申し訳ありませんが、｢不動産学部で学ぶマンション管理学入門｣の記述で納得で
きない部分があります。可能であれば著者の見解を伺いたいのです。
①「マンション管理学入門」p．070 において、｢管理組合は、建物を区分所有した瞬間から当然成
立すると区分所有法で定められている。この状態の管理組合は法人格を持っていない。自然発
生的なものと考えられ、権利能力なき社団である。｣との記述のうち、「権利能力なき社団である｣
の部分は間違いであると考えます。
当然成立すると区分所有法(法第 3 条)で定められている管理組合(俗称)は、単なる団体であり、
未だ、「権利能力なき社団である｣「管理組合(俗称)｣とはなっていないのではないでしょうか。
「この法律の決めるところにより、集会(総会)を開き、管理規約(規約)を決め、管理者(に擬制された
理事長)を置き、そのことによって『権利能力なき社団』になれる組織です。」とすることが正しい理

解だと考えます。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．61 「作っても作らなくても良い《任意的な》のは、権利能力なき社団としての
『管理組合』」、別冊-p．122 「『この記述は間違っています』に対する著者の回答」)

②「マンション管理学入門」p．072 において、｢たとえば、(イ.)管理組合法人以外の場合は、特別多
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数決決議事項以外を、規約または理事その他の役員で決めることができない。また、共用部分
の保存行為は当然法人格のない管理組合でも管理組合法人でもできる。しかし(ロ.)法人の場合
は『理事で決することが出来る』と明確になっている｣とされている記述のアンダーラインの部分
は間違いではないでしょうか。
(イ．)については、管理組合法人以外の管理組合にける特別多数決決議事項以外の管理上の
決議について、法第 18 条 2 項において、｢前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げな
い｣とされ、普通決議事項については、｢規約または理事その他の役員で決める」と規約で定める
ことも許されています。
(ロ．)についてもは、法第 26 条 1 項で「管理者は、共用部分並びに第 21 条に規定する場合にお
ける当該建物の敷地及び附属施設 （次項及び第 47 条第６項において「共用部分等」という。） を保存
し、・・・」とされ、保存行為は管理者の権限として行えるように明確になっています。
※ 鹿島出版会の返事
中野誠様
平素は当社へのご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。先だってはメールでご質問をいただき
ながらお返事を差し上げておらず大変失礼いたしました。担当では答えかねるご質問でしたの
で、正確を期すため著者へ質問中なのですが、大学の先生でいらっしゃるため現在試験期間中
で、ご回答が遅れているようです。いまいちどお願いをしてみますので、もうしばらくお待ち願いま
すでしょうか。どうぞよろしくお願い申し上げます。 出版事業部 久保田

「この記述は間違っています｣に対する著者の回答
※ ご丁寧なご質問に心より感謝いたします
①「不動産学部で学ぶマンション管理学入門」p．070 において、「管理組合は、建物を区分所有
した瞬間から当然成立すると区分所有法で定められている。この状態の管理組合は法人格を持
っていない。自然発生的なものと考えられ、権利能力なき社団である。」との記述のうち、「権利
能力なき社団である」の部分は間違いであると考えます。
当然成立すると区分所有法(法第 3 条)で定められている管理組合(俗称)は、単なる団体であり、
未だ、「権利能力なき社団である」「管理組合(俗称)」とはなっていないのではないでしょうか。
「この法律の決めるところにより、集会(総会)を開き、管理規約(規約)を決め、管理者(に擬制され
た理事長)を置き、そのことによって『権利能力なき社団』になれる組織です。」とすることが正しい

理解だと考えます。
※ 回答-1
☞ おっしゃるとおり、当然成立すると区分所有法(法第 3 条)で定められている管理のための団体
は、単なる「団体」で、集会(総会)を開き、管理規約(規約)を決め、管理者(に擬制された理事長)を置
き、そのことによって『権利能力なき社団』になれる組織と考えます。
ご指摘の通り、・・自然発生的なものと考えられ（るが、現実のマンション多くでは、それを実際に動かし
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ていく為に、集会、規約、管理者を置き、運営していることから）、権利能力なき社団となっている。という、

（）内の部分がない事で、誤解を得るようです。そこで、最近のわたくしの文章でも、このあたりを
明確にしております。ご丁寧に感謝いたします。
②「マンション管理学入門」p．072 において、「たとえば、(イ.)管理組合法人以外の場合は、特別
多数決決議事項以外を、規約または理事その他の役員で決めることができない。また、共用部
分の保存行為は当然法人格のない管理組合でも管理組合法人でもできる。しかし(ロ.)法人の場
合は『理事で決することが出来る』と明確になっている」とされている記述のアンダーラインの部
分は間違いではないでしょうか。
(イ．)については、管理組合法人以外の管理組合にける特別多数決決議事項以外の管理上の
決議について、法第 18 条 2 項において、「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げな
い」とされ、普通決議事項については、「規約または理事その他の役員で決める」と規約で定め
ることも許されています。
(ロ．)についても、法第 26 条 1 項で「管理者は、共用部分並びに第 21 条に規定する場合におけ
る当該建物の敷地及び附属施設（次項及び第 47 条第６項において「共用部分等」という。）を保
存し、・・・」とされ、保存行為は管理者の権限として行えるように明確になっています。
※ 回答-2
☞ この点も大変わかりにくいいまわしで、失礼をいたしました。もちろん、〔管理組合法人以外
の管理組合にける特別多数決決議事項以外の管理上の決議について、法第 18 条 2 項におい
て、「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない」とされ、普通決議事項について
は、「規約または理事その他の役員で決める」と規約で定めることも許されています。〕また、〔管
理者は、共用部分並びに第 21 条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設（次項
及び第 47 条第６項において「共用部分等」という。）を保存し、・・・」とされ、保存行為は管理者の権限と

して行えるように明確になっています。〕
ここで申し上げたかったことは、【管理組合は法人にすると、「理事」が必要になり、理事の責
任が明確になります。例えば、管理組合法人以外の場合は、区分所有法では理事が位置付け
られていないため、法律で理事の役割が明確になっていません。】ということです。
今後、ますます、マンション管理は、多様化していくでしょう。ご指摘を真摯に踏まえ、マンショ
ンの多様化、居住者の多様化、そのなかで、法と現実をしっかりと踏まえ、マンション管理を考え
ていきたいと思います。丁寧にお読みいただき、どうも、ありがとうございました。
---以上になります。記述に不親切な点があったことは担当としてもお詫び申し上げます。ご不明な点があれば
再度お尋ねください。どうぞよろしくお願い申し上げます。 鹿島出版会・久保田拝

管理について
放置自転車の扱いについて
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「実践 区分所有法 など」の p．78 or p．77 「追加補充(・・・編者)：放置自転車の場合」で記述
しましたが、関連した記述が「新･マンション管理の実務と法律」p．162 にありました。所有者が確
認できた場合と確認できない場合に分けて判断する必要があるようです。
「実践 区分所有法 など」での記述は、所有者が確認できない場合の処置であり、所有者が
確認できたが所在不明の場合の対応としては、持主が不明の場合に警察に届けるまでは良い
のですが、その後、所有者が確認できたが所在不明のため対応できないと回答された場合の処
置について、「管理組合理事長(管理者)等が原告となりその行方不明の所有者を相手に、マシン
ション敷地内にある自転車の撤去請求及びマンション敷地を権原なく使用したことに対する損害
賠償請求の訴訟を提起します。そして判決を得れば、管理組合が自ら処分できます。｣とし、「こ
れが正式な手続きです。｣されています。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．78 or p．77 「追加補充(・・・編者)：放置自転車の場合」)

自主管理と自力管理の違い
自主管理という言葉が二つの意味を持って使われています。一つは、管理会社に委託しない
管理形態です。もう一つは、管理会社に委託しているか否かにかかわらず、管理組合が主体性
を持っている場合に自主管理と呼んでいるケースがあります。
本書では、これらの混同を整理するために、管理会社に委託していない管理形態を｢自力管
理｣とし、自主性をもった管理組合活動を「自主的管理｣と呼んでいます(「マンション管理学入門」p．
064)(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．56 or p．55 ｢三種類の管理方式の違いについて｣)。

玄関扉をダブルロックにしたり、防犯用ガラスに交換することは、集会の決議を必要
としない場合があります
マンション標準管理規約によれば玄関ドアの錠および内部塗装部分は専有(住戸)部分ですか
ら、室内の色彩に合わせて玄関ドアー内側の塗装を変えたり、カギを交換することは自由にでき
ます。
しかし、玄関ドアーのその他の部分は共用部分ですから、外側の塗装色の変更や、ダブルロ
ックにするための予備錠の取り付けは、各区分所有者 (住戸所有者) が自由に行うことができませ
ん。
原則として、集会(総会)の決議による必要がありますが、形状または効用の著しい変更(法第 17
条)とはいえませんから、集会(総会)の普通決議で足ります(法第 18 条 1 項)。窓ガラスを防犯用ガラ

スに交換したい場合や結露防止の二重サッシュにしたい場合等も、同様です。
このような原則に対して、防犯、防音または断熱等の、住宅の性能の向上に質する開口部の
改良工事を容易にするため、マンション費用準管理規約は次のような規定を置いています。
マンション標準管理規約第 22 条(窓ガラス等の改良)1 項： 共用部分のうち各住戸に附属する窓
枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断
熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担
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において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
マンション標準管理規約第 22 条(窓ガラス等の改良)2 項： 管理組合は、前項の工事を速やかに
実施できない場合には、当該工事を各区分所有者の責任と負担において実施する
ことについて、細則を定めるものとする。
したがって、ダブルロックにしたり、防犯用ガラスに交換することは、一棟全戸について計画修
繕として管理組合がその責任と負担で実施します。
しかし、個別事情によっては急を要することもありますから、管理組合がこの工事をすみやか
に実施できない場合には、各区分所有者(住戸所有者)の責任と負担において実施することについ
て、細則を定めるものとされています。
改良工事の方法や材質・形状等をあらかじめ定型的に細則で定めておくことにより、その範囲
内で行われる工事については、集会(総会)の決議を要することなく、各区分所有者(住戸所有者)の責
任と負担において実施することを可能にするものです。(「マンションをめぐる法律知識と Q&A」p．125)
(参照：「実践 区分所有法 など」p．93 or p．92 ｢玄関の錠は共用部分か専用部分《住戸》か」、p．408 or p．404
「『玄関扉の錠の防犯を目的とする増設は許される』との規約の提案」)

共用部分(共有物)の賃貸は管理行為(利用行為)。したがって普通決議でできる。
共用部分 (共有物) の賃貸は、利用行為ではなく「処分」であるとの見解や賃貸借期間が民法
602 条の期間(5 年)を超える賃貸借については「処分」であるとの見解があり、さらには 4 分 3 の特
別決議が必要との見解や全員一致が必要との見解などがあり、自分自身の見解にも一つの混
乱を生じていましたが、マンション屋上の一部を賃借して通信設備等を設置させることは、その
旨を定める決議は普通決議要件である多数決で足りると判断した判例がありますので紹介して
おきます。
ある団地で、団地内を貫通する公共道路の道路標識を団地敷地の専用庭に設置することの
警察からの依頼に対して、その承認は、普通決議か特別決議かの問い掛けに対して、普通決議
であるとの回答をしたときの資料です。
この判例は、「共用部分」についてのものですが、共有物についても、区分所有法第 21 条によ
って共用部分の規定が準用されます。
したがって、この判例を読むときに、「共用部分」の部分を「共有部分」あるいは、「共有部分で
ある団地敷地」と読み替えて読まれれば、敷地の賃貸についても普通決議でよいとの判断がで
きると考えます。
(参照：「実践区分所有法 など」p．82 or p．81「共用部分とはされず共有(準共有)部分のままの物も、広義の管
理(処分以外の保存・日常管理《狭義の管理》・変更)の対象」、p.108 or p．107「共有(準共有)物も管理組合(法
第 3 条の団体《第 65 条の団体》)の管理対象となります」)

札幌高裁の判例
判決要旨
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マンション屋上の一部を賃借して通信設備等を設置させることは、共用部分の効用や形状に
著しい変更を加えるものではなく、また電磁波被害に関しても、現段階ではその内容が程度が明
らかでなく、漠然とした不安感は特別な影響にあたらないため、その旨を定める決議は普通決議
要件である多数決で足りると判断した事例
全文表示
平成 21 年 02 月 27 日
札幌高判
平成 21 年 2 月 27 日判決言渡同日原本領収 裁判所書記官平成 20 年 工事妨害禁止等請求
控訴事件（原審・札幌地方裁判所）
主文
１ 原判決を取り消す。
２ 控訴人と被控訴人との間において、控訴人が別紙物件目録記載の屋上赤色部分（50.2815 平
方メートル）について、賃借期限平成 27 年 11 月 14 日、賃料年額 60 万円、毎年３月末日翌年度

分支払、との定めによる電気通信事業の設備設置を目的とする賃借権を有することを確認す
る。
３ 被控訴人は、控訴人が前項の屋上赤色部分に別紙設置設備目録記載の各設備を設置する
工事を行うことを妨害し、又は第三者に妨害させてはならない。
４ 訴訟費用は第１、２審とも被控訴人の負担とする。
第２ 事案の概要
控訴人は、マンションの区分所有者によって構成された被控訴人との間で、通信設備等を設置
するためにマンションの屋上の一部を賃借する契約を締結したが、同マンションの居住者らから
上記設備の設置工事を妨害されたとして、上記賃借権の確認及び設置工事の妨害禁止を求め
て訴えを提起した。
原審は、控訴人と被控訴人との間に上記賃貸借契約が締結されたことは認められるが、賃貸
借期間が民法 602 条の期間を超える賃貸借については、共有者（区分所有者）の全員一致が必要
であるとして、控訴人の請求をいずれも棄却した。
控訴人は、これを不服として、控訴を提起した。
１ 前提事実及び当事者の主張は、次の２のとおり補正するほか、原判決書「事実及び理由」欄
の「第２ 事案の概要」の「１ 前提事実（争いのない事実及び弁論の全趣旨から当事者間において争いが
ないと認められる事実を含む。）」及び「２ 当事者の主張」のとおりであるから、これを引用する。

２ 原判決の補正
(1) 原判決書３頁３行「専有使用部分」を「専用使用部分」と改める。
(2) 原判決書５頁 11 行「同規定約は」を「同規約は」と改める。
(3) 原判決書８頁 22 行「許されない。」の次に改行して、「（エ)本件建物の屋上は、火災等の緊
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急時の一時的避難場所となるから、そこに本件設備等を設置することは許されない。」を加える。
第３ 当裁判所の判断
１ 本件契釣の締結について
本件契約の当事者の一方が被控訴人であることは、当事者間に争いがない。
被控訴人は、被控訴人との間で契約を締結したのは、個人であって控訴人ではないと主張す
る。
しかし、本件契約の契約書(甲 25)には、控訴人（本件契約当時の商号が株式会社であったことは、当事
者間に争いかない。)の電気通信事業のために契約を締結し、被控訴人はこれに協力するものとさ

れ(第 1 条)、契約者の欄には、「札幌市東区北○○丁目●●番地 株式会社北海道技術部長×
×」と記載され、Ｙ株式会社北海道技術部長之印」が押捺されるとともに、契約書の表紙には、
賃借人として、Ｙ株式会社北海道技術部の表示があり、かつ、契約書の前文にも、「…賃借人Ｙ
株式会社北海道技術部とは…」の記載がある。
控訴人の決裁書（甲 20）、北海道技術部の課長××の陳述書（甲１）及び証人××の証言によ
れば、控訴人の北海道技術部長である××に本件契約締結の権限があったことが認められる。
したがって、本件契約は、××が北海道技術部長として、与えられた権限の範囲内で控訴人を
代理して、被控訴人との間で締結されたものである。したがって、披控訴人の上記主張を採用す
ることはできない。
２ 本件契約の有効性について
本件契約は、区分所有建物の共用部分(共有部分・・・注)である本件建物の屋上(団地内敷地・・・注)
を対象とするものであり、契約の相手方である控訴人もこのことを認識していたから、管理組合
である被控訴人との間で合意に至るだけでなく、区分所有建物の共用部分(共有部分・・・注)の使用
に必要な決議等がなけれぱ、本件契約は無効であると解される。
(1) 本件議案の議決要件
本件管理規約（乙１）16 条２項においては、「前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決
議を経て、敷地及び共用部等（駐車場及び専用使用部分を除く。）の一部について、第三者に使用さ
せることができる。」と定めており、ここにいう「総会の決議」の意義が問題となる。
ア 総会の決議について、本件管理規約 46 条は、原則として普通決議(同条２項)だが、「敷地及
び共用部分等の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く。)」については、特別
決議事項としている（同条３項２号）。また、「第３項第２号の場合において、敷地及び共用部分等の
変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分を所
有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければ
ならない。この組合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならな
い。」（同条７項)と定められている。
イ 本件管理規約 16 条２項の「第三者に使用させる、」法律関係については、本件管理規約に
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特に定めがない。被控訴人は、本件契約が期間を 10 年とする賃貸借契約であり、民法 602 条の
期間を超え、管理権限を逸脱しているから、共有物の処分変更行為として、特別決議事項に当
たると主張する。
民法 602 条は、「処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者」が管
理行為として賃貸借契約を締結するときの賃貸借期間に限界を設ける規定である。これに対し、
建物区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。）は、共用部分の共有者がその有する専
有部分と分離して持分を処分することができないこととする（区分所有法 15 条２項）などの制限を定
めているが、これらの制限が設けられたのは、共用部分の共有者が「処分につき行為能力の制
限を受け」、又は「処分の権限を有しない」からではなく、区分所有関係特有の要請からである。
したがって、区分所有法は、区分所有関係が成立している建物の共用部分(共有部分・・・注)を対
象とする限りにおいては、民法の特別法に当たるから、共用部分(共有部分・・・注)の賃貸借につ
き、民法 602 条の適用は排除され、同条に定める期間内でなければならないものではない。
※中野コメント
第 602 条（短期賃貸借） 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする
場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
一

樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年

二

前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年

三

建物の賃貸借 三年

四

動産の賃貸借 六箇月

ウ 区分所有法 17 条１項は、「共用部分(共有部分・・・注)の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わ
ないものを除く。)」が特別決議事項であると定めている。ここにいう「共用部分(共有部分・・・注)の変

更」は、その文言から明かなように、「形状又は効用の著しい変更を伴なうものである。したがっ
て、本件管理規約 46 条３項２号の「敷地及び共用部分(共有部分・・・注)の変更」も、区分所有法 17
条１項と同じく、「形状又は効用の箸しい変更を伴」うものであると解され、さらに、本件管理規約
においては、「形状又は効用の著しい変更を伴なうものであっても、「改良を目的とし、かつ、著し
く多額の費用を要しないもの」については、特別決議事項から除外されていると解すべきであ
る。
以上によれば、共用部分(共有部分・・・注)を第三者に賃貸して使用させる場合に必要な決議は、
第三者に使用させることにより「敷地及び共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を
要しないものを除く。)」をもたらすときは特別決議、これをもたらさないときは普通決議決であると解

される。
※中野コメント
共用部分についての規定ですが、区分所有法第 21 条によって、団地敷地が共有物ですので、団地敷地につ
いては、共用部分の規定が準用されます。そのために、規約の条文でも、「敷地及び共用部分の変更」のように表
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現されています。

エ 本件設備等を本件建物の屋上に設置するときの工事内容は、賃貸借契約書(甲 25)及び証
人の証言によれば、①本件建物の屋上のコンクリートに約 10 センチメートルの深さでケミカルア
ンカーを打ち込み、そこに鉄筋を組んで生コンを入れて架台を造り、基礎を設けてその上に、（高
さ約８メートルの棒状アンテナを設置する、②機械収容箱は、新段 MISC 架(ワイド)が幅約 170 セ
ンチメートル、奥行約 66 センチメートル、高さ約 165 センチメートルの直方体であり、新設屋外一
体型無線機が幅約 126 センチメートル、奥行約 100 センチメートル、高さ約 150 センチメートルの
直方体であって、アンテナと機械収容箱の総重量は約 1.5 トンである、③アンテナ及び機械収容
箱の稼動に必要な電力は、本件建物の地階の電気室の配電盤から供給されるため、マンション
共用部分のパイプシャフト(ケーブルや配管を通すため、各フロアに設置されている箇所をいう。）に穴を開
けて電源ケーブルを屋上まで通すというものであることが認められる.
ところで、本件管理規約 16 条１項では、管理組合が総会の決議を経ないで「敷地及び共用部
分等のうち別表第４の部分を同表に揚げる者に使用させることができる。」ものと定めている。こ
の中には、本件建物により電波障害を受ける近隣居住者が通常の受信用アンテナ及び受信設
備を、電波障害のある期間中、本件建物の屋上塔屋等の外壁面及び敷地内の配線部分に設置
して、これらの共用部分を使用する場合が含まれている。この使用形態と上記工事内容とを比
較すると、アンテナ自体の大きさが異なるものの、アンテナ等を固定する方法は類似していると
推認される。また、証人の証言によれば、ケミカルアンカーを打ち込んだ部分の復旧は、防水工
事を施してモルタルを流し込む方法で容易に行うことができることが認められる。
以上によれば、本件設備等を本件建物の屋上(団地内敷地・・・注)に設置する工事によって、共用
部分(共有部分・・・注)に「形状又は効用の著しい変更」が生ずるとは認められない。したがって、本
件設備等を本件建物の屋上(団地内敷地・・・注)に設置して共用部分(共有部分・・・注)を控訴人に使用
させるに当たり必要な決議は、普通決議（本件管理規約 46 条２項）で足りると解される。
オ 被控訴人は、明確に科学的に証明されていない段階とはいえ、本件設備等が人間の心身に
重大な悪影響を及ぼす疑惑があり、その疑惑が肉体の病気も惹起させるから、本件設備の設置
は、「専有部分使用者に特別の悪影響を及ぼす場合」と評価されるべきであり、本件管理規約
46 条７項に基づいて、専有部分の所有者等の承諾を得る必要があると主張する。
しかし、本件管理規約 46 条７項にいう「専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及
ぼすとき」は、同条３項２号に該当することが前提であり、上記のとおり、本件設備の設置はこれ
に当たらないから、同条７項の適用はない。
本件管理寵約 46 条７項の「特別の影響」は、区分所有法 17 条２項と同じく、共用部分(共有部
分・・・注)に変更、すなわち形状又は効用の著しい変更が生じたことにより、①特定の専有部分を

所有する組合員又は特定の専用使用部分の使用者にのみ影饗があり、②その影響が社会通
念上受忍すべき汲度を超えるもの〔例えば、採光や通風の障害)である船をいうと儒される。本件
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管理規約 46 条７7 項には、「この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒
否してはならない。」との規定もあるから、②の要件が必要なことは明らかであり、本件設備等に
よる電磁波の発生によって社会通念上受忍すべき限度を超える影響があるときでなければ、承
諾を拒めない。
②の要件については、承諾が必要であると主張する側（本件では被控訴人）に立証責任があると
ころ、本件設備等からの電磁波の発生によって、付近の住戸の居住者に健康被害が生ずると認
めるに足りる証拠はない。したがって、被控訴人のいう影響は、電磁波の発生による漠然とした
不安感にすぎず、社会通念上の受忍限度を超える影響に当たらないから、本件菅理規約 46 条
７項の承諾は必要でない。
力 以上によれば、本件設備を共用部分(共有部分・・・注)に設置し、共用部分(敷地・・・中野)を第三者
（控訴人）に使用させるために必要な「総会の決議」とは、総会の普通決議であり、このほかに専

有部分の所有者等の承諾を要しない。(「マンション管理サポートネット起動用 CD-ROM」より)

訴訟関係・弁護士費用
勝訴者が敗訴者に弁護士費用も請求できる会社法の規定
マンション関係の訴訟で、管理者(理事長)を相手に訴訟を起こした場合、基本的には弁護士費
用は訴訟を起こした方も起こされた方も個々それぞれの当事者側の負担ですが、勝訴（一部勝訴
を含む。）した場合、管理組合に対して一定額の支払いを請求できる可能性含んだ条文を会社法

に見つけました。
会社法第 852 条（費用等の請求）： 責任追及等の訴えを提起した株主が勝訴（一部勝訴を含む。）し
た場合において、当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用 （訴訟費用を除
く。）を支出したとき又は弁護士若しくは弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該株式

会社に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の
支払を請求することができる。
２ 責任追及等の訴えを提起した株主が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除
き、当該株主は、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わな
い。
３ 前 2 項の規定は、第 849 条第 1 項の規定により同項の訴訟に参加した株主について
準用する。
第 849 条（訴訟参加）第 1 項： 株主又は株式会社は、共同訴訟人として、又は当事者の
一方を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができ
る。ただし、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し
過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．148 or p．146 「『勝訴者による弁護士費用等の請求が許される』と明確にす
べきではないですか」)
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規約に定めても常に弁護士費用の請求が認められるわけではない。
標準管理規約 60 条 2 項は、管理費の未払いについて、「違約金としての弁護士費用並びに督
促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる」と定めています。
このような規定が存在する場合には、管理費の滞納や義務違反者に対して弁護士費用が発生
したときは、規約に基づいて違約金として弁護士費用を滞納者等に負担させることができるもの
と考えられます (東京地判平 9《1997》．6.26 判時 1634 号 94 頁)。
ただし、標準管理規約 60 条 2 項等の規定に基づいて常に弁護士費用の請求が認められるわ
けではありません。規定が定められた経緯など事案によってはその規約の有効性が問題となる
ことがあり、また、有効と認められたとしても弁護士費用の金額について相当性が問題となり、事
案によっては実際に発生した弁護士費用の一部しか認められない場合もあるでしょう。(｢弁護士に
聞きたい!マンションの紛争｣p．90)

(参照：「実践 区分所有法 など」p．144 or p．142「違約金として弁護士費用を請求できるとする規約の正当性」)

管理費等:滞納訴訟における違約金としての弁護士費用の認容判例
マンション標準管理規約などでも、管理費滞納の際の違約金として、滞納者に対して弁護士
費用の請求できるとはしていますし、専門書などでも規約で定める限りは可能であるとされてい
ますが、東京簡易裁判所の判決ではありますが、「 原告は被告に対し，原告の弁護士費用を
請求できる」との判例があることを行政書士・マンション管理士・岸本明彦氏のブログ(判例集)で
知りました。そのブログからの判例の抜粋です。
なお、インターネットでは「東京簡易裁判所判例平成 20 年 3 月 25 日」で検索できますが、残
念ながら、マンション管理サポートネット(CD)には収録されていませんでした。
事件番号

平成 19(ハ)28255

件 名

管理費等

裁判所

東京簡易裁判所 民事第 5 室

裁判年月日

平成 20 年 03 月 25 日

主文
１ 被告は，原告に対し、８６０９円を支払え。
２ 被告は，原告に対し、２万６２５０円及びこれに対する平成２０年１月７日から支払済みまで年
５パーセントの割合による金員を支払え。
３ 訴訟費用は被告の負担とする。
４ この判決は、１項及び２項に限り仮に執行することができる
第１ 請

求

主文と同旨

第２ 事案の概要
１ 請求の原因
別紙記載のとおり
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(7) 平成２０年２月４日、被告は原告に対し、３１万２３６０円を支払ったので、原告は未払管理費
等に充当した。
(8) よって，原告は被告に対し、平成１９年１月分から同年１２月分までの未払管理費等の合計
３１万２３６０円に対する平成１９年１２月分の管理費等の支払期限（平成１９年１１月２７日）の翌日で
ある平成１９年１１月２８日から平成２０年２月４日までの年１４．６パーセントの割合による確定
遅延損害金として８６０９円及び弁護士費用として２万６２５０円及びこれに対する平成２０年１月
７日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５パーセントの割合による遅延損害金の支払いを
求める。
２ 争点
原告は被告に対し、原告の弁護士費用を請求できるかどうか。
（原告の主張の要旨）
原告の管理規約には違約金として弁護士費用を請求できると定められている。また国土交通
省標準管理規約等においても同様の規定がある。これ らの規定は，建物の区分所有等に関す
る法律 （以下 「区分所有法」 という。）30 条１項に定める「建物の管理に関する事項」であり、被告
は本件以前にも管理費等の未払いを繰り返してきたのであるから、訴訟提起のために要した弁
護士費用を負担させることは何ら不合理ではない。
（被告の主張の要旨）
我が国において敗訴者が弁護士費用を含めた訴訟費用を負担するという制度を取っておら
ず、法改正等で議論されているところである。従って、管理規約に弁護士費用を請求できる旨の
記載があるとしても、その規定自体が違法なものであって、被告が負担すべきものではない。
また、簡易裁判所の事案であり、原告は本人として訴訟をすることができるのであるから、本
件請求は棄却されるべきである。
第３ 当裁判所の判断
１ 請求原因事実のうち、１ないし４，５(1)及び７の事実については当事者間に争いがない。請求
原因事実のうち、５(2)及び６の事実については、証拠によってこれを認めることができる。
２ 争点について
(1) 証拠によれば、原告の管理規約６２条２項には、管理組合は，区分所有者等が管理 費等を
納付しない場合には，未払管理費等に加えて、年１４．６パーセント以内の約定の遅延損害金及
び違約金としての弁護士費用を請求することができると記載されていることが認められる。
(2) 敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させるかどうかについては、法制度上議論のあるとこ
ろであり、今だ敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させる旨の法律が制定されていないこと
は、公知の事実である。しかし、現行法制上においても、敗訴者に相手方の弁護士費用を負担
させる旨の合意等（本件規約を含む）を定めることは、一律に違法とまではいうべきではなく、既存
の法律の趣旨、条項に違反しない限りは、その効力を認めるべきである。
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ところで，管理費等の未納者に対し、規約において違約金を定めることは、原告のようなマン
ション管理組合が区分所有であるマンションを管理運営する上で必要な事項であり、区分所有
法 30 条１項に定める「建物の管理に関する事項」に該当するというべきである。
そして、規約において、弁護士費用相当額を違約金として規定することについては、管理費
等の未納者に対しその支払いを求める場合において、事案に応じて、その手続を弁護士に依頼
する場合が想定され、弁護士に依頼をすれば相応の弁護士費用がかかることになり、その費用
を違約金として規約に定めること自体は合理性があり、区分所有法の趣旨に反するものではな
いというべきである。
また、本件では、被告は本件以前にも管理費等の未払いがあり、本件訴訟提起後においても
管理費等の未払いの状態が一定期間続いていたこと、違約金として弁護士費用相当額が２万６
２５０円であること等を考慮すると、弁護士に対して簡易裁判所へ本件の訴えを提起することを
依頼したことについて不合理であるとの点は認められない。
(3) よって、原告の主張は理由がある。
３ その他、原告の請求を妨げるに足りる証拠もない。
４ よって、原告の請求は理由があるので認容し，主文のとおり判決する。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．144「違約金として弁護士費用を請求できるとする規約の正当性)

原則として、弁護士費用は自己負担
----「訴訟費用等｣には、弁護士費用がふまれていない根拠条文--民事訴訟法第 61 条（訴訟費用の負担の原則）： 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
民事訴訟法第 62 条（不必要な行為があった場合等の負担）： 裁判所は、事情により、勝訴の当事者
に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費
用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しく
は防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負
担させることができる。
※ 以下は、敗訴の当事者の負担となる「訴訟費用等｣とは何かについての規定です。この中に
は、弁護士費用は含まれていません。
民事訴訟費用等に関する法律第 2 条（当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び
額）： 民事訴訟法（平成八年法律第百九号）その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事

者等（当事者又は事件の関係人をいう。第四号及び第五号を除き、以下同じ。）又はその他の者が負担す
べき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に
定めるところによる。
一 次条の規定による手数料
その手数料の額（第 9 条第 3 項又は第 5 項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額）
二 第 11 条第 1 項の費用
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その費用の額
三 執行官法（昭和四十一年法律第百十一号）の規定による手数料及び費用
その手数料及び費用の額
四 当事者等（当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。
以下この号及び次号において同じ。）が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に

出頭するための旅費、日当及び宿泊料（親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ず
る者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料） 次に

掲げるところにより算定した旅費、日当及び宿泊料の額
イ 旅費
（１） 旅行が本邦（国家公務員等の旅費に関する法律《昭和 25 年法律第 114 号》第 2 条第 1 項第四号に
規定する本邦をいう。以下同じ。）と外国（本邦以外の領域《公海を含む。》をいう。以下同じ。）との間の

ものを含まない場合においては、当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所
の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在
する場所との間の距離を基準として、その距離を旅行するときに通常要する交通費の額と
して最高裁判所が定める額（これらの場所が同一となるときは、最高裁判所が定める額）。ただし、旅
行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払った交通費の額が当該最
高裁判所が定める額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控
え等の文書が提出されたときは、現に支払った交通費の額
（２） 旅行が本邦と外国との間のものを含む場合において、当該旅行が通常の経路及び方
法によるものであるときは、現に支払った交通費の額（当該旅行が通常の経路又は方法によるも
のでないときは、証人に支給する旅費の例により算定した額）

ロ 日当 出頭及びそのための旅行（通常の経路及び方法によるものに限る。）に現に要した日数に
応じて、最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない
場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する日当の例により算定し
た額
ハ 宿泊料 出頭及びそのための旅行（通常の経路及び方法によるものに限る。）のために現に宿泊
した夜数に応じて、宿泊地を区分して最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路
若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に
支給する宿泊料の例により算定した額
五 代理人（法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。）が前号に規定する期日に
出頭した場合（当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。）における旅
費、日当及び宿泊料（代理人が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅
費、日当及び宿泊料）

前号の例により算定した額。ただし、当事者等が出頭した場合における旅費、日当及
135

び宿泊料の額として裁判所が相当と認める額を超えることができない。
六 訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類（当該民事訴訟等の資料とされ
たものに限る。）の作成及び提出の費用

事件一件につき、事件の種類、当事者等の数並びに書類の種類及び通数（事件の記録
が電磁的記録で作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に
出力したときのその通数）を基準として、通常要する書類の作成及び提出の費用の額として

最高裁判所が定める額
七 官庁その他の公の団体又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用
当該官庁等に支払うべき手数料の額に交付一回につき第一種郵便物の最低料金の
二倍の額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額
八 第六号の訳文の翻訳料
用紙一枚につき最高裁判所が定める額
九 文書又は物（裁判所が取り調べたものに限る。）を裁判所に送付した費用
通常の方法により送付した場合における実費の額
十 民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が
選任した弁護士又は裁判所が選任した弁護士に支払った報酬及び費用
裁判所が相当と認める額
十一 裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税
その登録免許税の額
十二 強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の正本の交付、執行文の付与
又は民事執行法（昭和 54 年法律第四号）第 29 条の規定により送達すべき書類の交付を受け
るために要する費用
裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額に交付又は付与一回に
つき第一種郵便物の最低料金の二倍の額に書留料を加えた額の範囲内において最
高裁判所が定める額を加えた額
十三 公証人法（明治 41 年法律第五十三号）第 57 条ノ 2 の規定により公証人がする書類の送達
のために要する費用
公証人に支払うべき手数料及び送達に要する料金の額
十四 第十二号の交付若しくは付与を受け、又は前号の送達を申し立てるために裁判所以外
の官庁又は公証人に提出すべき書類で官庁等の作成に係るものの交付を受けるために
要する費用
第七号の例により算定した費用の額
十五 裁判所が支払うものを除き、強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行（その例による
競売を含む。）に関する法令の定めるところにより裁判所が選任した管理人又は管財人が受
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ける報酬及び費用
当該法令の規定により裁判所が定める額
十六 差押債権者が民事執行法第 56 条第 1 項（これを準用し、又はその例による場合を含む。）の許
可を得て支払った地代又は借賃
その地代又は借賃の額
十七 第 28 条の 2 第 1 項の費用
同項の規定により算定した額
十八 民法（明治 29 年法律第八十九号）第 385 条（同法その他の法令において準用する場合を含む。）の
規定による通知を書面でした場合の通知の費用
通知一回につき第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額の範囲内において最
高裁判所が定める額
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．144 or p．142 「違約金として弁護士費用を請求できるとする規約の正当性
弁護士費用について」、p436 or p．432 「例外的に敗訴の当事者に弁護士費用の請求ができる場合があります」)

「管理規約により弁護士費用を違約金として請求することは合理的」との高裁判決
―－マンション管理サポートネットより--マンション管理規約における「区分所有者が管理組合に支払うべき費用を所定の支払期日ま
でに支払わないときは、管理組合は当該区分所有者に対し、違約金としての弁護士費用を加
算して請求することができる」旨の定めは合理的であるとされ、違約金としての弁護士費用
は、管理組合が弁護士に支払義務を負う一切の費用を含むとされた判例。東京高判・判決日
平成 26 年 04 月 16 日・判事 2226 号 26 頁
【主

文】

１ 控訴人の本件控訴を棄却する。
２（１） 被控訴人の附帯控訴に基づき、原判決主文１、２項を次のとおり変更する。
（２） 控訴人(管理費滞納区分所有者)は、被控訴人(管理組合)に対し、７８５万６２２９円及びう
ち５１１万９５１０円に対する平成２６年２月１日から支払済みまで年１８％の、うち１０
２万９５６５円に対する平成２５年２月２８日から支払済みまで年５％の各割合による
金員を支払え。
３ 訴訟費用（控訴費用、附帯控訴費用を含む。）は、第１、２審とも控訴人(管理費滞納区分所有者)
の負担とする。
４ この判決は、第２項（２）に限り、仮に執行することができる。
【第４ 当裁判所の判断】
１ 当裁判所は、控訴人(管理費滞納区分所有者)に対し、７８５万６２２９円及びうち５１１万９５１０円
に対する平成２６年２月１日から支払済みまで年１８％の、うち１０２万９５６５円に対する平成２５
年２月２８日から支払済みまで年５％の各割合による遅延損害金の支払を求める被控訴人(管理
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組合)の請求は、理由があるものと判断する。

その理由は、次のとおり補正し、後記２のとおり判断を加えるほかは、原判決の「事実及び理
由」中の「第３ 当裁判所の判断」１項ないし４項に記載のとおりであるから、これを引用する。
２ 違約金としての弁護士費用について
被控訴人(管理組合)は、上記第３の２（２）アのとおり主張し、これに対し、控訴人(管理費滞納区分
所有者)は、同イのとおり反論する。

そこで、判断するに、国土交通省の作成にかかるマンション標準管理規約（甲８）は、管理費等
の徴収について、組合員が期日までに納付すべき金額を納付しない場合に、管理組合が、未払
金額について、「違約金としての弁護士費用」を加算して、その組合員に請求することができると
定めているところ、本件管理規約もこれに依拠するものである。そして、違約金とは、一般に契約
を締結する場合において、契約に違反したときに、債務者が一定の金員を債権者に支払う旨を
約束し、それにより支払われるものである。債務不履行に基づく損害賠償請求をする際の弁護
士費用については、その性質上、相手方に請求できないと解されるから、管理組合が区分所有
者に対し、滞納管理費等を訴訟上請求し、それが認められた場合であっても、管理組合にとっ
て、所要の弁護士費用や手続費用が持ち出しになってしまう事態が生じ得る。しかし、それは区
分所有者は当然に負担すべき管理費等の支払義務を怠っているのに対し、管理組合は、その
当然の義務の履行を求めているにすぎないことを考えると、衡平の観点からは問題である。そこ
で、本件管理規約３６条３項により、本件のような場合について、弁護士費用を違約金として請
求することができるように定めているのである。このような定めは合理的なものであり、違約金の
性格は違約罰（制裁金）と解するのが相当である。したがって、違約金としての弁護士費用は、上
記の趣旨からして、管理組合が弁護士に支払義務を負う一切の費用と解される（その趣旨を一義
的に明確にするためには、管理規約の文言も「違約金としての弁護士費用」を「管理組合が負担することになる一
切の弁護士費用《違約金》」と定めるのが望ましいといえよう。）。

これに対して、控訴人(管理費滞納区分所有者)は、違反者に過度な負担を強いることになって不
合理である旨主張するが、そのような事態は、自らの不払い等に起因するものであり、自ら回避
することができるものであることを考えると、格別不合理なものとは解されない。
以上の判断枠組みの下に、本件をみるに、被控訴人(管理組合)は、本件訴訟追行に当たって、
訴訟代理人弁護士に対し、１０２万９５６５円の支払義務を負うが（甲５）、その額が不合理である
とは解されない。
したがって、控訴人(管理費滞納区分所有者)は、被控訴人(管理組合)に対し、本件管理規約３６条３
項に基づき、「違約金としての弁護士費用」１０２万９５６５円の支払義務がある。
３ 以上に加え、弁論の全趣旨によれば、控訴人(管理費滞納区分所有者)は、被控訴人(管理組合)
に対し、平成２２年９月分から平成２６年１月分までの管理費等を支払っていないことが明らかで
あり、別紙「管理費等債権明細計算表」記載のとおり、①未払管理費等５１１万９５１０円、②上記
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５１１万９５１０円に対する平成２６年１月３１日までの確定遅延損害金１７０万７１５４円、③上記５
１１万９５１０円に対する同年２月１日から支払済みまで本件管理規約所定の年１８％の割合に
よる遅延損害金、④弁護士費用１０２万９５６５円、⑤上記１０２万９５６５円に対する平成２５年２
月２８日から支払済みまで民法所定の年５％の割合による遅延損害金の支払義務がある。
【第５ 結論】
以上によれば、被控訴人(管理組合)の請求は、理由があるから全部認容すべきである。
これと異なり、６３９万２２５９円の限度で一部認容し、その余を棄却した原判決は一部失当であ
って、控訴人(管理費滞納区分所有者)の本件控訴は理由がないからこれを棄却し、被控訴人(管理
組合)の附帯控訴は理由があるからこれを認容すべきである。

よって、原判決主文１、２項を上記のとおり変更することとして、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 加藤新太郎
裁判官 河田泰常
裁判官青野洋士は、転補につき、署名押印することができない。
裁判長裁判官 加藤新太郎

調停とは
---簡易裁判所で行われる｢民事調停｣について--話し合いで紛争を解決したいと考えたとき、すぐに思い浮かぶのが調停ですが、調停といわれ
るものには種類があるようで弁護士会などの仲裁手続きなどもあるようですが、ここで書籍から
抜粋したのは、簡易裁判所で行われる｢民事調停｣についてです。
「調停は、民事に関する紛争について裁判所に所属する調停委員会(裁判官と調停委員によって
構成される)または裁判官のあっせんによって、当事者の合意により解決するものであり、民事に

関する紛争の解決に広く利用することができるが、じっくりと話を聴いてもらえることや、世間に公
開したくない内容の紛争を公開しないで解決できること、当事者の積極的な参加、当事者の合意
によって紛争の解決を図ることができること、紛争の全体的な解決を図ること、調停が成立した
場合における調停調書が債務名義になり、これによって強制執行をすることができることがその
特徴である。
また、調停においては、費用もかからないし、手続き上の制約も厳格でないという特徴もある。
さらに、賃料関係の紛争については不動産鑑定士等の専門家の調停委員の知識と経験を生か
して、迅速に解決することができるという利点がある。」
債務名義： 金銭の支払とか、物の引渡し、不動産の明け渡し等については、債務者が任意
の履行に応じなければ、強制執行により権利の内容を実現する必要があるが、そ
の場合、強制執行の開始、進行の基礎となるのが、この債務名義である。具体的
には、確定した判決等である。
「実務 民事訴訟法 第 4 版」p．45 より
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(参照：「実践 区分所有法 など」p．126 or p．125「滞納管理費回収手段として、当事者に、『個人再生申立手
続』の提案」)

民事調停のメリット・デメリットについて
すでに、別冊－p．139 ｢調停とは｣において、民事調停の概略について説明していますが、民
事調停のメリット・デメリットについての記載がありましたので転記します。
※ 民事調停のメリット
民事調停のメリットとしては、以下のものがあげられる。
① 貼用印紙額が訴訟の場合の半額程度である。
② 解決までの期間が裁判と比べると短い。
③ 原告・被告が裁判官の面前で口頭弁論を行うという対決構造ではなく、調停委員がまず当事
者と接することから、申立人・相手方の双方に｢しこり｣ができにくい(申立人が今後も相手方とし良
好な関係を維持していきたいと考えている場合などに適している)。

④ 調停委員が十分に事情を聴取することから、相手方も納得しやすい。
※ 民事調停のデメリット
① 相手方が不出頭の場合には、その時点で調停不成立となってしまう。この場合、2 週間以内
に訴訟を提起すれば、調停を申し立てたときに、訴訟があつたとものとみなされる(民事調停法
19 条)が、印紙を追納する必要がある。

② 互譲によって調停を成立させることから、遅延損害金の免除や分割払いを認めなければな
らない場合がある。
(「マンションの滞納管理費等回収実務ハンドブック」p．61)

なお、「マンションの滞納管理費等回収実務ハンドブック」p．62 には、｢民事調停手続きの必要
書類等｣についての記述があります。

公示送達の方法
①区分所有者や賃借人が死亡しその相続人が不明で誰であるかわからない場合とか、②区
分所有者や賃借人の氏名がわかっているが何処にいるか所在が不明である場合において、そ
の者に対し意思表示をする必要があることがあるが、そのような場合には、表意者は、民法第
98 条の規定(公示による意思表示)によって、意思表示は相手方に到達したものとして法律上扱わ
れる。
まず、①にあっては、表意者の住所地を管轄する簡易裁判所、②にあっては、相手の最後の
住所地を管轄する簡易裁判所に、表意者が相手の氏名・住所が不明であることを証明する資料
(郵便局から返却された郵便物、転出先不明の住民票など)を申立書に添付して申し立てる。これを受け

て、裁判所は、審査の上、公示送達の許可決定をなし、かつ、裁判所の掲示場に公示送達の文
書を掲示するとともに、そのような掲示があったことを官報および新聞紙に少なくとも一回掲載す
る措置をとる。ただし、裁判所が相当と認める場合には、代替措置として、市役所、町村役場ま
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たはこれに準ずる施設の掲示場に掲示してもよい。実際には、代替措置による掲示が一般的で
あって、①であれば、申立人の住所地、②であれば相手方の最後の住所地を行政区画とする市
役所、町村役場とか東京都 23 区であれば、区役所などの掲示場に掲示する。
公示送達の効力は、最後に官報および新聞紙に掲載した日、または、代替措置による掲示を
始めた日から 2 週間を経過した日に生ずる。したがって、そのとき、意思表示は相手方に到達し
たことになる。
ただし、申立人が相手方の住所・氏名を知らないことについて過失がある場合には、相手方に
到達したとはされない。なお、到達したとされた場合には、申立人は、裁判所からその証明をして
もらえる。（「コンメンタール区分所有法」p．76)
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．143 or p．141「支払い督促と少額訴訟の相違点」)

送達方法にも種類あり
送達・・・ 裁判所が裁判権の作用として、当事者その他の訴訟関係人に、確実に訴訟上の書類
内容を知らせるために、一定の方式により、書類を交付する行為。
付郵便送達・・・ 書留郵便等に付して発送すること。
出会送達・・・ 送達実施機関が送達名宛人(送達を受けるべきもの)に出会った場所で送達する
こと。
特別送達・・・ 通常の郵便による送達
付郵便送達（かきとめゆうびんにふするそうたつ）・・・ 相手(送達を受けるべきもの)が居住しているの
に、裁判所からの郵便物（特別送達郵便）を受け取らない場合は、原告は相手(送
達を受けるべきもの)がその場所に住んでいることを調査し、「調査報告書」とともに

「付郵便送達上申書」という形で申立てる。
調査内容を裁判所が認めると、今度は書留郵便とともに普通郵便を発送(書
留郵便に付するかたちで）し、発送した日に相手(送達を受けるべきもの)に送達された

とみなす制度。
補充送達・・・ 送達名宛人(送達を受けるべきもの)に就業場所以外の場所で出会わない場
合に、送達名宛人(送達を受けるべきもの)の使用人その他の従業者又は同居
者で、書類の受領について相当のわきまえのある者に、書類を交付して送達
すること。(民事訴訟法)
公示送達・・・ 当事者(送達を受けるべきもの)の住所等が不明であって書類の送達が出来ない
場合に、一定期間裁判所の掲示板に掲示することにより送達の効果を生じさ
せる方法。
公示伝達: 民事訴訟上の送達の一種(民事訴訟第 110 条)。当事者の住所が不
明であっても、一定の公示手続をとり、公示後、一定期間が経過し
た場合に、送達の効力が生じることにする制度。
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差置送達・・・ 送達する場所に書類を差し置いて送達すること。 (民事訴訟法)
名宛人(送達を受けるべきもの)の住所、居所において、名宛人(送達を受けるべきも
の)が正当な理由なく受領を拒否するときに通常送達すべき場所に書類を差し

置く場合。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．143 or p．141「支払督促と少額訴訟の相違点」、p．410or p．405「管理費等の
滞納対策としての管理規約(規約)の提案」、別冊-p．140「公示送達の方法」)

公示送達は、掲示されてから２週間経過した時に送達されたとみなされる
そもそもが、公示送達の手続きは、相手方を知ることができない場合や、相手方の住所・居所
がわからない人、相手方が海外に住んでいてその文書の交付の証明が取れないときなどに、法
的に送達したものとする手続きのことです。
民法第 98 条に公示による意思表示の方法が定められており、民事訴訟法の規定を適用する
こととなっています。
一般の手紙などの文書を公示送達で送ったことにする場合は、簡易裁判所において意思表
示の公示送達の申立を行います。
この場合、相手方が不明の場合は申立者の住所地の、相手方の所在が不明の場合は相手
方の最後の住所地の簡易裁判所が申立先になります（民法第 98 条第 4 項）。
公示送達の文書は、裁判所に一定期間掲示され、かつ、その掲示があったことを官報に少な
くとも 1 回掲載することで送達されたものとみなされます。
ただし、裁判所は官報への掲載に代えて、市区町村役場またはこれに準ずる施設に掲示すべ
きことを命ずることができます（民法第 98 条第 2 項）。
この手続きは、「掲示開始から 2 週間（外国において送達すべき場合は 6 週間）経過した場合、送達
の効果が発生する。」とされています。したがって、民法の到達主義を前提としていると考えられ
ます。
民法第９７条（隔地者に対する意思表示）１項 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方
に到達した時からその効力を生ずる。

強制執行の方法としての直接執行・代替執行と間接執行について
直接執行・代替執行： 管理費の支払などは執行官が、金銭を差し押さえて債権者(管理組合等)
に交付したり、動産や不動産を差し押さえた後に売却・競売により現金化して金銭を
交付する方法(直接執行・・・・直接強制執行)と共用部分からの私物の除去や騒音に対
する防音装置の設置が義務付けられた場合のようにその実現について第三者が代
替的(代わりに)に執行することができるものについては、債権者の請求による裁判に
もとづいて、第三者の手により債務者に代わって債権の内容を実現させ、その費用
については強制的に債務者から徴収するという方法(代替執行・・・・代替強制執行)
間接執行：騒音(深夜のピアノ演奏)や悪臭を発散させないことが命ぜられた場合のように代替的(代
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わりに)な実現が不可能なものについては、債務の履行を確保するために相当と認め

る一定額の金銭の支払を命ずることによって債務者を心理的に圧迫し、債務の内容
を実現する方法(間接執行・・・・間接強制執行)
※ 直接執行・代替執行については、債権者(管理組合等)により、間接執行の方法を選択すること
も可能です。
民事執行法第 171 条（代替執行）: 民法第 414 条第 2 項本文又は第 3 項に規定する請求に係る
強制執行は、執行裁判所が民法 の規定に従い決定をする方法により行
う。
民法第 414 条第 2 項本文： 債務の性質が強制履行を許さない場合にお
いて、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債
務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求す
ることができる。
民法第 414 条第 3 項： 不作為を目的とする債務については、債務者の
費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は
将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求
することができる。
民事執行法第 172 条（間接強制）： 作為又は不作為を目的とする債務で前条第 1 項の強制執行
ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅
延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直
ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権
者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。

弁護士とマンション管理士との当たり前だが本質的な違い
----マンション管理の顧問契約は弁護士?マンション管理士?---弁護士は法律の専門家であり、マンション管理士はマンション管理の専門家である。これが弁
護士とマンション管理士との当たり前だが本質的な違いです。
弁護士は法律の専門家であるために、マンション管理組合から法律上の解釈を求められれ
ば、それに答えるのが顧問としての役割であり、規約等についても、法律との関係で問われれば
対応するが、改めて管理組合から法律との関係について問われない限り、自ら積極的に関わる
必要性はない。訴訟問題などについては法律上の問題だから依頼されれば弁護士としての役割
を果たす。
これが弁護士としての職業上から認識のようです。すなわち、弁護士としての認識の前提とな
るのは、マンション管理そのものについてではなく、法律問題に対する顧問契約との認識であ
り、法律上の問題を問われない限り感知せずという認識かと考えます。
対して、マンション管理士はマンション管理全般に関心を持ち、かつ、マンション管理全般が扱
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う対象です。組合運営は規約をもとに運営がなされているはずです。
マンション管理士がアドバイスを求められるのであれば規約の内容を前提にした上で考える
はずです。その際規約に問題点があればその指摘をせざるを得ません。
弁護士との関係で言えば、法律関係以外の問題について、すなわち規約問題そのものについ
ては取扱うが、法律問題が関わってくるようであれば、マンション管理士として弁護士などに問い
かけることはあるとの認識かとも思われます。
従って、規約問題などについては、マンション管理の直接的な問題であるだけに、問題があれ
ば、その問題を提起する役割があると認識していますが、区分所有法関係については難しいの
で、弁護士に依拠するようにしている。といった認識かと考えます。この辺の認識の違いがマンョ
ン管理士と弁護士の違いのように思われます。
マンション管理士は、組合の問題点について、改善すべきことがあれば、すべてアドバイスの
対象として考えますが、管理業務は範囲が広いので、問題点に気づくかどうかといった点もあり
ますが、様々な分野に対応できる能力がもとめられるため専門家同士のネットワークを持ってい
るかが重要な要素となりますが、その管理士の個人のレベルによって違は生じます。
そういった意味では、マンション管理士は、マンション管理士の試験さえ受かれば管理士なの
で(そういった意味では弁護士も同様ですが、試験のレベルが違うともいえますが)、同じ管理士でも知識のレ
ベルの差はかなりあると思います。
ただ、ここで問題となるのは、マンション管理士の中にも、法律全般ではないにしろ、区分所有
法ぐらいは、精通する努力をすべきであるのに、区分所有法は法律だからという一点から全てを
弁護士に依拠しようと考えてしまいがちであることです。
しかし、弁護士は法律の専門家であっても、全ての法律に精通しているわけではなく、そこに
は専門化が進んでおり、医者が医者としての一般的な知識はあったとしても、専門分野ごとに知
識に大きな差があるように、しかも、区分所有法に精通している弁護士は非常に少ないといわれ
ています。
そうは言っても、弁護士が法律の専門家であることには代わらず、区分所有者同士の利害関
係から総会などでの運営が困難を極めるような場合、弁護士などに立ち会ってもらうことによっ
て、混乱が発展することを未然に防いだといった事例も聞かれます。そういった面での法律家と
して弁護士に期待する事例も聞きます。
したがって、マンション管理組合の顧問を弁護士に依頼する傾向が強いのは、法律の専門家
という守備範囲の広さに対する弁護士にたいする幻想的な信頼感から弁護士との顧問契約がな
される一面もあり、マンション管理士自身が同様な信頼感を弁護士に持っていることから、マンシ
ョン管理士が顧問契約をしている場合でも、区分所有法に関する部分を除いて、顧問契約をして
いる傾向があると考えます。
あるいはマンション管理士との顧問契約を経由して、法律問題が生じたときに、弁護士に依頼
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するパターンが生じていると考えます。
この辺の役割分担をどのように認識し、どちらに重点をおくか、あるいは両者と顧問契約をす
るかは、費用の問題も含めて、顧問契約を弁護士にするかマンション管理士にするかあるいは
両者を兼ね備えた組織にするかの判断の分かれめのように感じます。
｢自身のホームページなどで積極的に仕事を受け付けているような管理士は、おそらく経験豊
富で知識もあると思われます。
そのような方へ依頼できれば、適正な運営についてのアドバイスも期待が持てると思います。
以上が回答となりますが、ご参考になったでしょうか。」といったインターネットの無料相談の回答
があったことを記しておきます。
※ コメント
数人の弁護士とマンション管理士に問いかけた結果としては、全ての弁護士が、管理組合側
からの問い掛けがない限り、弁護士側から問題を指摘することはない。問い掛けがあれば答え
るとの回答でした。
そして、マンション管理士は、規約を含めマンション管理の運営上の問題点があれば専門家
同士のネットワークをも利用して、積極的に対応する姿勢を持ち、これまた当然ですが、その指
摘を相手側が受け入れるかどうかは相手次第であり、それ以上の関わりは持たないとの姿勢の
ようでした。
※ なお、この見解に対しては、異論も多いと思われます。実際に顧問契約をしている当事者ある
いは管理組合の方、その他、それなりの持論をお持ちの方のご意見を募集します。

集会(総会)決議を経ずに個人が義務違反者に対する訴訟をおこした時の訴訟費用の
扱いについて―――区分所有法の訴訟は、団体としての訴訟が前提―――
「実践

区分所有法 など」p．438 or p．434「区分所有者(住戸所有者)が集会(総会)決議を経ずに

訴訟を起こした場合には、勝訴しても、その裁判費用は管理組合(法第 3 条の団体)に請求できない
との判例に対する批判の見解」では、「実務法律選書マンションの法律｣ 塩崎 勤編著 ㈱ぎょ
うせいの著作からの引用を行ったが、同様の見解と思われるものが、「これからのマンションと
法」p．488 において、丸山英気氏の見解として述べられていました。
「区分所有者の一人が外壁に穴を開けた場合、管理者が 57 条の差止請求を提案しないときと
か、提案したが集会の決議ができなかったとき、区分所有者の一人が人格権に基づく差止請求
や不法行為に基づく損害賠償ができるかである。その場合、弁護士費用などの訴訟費用は他の
区分所有者(管理者)に請求できるか、勝訴して損害賠償を取得した場合、それは誰に帰属する
か。
周知のように、区分所有法第 57 条以下の義務違反者に対する措置は、昭和 58 年区分所有
法(1983

年改正区分所有法・・・中野注)で創設された。したがって、昭和

法・・・中野注)のもとでは区分所有法

37 年区分所有法(1962

年区分所有

6 条 1 項(昭和 37 年区分所有法では 5 条 1 項)に基づく差止請求は
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個々の区分所有者が訴える以外になかつた。
これをどう評価すべきか、共用部分である外壁の毀損につき、共有持分権者として排除請求
をしたと見るべきであろう。そうだとすると、保存行為として訴訟費用を他の区分所有者に請求で
きることになろう。このような理解に立つかぎり、義務違反者に対する措置が導入された昭和 58
年区分所有法(1983

年改正区分所有法・・・中野注)のもとにおいても(現行法のもとにおいても)、この結論は

維持されるべきであろう。
管理組合が機能しないことも考えられるので、個々の区分所有者のイニシアティブで差止請求は
認められるべきであろうし、訴訟費用も請求できるであろう。共有持分に基づく差止請求と位置
付けることができよう。もっとも、管理組合が差止請求の訴えをしようとしている場合には、それと
は別に区分所有法 6 条に基づいて差止請求をする事は認められないだろう。(参照：「実践 区分所
有法 など」p．438 or p．434「区分所有者(住戸所有者)が集会(総会)決議を経ずに訴訟を起こした場合には、勝訴し
ても、その裁判費用は管理組合(法第 3 条の団体)に請求できないとの判例に対する批判の見解」

民事訴訟法と当事者適格
民事訴訟法第 29 条（法人でない社団等の当事者能力） 法人でない社団又は財団で代表者又は
管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられること
ができる。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．303 or p．299 「管理者《に擬制された理事長》が訴えられた場合、被告となる
には集会《総会》決議が必要。しかし・・・・ 」、p．431 or p．427「管理者《に擬制された理事長》は民事訴訟法・区
分所有法どちらによっても訴訟が起こせます」)

共有・共用部分
「共用部分」って何ですか、そして、「共用部分」って何処ですか。「共用部分」と「共
有部分」は違うのですか。
まず、｢共有｣は、複数の者の｢所有｣を、｢共用｣は複数の者の｢使用｣を意味します。そして区分
所有法で「共用部分｣とされているのは、建物(分譲マンションを含む)内の共有部分のことです。
すなわち、建物(分譲マンションを含む)内の複数の者の｢所有｣で、複数の者の｢使用｣することだ
けを目的とした部分(場所・箇所)のことを区分所有法では「共用部分｣と称しているのです。
そして、建物(分譲マンションを含む)の従たる関係(刀と鞘のような、別物だが切っても切れない関係)にあ
る焼却炉や集会所(第三者対抗要件としては登記が必要)なども「共用部分｣に含まれるとされていま
す。
そのうえで、「共用部分｣というのは、原則としては建物(分譲マンションを含む)内の、区分所有者
全員(複数)の共有物なのですが、一部の共有者(複数)だけの建物(分譲マンションを含む)内の共有
部分については、「一部共用部分」として表現されています。
しかし、建物(分譲マンションを含む)の敷地は、共有部分であり、建物を建てる目的のために、区
分所有者全員(複数) の｢使用｣する場所なのに「共用部分｣とはされていません。単なる｢共有部
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分｣でしかないのです。
なぜなら、建物と敷地は登記が別々にできるように、権利関係が異なるのです。そのために、
共有部分を「建物」と｢敷地｣と分けて、建物という権利の範疇の共有部分だけを「共用部分｣とし
ているのです。
確かに、区分所有法では、その特殊性から「共用部分｣と｢敷地｣について別々の規定を設けて
いますが、｢敷地｣などの「共有部分」と｢共用部分｣とは共通する部分が多いため、管理上では、
「共有部分」も｢共用部分｣と類似の規定に基づいて管理対象としています(法第 21 条参照)。
ここで、専有部分といわれる部分について説明しておきます。｢専有｣は、特定の者の｢所有｣を
意味します。
すなわち、所有権の一つである区分所有権の対象となる建物(分譲マンションを含む)の住戸部分
(分譲マンションの場合)に相当する部分のことを「専有部分｣と称しています。

区分所有法にはありませんが、規約で使われている紛らわしい用語として、「専用部分｣があ
ります。「共用部分」や「共有部分」であっても、各区分所有者が個別に専用的に使用する部分で
あるとして｢専用部分｣としている場所で、バルコニー等は、避難路などとしては複数の者の｢使
用｣することを目的とした部分(場所・箇所)としての一面を持つことから「共用部分」されています。
したがって、建物(分譲マンションを含む)内には、専有部分か共用部分しかないことになります。
そのことを法第 2 条四号で、「４ この法律において『共用部分』とは、専有部分以外の建物の部
分、専有部分に属しない建物の附属物及び第 4 条第 2 項の規定により共用部分とされた附属の
建物をいう。」とされています。
なお、基本的には、建物(分譲マンションを含む)内には、規約で定めるまでもなく、専有部分と共用
部分しかないのであって、ただ、複数の者の｢使用｣することだけを目的とした部分(場所・箇所)は
当然に共用部分になるのだということです。
ただし、専用部分となるべき物についても、規約で定めるのならば、共用部分とすることができ
る(法第 4 条第 2 項)のであり、第三者にそのことを証明するためには、表題登記をしなくてはならな
いというものです。
また、複数の者の｢使用｣することだけを目的とした部分(場所・箇所)は当然に共用部分になるの
だとしても、専有部分との区分けが明確でない場合がありますので、管理上のために、そのこと
を明確にしておくために、規約で共用部分の範囲を明確にしておく必要があるのです。
したがって、規約で定めるから共用部分になるのではないことを正しく理解しておく必要があり
ます。
そのうえで、マンション標準管理規約を利用して、どのようなものが共用部分とされているのか
を明らかにしておきたいと考えます。
別表第２ 共用部分の範囲
１ 棟の共用部分
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玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、電気室、機械室、パイプスペ
ース、メーターボックス（給湯器ボイラー等の設備を除く。）、内外壁、界壁、床スラブ、基礎部分、バル
コニー、ベランダ、屋上テラス、車庫等専有部分に属さない「建物の部分」、エレベーター設備、
電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、火災警報設備、インターネット通信設備、ケーブル
テレビ設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備､塔屋、集合郵便受箱、配線配管（給水管
については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管）等

専有部分に属さない「建物の附属物」
〔解説〕
① 建物内の複数の者の｢使用｣することだけを目的とした部分(場所・箇所)である共用部分＝法
定共用部分
イ． 玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、電気室、機械室、パイプス
ペース内外壁、界壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、ベランダ、屋上テラス、エレベーター
設備、火災警報設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備､塔屋、集合郵便受箱、など
については、法定共用部分であることに納得できると考えます。
ロ． メーターボックスについては、法定共用部分であることは理解できると考えます。ここで、設
置場所は共用部分であっても、専有部分の範疇となる「給湯器ボイラー等の設備｣は除かれて
いるのです。それが、メーターボックス（給湯器ボイラー等の設備を除く。）と表現されている理由で
す。
ハ． 建物(分譲マンションを含む)内には、専有部分か共用部分しかないことになりますので、配線
配管等も、専有部分と共用部分に分けた上で、専有部分に属さない「建物の附属物」も共用部
分となります。
ニ． 給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分までは、専有部分に属さない複数
の者の｢使用｣することだけを目的とした部分(場所・箇所)である共用部分であり、雑排水管及び
汚水管については、配管継手及び立て管が専有部分に属さない、複数の者の｢使用｣すること
だけを目的とした部分(場所・箇所)である共用部分であるとされているのです。
したがって、給水管については各住戸メーターから先は専有部分であり、雑排水管及び汚
水管については、配管継手から先が専有部分であることを示しているのです。
それが、「（給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、
配管継手及び立て管）等専有部分に属さない『建物の附属物』」の意味です。

ただ、給水管や排水管については、メーターから先の配管や配管系統の一部が下の階の専有
部分の天井裏を経由しているような場合には、その「下の階の天井裏を経由している」部分につ
いては、共用部分となります(最高裁判例より)。
２ 団地共用部分
管理事務所、集会所、管理用倉庫等「団地内の附属施設たる建物」
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〔解説〕
団地の管理対象が敷地と附属施設に限定され、その他の箇所(各棟を含む)については基本的
には管理対象ではなく規約で定めた場合だけ、個々に管理対象となるだけですので、各棟建物
内部の共用部分についても、規約で定めない限り団地としての管理対象ではないため、各棟の
共用部分を団地の管理対象の共用部分とはしていません。
したがって、団地での共用部分は敷地や附属施設内の団地区分所有者全員の共有のものに
限られため、それらを規約で定めて初めて、｢団地共用部分｣として第三者に対し主張できるよう
になっています。

共有物を規約共用部分とするメリットの例
民法上の共有物は、原則として、共有者が分割請求することができます(民法第 256 条)。たとえ
ば、管理組合が空き住戸を共用部分として無償で所得した(贈与、死因贈与、遺贈等による)場合、共
用部分は共有部分ですから、規約共用部分として表題登記しない限り、共有者の分割請求の対
象となります。(「新・マンション管理の実務と法律」p．271 より)

コンクリートスラブ下の雑排水管は共用部分との判例
---床下(コンクリートスラブ・・・編者注)と階下の天井との間に敷設された雑排水管についての判例--各マンションに敷設されている雑排水管は、部屋の見える場所に取り付けられ、且つ、区分所有
者の好みで器具の選択等の余地のある給水管とは異なり、共用部分とみられる床下(コンクリート
スラブ・・・編者注)と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う

対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことのみ意味があるにすぎ
ず、少なくとも維持管理の面からは、「マンション全体への附属物」というべきであり、区分所有法
2 条 4 項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、同項の専有部分に属さな
い附属物に該当すると解するのが合理的である。したがって、雑排水管取替え工事費用の負担
については、同法 18 条 1 項の「共用部分の管理」として管理組合の集会の決議で行うことができ
る(東京地判平 2《1990》・1・30 判時 1370 号 83 頁)(関連資料:最判平 12《2000》・3・21)

「専有部分」と「専用部分」の使い分け
専有(住戸)部分とは、区分所有権の目的である建物の部分とされており、一般的には、マンショ
ンの各住戸、ビルディング内の店舗・事務所などを示しています。
1962 年法成立以前には「専用部分」という用語の方が多く使われていたようですが、1962 年法
では区分所有権の目的たる部分という意味を表すために特に「専有部分」としたと説明されてい
ます(川島・解説(上)855)。2002 年法でも、この用語を受け継ぎました。したがって、今日では、「専用
部分」という言葉は、慣用的には、たとえば一階住戸前の庭やルーフバルコニーなど一部の区
分所有者(住戸所有者)の専用使用権の対象となる共用部分を「専用部分」ということがあるのであ
り、「専用部分」という言葉を「専有(住戸)部分」という意味で使うことはできません。

専有(住戸)部分と共用部分の境---「マンショントラブルずばり回答」補訂版記述批判---149

---「上塗り説、内法説(内壁説)」の意味ぐらい理解して説明してほしいものです。---｢専有部分と隣りの専有部分との境にある壁、床、天井等については、専有部分となるのは、(1)
各部屋の上塗り部分まで、(2)各部屋の内壁まで、(3)境界面の中央線まで、という三つの考え方
があります。将来の補修工事等を考えると、(1)説が一番問題が少ないと思われます。
登記の記載は(1)説によって占有面積が表示されますので、販売業者の売出し用パンフレット
の面積(《3》説による)より若干少なくなっています。」(「マンショントラブルずばり回答｣補訂版 p．7)の実に
奇妙な記述です。
この記述では、｢登記の記載は(1)説によって占有面積が表示されます」とされていることから、
「(1)各部屋の上塗り部分まで｣は、内法(内壁)説を表現していると考えられます。
したがって、「(2)各部屋の内壁まで」とは、上塗り説すなわち、マンション標準管理規約の採用
しているコンクリート躯体の表面までが専有部分であり、コンクリート躯体部分は共用部分である
との説を表わしていると考えられます(折衷説または上塗り説。1983 年法制定後の通説。・・・｢注解不動産
法｣p．26)。

そして、「(3)境界面の中央線まで」は、「販売業者の売出し用パンフレットの面積(《3》説による)」
とされていますので通り芯説だと判断できます。
ここで疑問が生じます。「(1)説が一番問題が少ないと思われます。｣との認識です。むしろ補修
工事を考えると「(1)説が一番問題が」「あると思われている。」のです。表面仕上げのクロスなど
も共用部分とされてしまうからです。
したがって、マンション標準管理規約でも、わざわざ、登記実務と異なる「(2)各部屋の内壁ま
で｣説を採用しているのです。
しかし、「各部屋の上塗り部分まで」と「各部屋の内壁まで」との表現方法そのものに、この著
者は内容を理解して記述しているのだろうかとの疑問が沸きます。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．105 or p．104「専有部分(住戸)と共用部分の境界の採り方と上塗り説の由
来」)

※青林書院様
古い書籍で恐縮ですが、「マンショントラブルずばり回答」補訂版 東京弁護士会不動産法部/編
林書院 2,100+税 2001.10.20

青

p．7 の記述について、記述の担当者の方がお分かりでしたら、記述内容

について疑念がありますのでご教授いただけるようにお手配をお願いできないでしょうか。
「マンショントラブルずばり回答」補訂版 p．7 に「専有部分と隣りの専有部分との境にある壁、
床、天井等については、専有部分となるのは、(1)各部屋の上塗り部分まで、(2)各部屋の内壁ま
で、(3)境界面の中央線まで、という三つの考え方があります。将来の補修工事等を考えると、(1)
説が一番問題が少ないと思われます。
登記の記載は(1)説によって占有面積が表示されますので、販売業者の売出し用パンフレットの
面積(《3》説による)より若干少なくなっています。」との記述があります。この記述について以下のよ
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うな疑問が沸きます。ご意見を伺えないでしょうか。
この記述では、｢登記の記載は(1)説によって占有面積が表示されます」とされていることから、
「(1)各部屋の上塗り部分まで｣は、内法(内壁)説を表現していると考えられます。
したがって、「(2)各部屋の内壁まで」とは、上塗り説すなわち、コンクリート躯体の表面までが
専有部分であり、コンクリート躯体部分は共用部分であるとの説を表わしていると考えられます。
そして、「(3)境界面の中央線まで」は、「販売業者の売出し用パンフレットの面積(《3》説による)」
とされていますので通り芯説だと判断できます。
ここで疑問が生じます。「将来の補修工事等を考えると、(1)説が一番問題が少ないと思われま
す。｣との記述です。「(1)説」は、内法(内壁)説(登記実務の面積計測方法)であり、むしろ補修工事を考
えると「(1)説が一番問題が」「あると思われている。」のではないでしょうか。仕上げ表面のクロス
なども共用部分とされてしまうからです。
したがって、実務でも、わざわざ、登記実務と異なる「(2)各部屋の内壁まで」説(上塗り説)を採用
しているのではないでしょうか。「したがって、この記述は間違いではないのかと考えてしまうので
す。また、「各部屋の上塗り部分まで」と「各部屋の内壁まで」との表現方法についても、何か不
明確なものを感じるのです。この記述での当方理解が間違えているのでしたら、その理由につい
てご指摘・ご教授願えないでしょうか。
なお、他の Q の「専有部分と隣りの専有部分との境にある壁等｣についての専有部分か共用部
分かについての記述内容については、正しく記述されていると理解しています。
※ 編集者からの回答
著者が連絡が取れない。編集者としては、この記述は間違えていない。上塗り説、内法説(内
壁説)といった表現は使っていない。として、「(1)各部屋の上塗り部分まで｣はクロス部分までは含

むので解説は合っているとの説明でした。
この説明の「クロス部分までは含む」という点でも間違っていますが、｢登記の記載は(1)説によ
って占有面積が表示されます」との意味はどのように理解したらよいのでしょうか。
不動産登記法では、分譲マンションなどの区分所有建物を登記する場合には、この内法説(内
壁説)の考え方で床面積を計算することとされている（不動産登記規則第 115 条）のです。

編集者は「上塗り説、内法説(内壁説)といった表現は使っていない」としきりに主張されますが、
「上塗り説、内法説(内壁説)」の意味ぐらい理解して説明してほしいものです。
不動産登記規則第 115 条： 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線（区分建
物《専有部分・・・中野注》にあっては、壁その他の区画の内側線）で囲まれ

た部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、
一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとす
る。
※ 青林書房編集者様-1
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先ほど(1/14)電話でお話した「マンショントラブルずばり回答」補訂版の p．7 の記述についてお
話させていただいた者ですが、著者関係者の方からの連絡先のお知らせを待ちしていますが、
念のため問い掛けのポイントについて追記しておきます。
問い掛けの、ポイントは、｢登記の記載は(1)説によって占有面積が表示されます」との意味はど
のように理解したらよいのでしょうかということです。この記述からは、(1)説は、専有面積の登記
の記載方法と同じと理解できます。これが問い掛けの出発点です。この問い掛けへの正否を問
うているのです。
不動産登記法では、分譲マンションなどの区分所有建物を登記する場合には、この内法説(内
壁説 or 内側説 or 内法説)の考え方で床面積を計算することとされている（不動産登記規則第 115 条）の

です。(念のために説明しておきますが、登記法上の計算方法では、仕上げ材のクロス等は厚みがあるために含
まれません。あくまでクロス等の仕上げ材の表面迄です。)

言い換えれば、「(1)各部屋の上塗り表面部分まで」の考え方(講学上の内壁説 or 内側説 or 内法説と
理解しています)で床面積を計算するとされているのです。

ここで疑問が生じるのです。貴書の「将来の補修工事等を考えると、(1)説が一番問題が少ない
と思われます。｣との記述です。専有面積の登記の記載方法と同じ「(1)説」は、むしろ補修工事を
考えると「(1)説が一番問題が」「あると思われている。」のではないでしょうか。仕上げ材のクロス
等も共用部分とされてしまうからです。
むしろ実務では、各部屋の内壁まで｣説(上塗り説)が通常として採用され(実例でわかるマンション管
理紛争解決マニュアル p．218)、マンション標準管理規約第 7 条 2 項二号でも、わざわざ、登記実務と

異なる「(2)各部屋の内壁まで」説(上塗り説)説を採用しているのではないでしょうか。との問い掛け
となるのです。
〔参照資料 1〕「注解不動産法 5 区分所有法」p．84
床面籍の測定方法(区分所有法第 14 条 3 項・4 項)
(1)本条 3 項は、共用部分の持分が床面積の割合による場合につき、専有部分及び一部共用
部分の床面積の測定方法を定めたものであり、昭和 58 年の本改正(1983 年改正区分所有法)に
よって新設された規定である。
上記の改正前において、その測定方法については、解釈上、壁の内側で測る考え方 (内側計
算)と壁の中心で測る考え方(壁芯計算)があった・・・・・

(2)本条 3 項は、前ニ項の床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積
によるものとし、いわゆる内側計算によるべきことを明らかにした。
登記実務は、｢一棟の建物を区分した各建物の床面積は、内側で囲まれた部分の水平投影
面積により定めるものとする〕旨を定めた不動産登記実務手続準則第 141 条第 12 号(現 不動産
登記規則第 115 条)に基づき、すでに同様の取扱いをしていた。

青林書院編集部様-2
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「マンショントラブルずばり回答」補訂版 p．7 の記述について、間違った記述ではないかとの問い
掛けを行った者です。
当方と電話でお話をされた方は、p．7 の記述について、上塗り説、内法(内壁)説などの表現使
っていないとされ、当方との論点の齟齬が見られましたが、p．7 で記述されている 3 つの根拠とさ
れている見解は、講学上 4 つあり、p．7 の記述での見解もこの講学上の定義と同一の範疇のも
のであり(1)は内法(内壁)説と呼ばれるものであり、(2)は、上塗り説と称され、(3)は、壁芯説と称さ
れているものであるものと理解しています。
なお、「内壁説」は一般的に使われている用語ですが、マンョン標準管理規約のコメントにおい
ては、同様の意味で、｢内法｣という用語を使用していることもご理解ください。
もしも、p．7 の記述の著者(あるいは関係者)がこれらの講学上の定義範疇と異なる見解でしたら
その内容をお知らせください。
また、p．7 の記述が間違っているとの見解にいたる根拠としての資料として「コンメンタールマン
ション区分所有法」 稲本洋之助/鎌野邦樹著

日本評論社 8,000-＋税 2004．10

p．18 の抜粋を添付しま

す。
(2)専有部分の範囲について
躯体部分(建物全体を維持するために必要な建物の部分。支柱、耐力壁、基礎・土台部分、屋根、屋上、外壁
等がこれに当たる)のうち、支柱や耐力壁が専有部分の内部にある場合に、それらが専有部分に含

まれるか否かも問題となる、本法(2002 年改正区分所有法)ではこれらについて規定を設けていない
ので、本条(法第 2 条)の解釈に委ねられる。
解釈論としては、これまで区隔部分について諸説があるので、先にこれをみよう。
(ア) 区隔部分
区隔部分が専有部分に含まれるか否かについては、一般的に次の 4 つの解釈論がある(川島・
解説《上》853、玉田・注解 92 以下、法務省・マンション法 71 など)。

(1) 区隔部分はすべて共用部分であり、専有部分の範囲には含まれないとする説 (我妻・物権
186、末川・物権 324、船橋・物権 348 など 1962 年法成立前は支配的学説であった。ただし、この説は主として棟
割長屋の区分所有を想定していた)。14 条 3 項は、専有部分の面積は、壁その他の区画の内側線で

囲まれた水平投影面積によると規定する。また、登記実務において、通常の建物の床面積は、
壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平面積で定めるが、区分所有建物の専有面積
は、壁その他の区画の内側線を基準に定める。 (中野注・・・・通称「内壁《内法》説」と称されてます。)
(3) 区隔部分はすべて専有部分であって、したがって、その厚さの中央までは当該専有部分の
範囲に含まれるとする説(山田・専有部分 105 など)。(中野注・・・・通称「壁芯説」と称されてます。)
(2) 区隔部分の骨格をなす中身の部分(壁芯)は共用部分であるが、その上塗り部分は専有部分
に含まれるとする説(1962 年法の立法過程において法務省立法担当者が提示した見解であり、今日でも法務
省民事参事官室はこの説を妥当とする《法務省・マンション法 72》。また、玉田・注解 96 など)。(中野注・・・・通称
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「上塗り説」と称されてます。)

④ 内部関係(区分所有者相互間で建物を維持管理する関係)においては、上記(2)説をとり、外
部関係(保険、固定資産税等の第三者に対する関係)においては、一般の実務慣行に従って(3)説をとる
とする説(1962 年法の成立直後に立法担当者が私見として提唱した見解《川島・解説(上)854》) (中野注・・・・通
称「折衷説」と称されてます。)

これらの諸説のうち、(1)に対しては、同説によると専有部分は空間だけになり、本条が建物の部
分としての専有部分について所有権を認めていることと矛盾し、また、区分所有者は内装工事も
できないことになるという非批判がある。また(3)に対しては、区隔部分の中心まで各区分所有者
が自由に変更することができることになって、建物の維持管理という観点から妥当でないという
批判がある。(2)説が妥当であろう。
※ (1)、(2)、(3)、④という文頭の数値は、理解しやすいように「マンショントラブルずばり回答」
補訂版 p.7 の記述の数値に合わしています。
(イ)躯体部分
専有部分の内部にある躯体部分は専有部分に含まれるか。これについては、区隔部分の場合
と同様に上記(1)～④の解釈論が考えられるが、支柱や耐力壁等の躯体部分については、基
礎・土台部分、屋根、屋上、外壁の躯体部分(これらはいずれも共用部分)と同じように建物全体の存
立にとって不可欠なものであるから、支柱や耐力壁等の躯体部分のすべてを専有部分と考える
こと(前記《3》説)はできず、他方で躯体部分が専有部分の内部にあることを考慮すると、躯体部分
の骨格をなす中身の部分は共用部分であるが、その上塗りの部分は専有部分に含まれると解
する(前記《2》説)のが妥当であろう(稲本・諸問題《その 5》27、玉田・注解 97 など)。

専有(住戸)部分と共用部分の境〔参照資料 2〕
「上記の改正前において、その測定方法については、解釈上、壁の内側で測る考え方(側計算)
と壁の中心で測る考え方(壁芯計算)があった・・・・・」としましたが、｢建物区分所有法の現代的課
題｣玉田弘毅著 商事法務研究会 昭和 56 年 7 月 25 日第一版 定価 4,800 の記述を転記しま
す。
〔専有(住戸)部分・共用部分〕
第 1 説 界壁、界床等の境界部分はすべて共用部分であり専有(住戸)部分に含まれないという説
(内法説・・・中野)

第 2 説 いわゆる壁真(芯・・・中野)までが専有(住戸)部分に含まれるという説(壁芯説・・・中野)
第 3 説 界壁、界床のうちいわゆる上塗り部分は別としてそれ以外の部分は区分所有者間にお
ける維持管理の関係では共用部分であるから、専有(住戸)部分に含まれないが、それ以
外の関係特に第三者に対する関係では壁真(芯・・・中野)まで専有部分に含まれるという説
(折衷説・・・中野)

第 4 説 界壁、界床(上塗り部分)は専有(住戸)部分に含まれるがそれ以外の部分は共用部分である
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から専有(住戸)部分に含まれないとする説(上塗り説・・・中野)
私は第 4 説をもって妥当とするものである。
(参照：別冊-p．155「専有部分《住戸》と共用部分の区別の表現方法 1」)

専有(住戸)部分と共用部分の区別の表現方法 1
「専有(住戸)部分と共用部分の境」というか「専有(住戸)部分と共用部分の区別の表現方法』につ
いては、色々な表現方法がある様です。どの表現が 1 番適格なのかの選択資料として、｢実例で
わかるマンション管理紛争解決マニュアル｣p．218 の記述を転記します。

① 境界部分はすべて共用部分であるという考え方(専有部分《住戸》は境界部分で囲まれた空間部分
であるという考え方)

② これらの境界部分の中央までが専有(住戸)部分であるという考え方(壁芯説)
③ 境界部分の骨格をなす中央の部分だけが共用部分であるとする考え方(上塗り説)
第③説が有力なようです。

土地も共用部分の一つであるとする勘違いは何処からくるのか
---法第 21 条で、共有物である敷地が、共用部分と同様の管理方法を認められているからか—区分所有法成立の歴史的な背景として、1962 年区分所有法は、民法など従来からの制度と
の対立をできるだけ避けて制度を位置付けることが試みられました。
そのなかには、土地と建物の関係は別の不動産だとする関係に手を触れずに立法されてお
り、土地に関する規定は、僅か 1 条にとどまっています。
(1962 年法)第

6 条(先取特権) 区分所有者は、共用部分又は建物の敷地につき他の区分所有者
に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関す
る権利及び専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利を含む)及び

建物に備えつけた動産の上に先取特権を有する。
したがって、原則として、区分所有法そのものが、「1 むねの建物に構造上区分された数個の
部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるも
の」すなわち、土地も管理の対象ではある(1962 年区分所有法第 23 条)が区分所有建物の管理を主
目的とした法律であり、共用部分とは、登記対象の一つとなる建物および建物の部分に対する
権利である「専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の付属物及び規約共用部
分とされた付属の建物をいう。」であって、登記対象のもう一つの権利である｢土地｣については、
まったく別扱いであり、区分所有法上の定義さえされていませんでした。
(1962 年法)第 23 条(規約)

建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所
有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定める
ことができる。ただし、区分所有者以外の者の権利を害することがで
きない。

すなわち、土地については、民法の規定が優先され、民法の特別法である区分所有法の別枠
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の存在とも言える扱いでした。
したがって、同じ共有物であっても建物という権利の一部である共用部分と建物とは別個の権
利である土地の権利とは、まったく異なるものとして位置付けられています。
この考え方は、現在の不動産登記法上でも生きており、建物の所有権登記と敷地の所有権登
記はまったく別のものであることを前提として扱われています。
しかし、規約で別段の定めが許されていたとはいえ、区分所有建物の管理の特殊性から、土
地についての規定を民法の規準のままにしておくことの不都合が明確になり、1983 年改正区分
所有法で、多くの改正がなされその一つとして、法第 21 条で、共有物である敷地や共用部分以
外の共有物については、一定の範囲で、共用部分と同様の管理方法を認められています。こん
なことから、ともすると、土地も共用部分の一つであるとする勘違いが生じるのかもしれません。
法第 21 条（共用部分に関する規定の準用） 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設（これらに
関する権利を含む。）が区分所有者の共有に属する場合には、第 17 条から第 19 条

までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

一部共用部分に関する事項についての規約――法第 30 条 2 項の解釈—-一部共用部分に関する事項には、区分所有者(住戸所有者)全員の利害に関係する事項と区分所
有者(住戸所有者)全員の利害に関係しない事項があり、（ア）区分所有者(住戸所有者)全員の利害に
関係する事項については、区分所有者(住戸所有者)全員の規約で定めることができるが、（イ）区分
所有者(住戸所有者)全員に関係しない(一部共用部分に関する)事項については、これを共用すべき区
分所有者(住戸所有者)(一部区分所有者)の規約で定めることができる。
法第 30 条 2 項は、直接には、（イ）について規定するものであって、（ア）について規定するも
のではないが、（イ）は法理上（ア）の当然の前提として位置付けられている見ることができる(本条
2 項の反対解釈で《ア》が引出される)。(「コンメンタール区分所有法」p．111)

法第 30 条 2 項 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、
区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分
所有者の規約で定めることができる。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．388 or p．383「規約設定の際の当然の前提とされる二つの事項」)

全体規約で一部共用部分の管理について定めようとする時に了解を得る相手は、
あくまで、その該当一部共用部分の所有者 ――2014 年マンション管理士試験より--本来、規約を定めるには、頭数の 4 分の 3 以上と議決権の 4 分の 3 以上の両方の賛成が必
要ですが、全体規約で一部共用部分の管理について定めようとする時には、その一部共用部分
の所有者の 4 分の 1 を超える頭数か 4 分の 1 を超える議決権のいずれかの了解を得ていなくて
はなりません。
上層部を住居部分、下層部を店舗部分とするような複合用途型マンションの店舗一部共用部
分である客用便所の管理について、区分所有者(住戸所有者)全員の規約で定めようとする場合に
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は、規約の対象となる店舗一部共用部分である客用便所の所有者の了解が必要なのであり、そ
の客用便所の所有者だけの 4 分の 1 を超える頭数か、おなじくその客用便所の所有者だけの 4
分の 1 を超える議決権のいずれかの了解を得る必要があります。
いずれかが超えていなければ、規約を決議する頭数か議決権のいずれかの 4 分の 3 が満た
されないために、規約そのものが決議できないことになります。

界壁(上塗部分を除いた部分)は耐力壁であるか否かを問わず全体共用部分です
建物の強度に影響しない石膏ボードで作られた壁や単なるブロック積みの壁の場合、この界
壁は隣接した専有(住戸)部分を隔てるはたらきをするだけで、他の区分所有者(住戸所有者)には何
ら関係しないとみれば、隣接する区分所有者(住戸所有者)のみの一部共用部分と解されます。
一部共用部分であれば、隣接する専有(住戸)部分が同一人らに帰属したとき自由に界壁を撤去
できると解することも可能です。
しかし、界壁の撤去が建物の強度にまったく影響を与えないといえるかどうかは必ずしも明ら
かではないとの見解もありますが、いずれにせよ、界壁を撤去すれば、専有(住戸)部分の数が減
り、壁の厚さだけ床面積が増えて、議決権数・割合、管理費等の負担割合負担にも影響がでて
きます。
したがって、界壁が耐力壁でない場合も、界壁は常に全体共用部分と解するべきでしょう。(「マ
ンションをめぐる法律知識と Q&A」p．128)

共用部分から生ずる収益は、各区分所有者(住宅所有者)の持分に応じて分配しなくて
はならないのか
共用部分から収益が生じる場合、それを生み出す収益事業は共用部分の管理に関する事項
(法第１８条１項)に該当するものと解されますから、その収益の処分についても当該収益事業の一

環として、「管理に関する事項」に準じて取扱うべきです。
したがって、その処分行為は、｢管理に関する事項｣と同様の団体的拘束に服するものであり、
規約の定めまたは集会(総会)の決議に基づいてなされる必要があるものと考えます。
この点、本法には共用部分から生ずる収益について、各区分所有者(住宅所有者)がその持分に
応じて収取する旨の既定があります(法第 19 条)ので、共用部分からの収益はその持分に応じて
各区分所有者(住宅所有者)に帰属するかのようですが、他方で、共用部分の管理に関する事項は
集会(総会)の決議または規約で定めるとされている(法第 18 条 1 項、2 項)のですからその収益の具
体的な帰属については、集会 (総会) の決議または規約によって定める必要があると解すべきで
す。
区分所有法第 19 条は、共用部分から生じた収益の内部分配を各区分所有者(住宅所有者)が個
別的に請求するためには、その旨の集会 (総会)の決議または規約の定めを要するものと解しま
す。(「現代マンション法の実務」p．18)
(参照：「実践 区分所有法 など」p．128 or p．127｢『共用部分』の管理費および利益の分配についての民法第
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253 条適用の排除理由」)

「共用部分である旨」の登記手続き
不動産登記法第 58 条（共用部分である旨の登記等） 共用部分である旨の登記又は団地共用部分
である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、第 27 条各号（第三号を除く。）及
び第 44 条第 1 項各号（第六号を除く。）に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 共用部分である旨の登記にあっては、当該共用部分である建物が当該建物の属する一
棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるとき
は、その旨
二 団地共用部分である旨の登記にあっては、当該団地共用部分を共用すべき者の所有す
る建物（当該建物が区分建物であるときは、当該建物が属する一棟の建物）
第 27 条（表示に関する登記の登記事項） 土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、
次のとおりとする。
一 登記原因及びその日付
二 登記の年月日
四 前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法
務省令で定めるもの
第 44 条（建物の表示に関する登記の登記事項）第 1 項 建物の表示に関する登記の登記事項
は、第 27 条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番（区分建物である建
物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土
地の地番）

二 家屋番号
三 建物の種類、構造及び床面積
四 建物の名称があるときは、その名称
五 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の
地番（区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在
する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番）並びに種類、構造及び床面積

七 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が
属する一棟の建物の構造及び床面積
八 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属
建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物につ
いて区分所有法第 2 条第 6 項に規定する敷地利用権（登記されたものに限る。）
であって、区分所有法第 22 条第 1 項本文（同条第三項において準用する場合を
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含む。）の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分すること

ができないもの（以下「敷地権」という。）があるときは、その敷地権
２ 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の
登記又は団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人
以外の者は、申請することができない。
３ 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分又は団地共
用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関す
る登記に係る権利の登記名義人（当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券
が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。）の承諾があるとき（当該権利を目的と
する第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者の承諾を得たときに限る。）でなければ、

申請することができない。
４ 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権
で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。
５ 第 1 項各号に掲げる登記事項についての変更の登記又は更正の登記は、当該共用部分で
ある旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の所有者以外の者は、申請するこ
とができない。
６ 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分
である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者
は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
７ 前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から
一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
不動産登記令第 3 条（申請情報） 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法
第 18 条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一 申請人の氏名又は名称及び住所
二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理
人が法人であるときはその代表者の氏名
四 民法（明治二十九年法律第八十九号）第 423 条その他の法令の規定により他人に代わって登
記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並び
に代位原因
五 登記の目的
六 登記原因及びその日付（所有権の保存の登記を申請する場合にあっては、法第 74 条第 2 項の規定に
より敷地権付き区分建物について申請するときに限る。）

七 土地の表示に関する登記又は土地についての権利に関する登記を申請するときは、次に
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掲げる事項
イ 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
ロ 地番（土地の表題登記を申請する場合、法第 74 条第 1 項第二号 又は第三号に掲げる者が表題登記
がない土地について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない土地について所有権の
処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。）

ハ 地目
ニ 地積
八 建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときは、次に
掲げる事項
イ 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番（区分建物である建物にあっては、当
該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番）

ロ 家屋番号（建物の表題登記《合体による登記等における合体後の建物についての表題登記を含む。》
を申請する場合、法第 74 条第 1 項第二号 又は第三号 に掲げる者が表題登記がない建物について所
有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない建物について所有権の処分の制限の登記を嘱
託する場合を除く。）

ハ 建物の種類、構造及び床面積
ニ 建物の名称があるときは、その名称
ホ 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番（区分建物
である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び
土地の地番）並びに種類、構造及び床面積

ヘ 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の
建物の構造及び床面積（トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合《ロに規定する場合を除く。》を
除く。）

ト 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一
棟の建物の名称があるときは、その名称
九 表題登記又は権利の保存、設定若しくは移転の登記（根質権、根抵当権及び信託の登記を除
く。）を申請する場合において、表題部所有者又は登記名義人となる者が二人以上であると

きは、当該表題部所有者又は登記名義人となる者ごとの持分
十 法第 30 条の規定により表示に関する登記を申請するときは、申請人が表題部所有者又
は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
十一 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
イ 申請人が登記権利者又は登記義務者（登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登
記名義人）でないとき（第四号並びにロ及びハの場合を除く。）は、登記権利者、登記義務者又は

登記名義人の氏名又は名称及び住所
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ロ 法第 62 条の規定により登記を申請するときは、申請人が登記権利者、登記義務者又は
登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
ハ ロの場合において、登記名義人となる登記権利者の相続人その他の一般承継人が申
請するときは、登記権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
ニ 登記の目的である権利の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは、
その定め
ホ 権利の一部を移転する登記を申請するときは、移転する権利の一部
ヘ 敷地権付き区分建物についての所有権、一般の先取特権、質権又は抵当権に関する
登記（法第 73 条第 3 項ただし書に規定する登記を除く。）を申請するときは、次に掲げる事項
（１） 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の
地番、地目及び地積
（２） 敷地権の種類及び割合
十二 申請人が法第 22 条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登
記識別情報を提供することができないときは、当該登記識別情報を提供することができない
理由
十三 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申
請情報欄に掲げる事項
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．537 or p．529「団地共用部分たる旨の登記の趣旨」)

共用部分(規約共用部分は除く)には登記が必要ない根拠
―お恥ずかしい話ですが-共用部分について民法 177 条の規定が適用されないことを改めて気づきました。区分所有法
第 11 条３項において「民法第 177 条の規定は、共用部分には適用しない」と明記されていまし
た。
民法第 177 条（不動産に関する物権の変動の対抗要件） 不動産に関する物権の得喪及び変更
は、不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）その他の登記に関する法律
の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができ
ない。
すなわち、法律(区分所有法)で、「共用部分(規約共用部分は除く)ついついは、登記をしなくても、
共用部分であることを第三者に主張できる」とされていたのです。
共用部分については、区分所有法上の概念であり、①建物の専有部分以外の部分、②専有
部分に属しない建物の附属物、③区分所有法４条２項前段に基づき規約によって共用部分とさ
れた付属の建物を言うとされています。そして、共用部分は共有部分でもあるのですが、民法の
共有の規定がそのままでは適用されず、区分所有法によって適用の仕方が変更されています。
それなるがゆえに「共用部分」という新しい用語が作られています。
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同時に、①、②については、構造上・性質上の違いから、当然登記なくしても対抗できるとは理
解していたのです。しかし、区分所有法の中で正式に「共用部分については登記しなくてもよい」
とされる法的な根拠があることを全く理解していませんでした。
じつは、このことの理解は、「不動産登記法案内」 七戸克彦著 勁草書房への以下のような
問いかけから始まったのです。
勁草書房編集部への質問
「『不動産登記法案内』p．205 下から 13 行目『共用部分については、民法１７７条の規定が適用
されないので(同条３項)、登記がなくても第三者に対抗できます。』との記述がありますが、その中
の「(同条３項)」は、何条を示しているのでしようか。
この問い合わせをする理由は、共用部分について民法１７７条の規定が適用されないことは
理解できるのですが、下から４行目『…、①②の構造上・性質上の共用部分である建物の部分・
付属物に関しては、当然登記なくしても対抗できる・・・』とされ、共用部分について「当然登記なく
しても対抗できる」と理解できる記述があることと、登記がなくても第三者に対抗できる根拠とな
る条文があるとの記述とは矛盾すると考えるからです。」
勁草書房編集部からの返事
中野 誠様
たびたび(以前にも誤植の指摘をしていました。)ご指摘いただき有難うございます。今回のご照会
は、単純な誤植ではなく、内容上の問題もふくまれておりますので、著者に確認をとってみます。
ご回答までしばらくお時間を頂戴できれば幸いです。よろしくお願い申し上げます。
〒112-0005
東京都文京区水道 2-1-1 株式会社 勁草書房編集部
℡ 03-3815-5277 Fax 03-3814-6968
Ｅ-ｍａｉｌ takeda@keisoshobo.co.jp
竹

田

康

夫

勁草書房編集部からの回答
おはようございます。
下記のご照会の件で、著者から下記の回答がまいりました。また、貴重なご指摘を頂戴できれ
ば幸いです。
「ご質問の個所ですが，建物区分所有法 11 条に関する説明を，一部削除した際に，修正し忘
れたものでして，「（同条３項）」というのは「同法〔区分所有法〕１１条３項」の誤植です。 お詫びし
て，ご訂正申し上げます。よろしくお願い申し上げます。」
中野の返事
ありがとうございました。すべてについて納得しました。

管理費について
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滞納管理費の放棄は普通決議か特別決議か
――特別決議との見解の紹介――
滞納管理費の放棄はできるか、できないかの論争とともに、滞納管理費の放棄はできるとの
見解の上に立って、放棄は普通決議か特別決議かの論争もあるようです。以下に記すのは、
「マンション管理 実務読本〕p．113 の見解です。
「しかし、管理規約上の管理費等の定めについて特別多数決決議によって管理規約を改正し
て変更できる以上、これに準じて特別多数決決議により放棄することができると解する余地があ
る。」(参照: 「実践 区分所有法

など」p．122 or p．121「※ 管理組合の債権放棄については、慎重な対応が必

要です」)

管理費などの未収債権の放棄についは、多数決(普通決議)
――普通決議との見解の紹介――
管理費などの未収債権に対する処理について、法人の場合は管理組合法人の事務処理の問
題であるので法第 52 条により集会(総会)の普通決議を経たうえで放棄することができるとされて
いますが、法人格のない管理組合の場合は、管理費は管理組合の総有財産であるという理論
上の理屈で全員の合意を必要とすると見解があります。
しかし、現実問題として管理費などの未収債権に対する処理が全員の合意を必要とすることは
現実的ではなく、管理組合法人では事務処理の問題として普通決議で処理できることからも、現
実的な解決をはかるために、集会(総会)の普通決議で処理ができるとの見解があります。
いずれの見解が正しいかの裁判上の結論は出ていないようですが、現実的な処理として、集
会(総会)の普通決議で処理ができるとの見解を裏付けとした処理が必要であると考えます。以下
に、「改訂新版 マンョン管理組合総会運営ハンドブック」p．211 から抜粋して記述します。
「同様に、法人となっていない場合(一般には、この場合と考えますが)にも、管理費の債権放棄は、
法第 18 条に定める『共用部分の管理に関する事項』に該当しますので、総会の決議(普通決議・・・
中野)で決することができると考えます。

管理費等は、前記のように管理者または管理組合法人が各区分所有者に対して所有する債
権であり、共用部分についての損害賠償請求権、不当利得返還請求権と異なり区分所有者全
員の債権ではない(総有財産とはなってはいない・・・中野)うえ、今回の法改正(2002 年改正)によってこれ
らの債権すら管理者に訴訟追行権を付与しており(法第 26 条 2 項)、その限度で当該債権について
の処分権限(和解による一部債権放棄を含む)が認められていることの均衡金上も、その債権の放棄
は管理に関する事項として多数決で決する(普通決議あるいは特別決議の判断は管理組合が自主的に判
断・・・中野)ことができ、区分所有者全員の同意を要するとまでする必要はないと考えます」
(参照：「実践 区分所有法 など」p．122 or p．120「法人でない管理組合《法第 3 条の団体》の場合、管理費の放棄
には全員一致が必要なのでしょうか?」、別冊-p．162 「滞納管理費の放棄は普通決議か特別決議か」)

特定承継人に対しては、管理規約で定めておけば、水道代等の立替金も請求でき
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る
マンションによっては、水道代・電気代・ガス代等(借地代を含む・・・編者)の各戸の負担すべき代
金を管理組合が立替払いをし、あとから管理組合が各戸に立替金を請求することとされていると
ころがある。この立替行為は、本来区分所有者(住戸所有者)が個人で支払うべきものを管理組合が
立替払いをしたものにすぎず、共用部分を管理する管理組合の本来の業務ではない。
このことから、この立替金請求権については共用部分等の管理に関する費用とはいえず、区
分所有法(以下、法と略す)7 条 1 項の先取特権、8 条の特定承継人への請求等の保護は受けら
れないという考え方がある(東京地判平成 5《1993》．11．29 判例時報 1499．81)。
このことは、競売で落札した競売人に法 8 条に基づいて滞納管理費等を請求するときに、水道
代等の立替金も請求できるかということで問題となる。
しかし、管理組合としては当該各区分所有者(住戸所有者)に対して請求できることに問題はなく、
また、あらかじめ、この立替金について区分所有者(住戸所有者)が負担することを管理規約で定め
ておけば、広い意味で共用部分等の管理に関する費用である解して、先取特権の行使、あるは
競落人等の特定承継人への請求等の保護が受けられると解する(「マンション管理 実務読本」p．
106)。(参照：「実践 区分所有法 など」p．140or p．139「立替金の負担は、管理規約《規約》で決めていないと先
取特権《自己の債権の弁済を他の債権者に先立って受ける権利》の対象とはなりません」)

あれ!当事者間の契約なしには、滞納管理費を支払った特定承継人は、管理費を滞
納していた前区分所有者(住戸所有者)に自分が支払った滞納管理費を請求できない?
---前区分所有者に請求できるとの判断は高裁段階での判例であり、最高裁のものではないこ
とは留意しておく必要がある様です。--法第 8 条では、「前条第 1 項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対し
ても行うことができる」とされており、「前条第 1 項に規定する債権」とは、区分所有者間の債権(立
替債権など)、規約・集会決議に基づく管理費・修繕積立金など、管理者・管理組合法人の区分所

有者に対する債権(費用前払い請求権・費用償還請求権など)が相当する。とされています。
そして、この債権(支払われるべき滞納管理費)については、その支払いをすべき(債務者である)区分
所有者(住戸所有者)が支払い(弁済)をしないまま、つまり、未納・滞納のまま、その区分所有権が売
買・贈与・競売などで承継取得(特定承継)された場合、その承継取得者すなわち特定承継人に債
務者としての弁済(返済)責任がある。この責任は、特定承継人が上記の債権(支払われるべき滞納
管理費)について、前記区分所有者(住戸所有者)の未納・滞納の事実を知っていた場合はもちろん、

知らなかった場合であっても、免れないとされています。
そして、上記債権(支払われるべき滞納管理費)について、特定承継人に債務者としての弁済責任
があるからといって、前区分所有者(住戸所有者)の債務者としての債務(支払い責任)は消滅しない。
前区分所有者(住戸所有者)の債務(支払い責任)は特定承継人の債務(支払い責任)と並存することに
なり、この二つの債務(支払い責任)は、法的に別個の債務(支払い責任)であるが、実質的には同一
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の債務(不真性連帯債務)であり、債権者(管理組合)としては、どちらに対しても請求することができる
とされています。そして、どちらか一方が弁済すれば、他方の債務(支払い責任)は消滅するという
ことになります。ここまでは、今までの当方の理解とは一致します。
なお、「実践 区分所有法 など」p．150 or p．148 の「特定承継人の承継義務」のなかで「ただ
し、この特定承継人(売買・贈与・競売等で区分所有権《住戸所有権》を得た者)の負担は当該売買契約や
手続きの瑕疵として売買当事者間等で精算されることとなります。」と記しましたが、売渡した区
分所有者(住戸所有者)に対して、特定承継人の求償権があることが、「東京高判平 17(2005).3.30 に
おいて、「当該区分所有者(住戸所有者)と競売による特定承継人(売買・贈与・競売等で区分所有権《住戸
所有権》を得た者)の相互間の負担関係については、特定承継人(売買・贈与・競売等で区分所有権《住戸
所有権》 を得た者)の責任は当該区分所有者(住戸所有者)に比して二次的、補完的なものに過ぎない

から、当該区分所有者(住戸所有者)がこれを全部負担すべきものであり、特定承継人(売買・贈与・競
売等で区分所有権《住戸所有権》を得た者)には負担部分はないと解するのが相当です。したがって、特

定承継人(売買・贈与・競売等で区分所有権《住戸所有権》を得た者)は本件管理費等の滞納分につき、弁
済に掛かる全額を当該区分所有者(住戸所有者)に対して求償することができることになる。」とされ
ています。(「実践 区分所有法

など」p．151 or p．149「売渡した区分所有者(住戸所有者)に対しての特定承継

人の求償権の根拠)

しかし、「基本法コンメンタール」(2006.10.10 第 3 版発行)p．27、「コンメンタールマンション区分所
有法」(2005.5.20 第 2 版 2 刷発行)p．63、などにおいて、債務者たる区分所有者(住戸所有者)の債務と
特定承継人の債務の関係は、不真性連帯の関係(他の点では連帯債務と同じだが、債務者相互間の負
担部分がないもの)とされているため、当事者間の契約なしには、滞納管理費を支払った特定承継

人は、管理費を滞納していた前区分所有者(住戸所有者)に自分が支払った滞納管理費を請求でき
ないとされ、特定承継人には、債権者の請求に対して催告の抗弁権(民法第 452 条の類推)および
検索の抗弁権(民法第 453 条の類推)を有すると考えるとの見解もあります。
民法第 452 条（催告の抗弁）： 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、ま
ず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務
者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この
限りでない。
民法第 453 条（検索の抗弁）： 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっ
ても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易である
ことを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしな
ければならない。
そして、「本条(法第 8 条)によれば、特定承継人が不測の不利益を受ける可能性があるが、適
正な維持管理に要する管理経費債権の保護という制度目的からすれば、特定承継人の不利益
や負担は元来の債務者である前区分所有者と特定承継人との当事者相互間での内部的な負
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担の問題として、契約関係にて処理されるべきであり、そのような内部関係は管理組合などの債
権者には対抗(主張)できないとされています。そのために、宅建業者の仲介などの重要事項説明
項目の管理費滞納額などの明示責任について言及されている記述があるのかもしれません。
当方には、この認識はなく、「滞納管理費を支払った特定承継人は、当然に、管理費を滞納し
ていた前区分所有者(住戸所有者)に自分が支払った滞納管理費を請求できる｣と思い込んでいまし
た(マンション管理士試験でも、そのような内容のものがあつたと思い込んでいました)。
「当然に、管理費を滞納していた前区分所有者(住戸所有者)に自分が支払った滞納管理費を請
求できる｣との判断は高裁段階での判例であり、最高裁のものではないことは留意しておく必要
がある様です。
なぜ特定承継人に当然の請求権がない事について法務省立法担当者の説明があるようです
(「コンメンタールマンション区分所有法」p．63)ので別記しておきますが、実務的には、宅建業者などか

らの重要事項説明を受けた際や競売対象となっているような場合は購入者や競落人に事前に
通知しておくことが必要なのかもしれません。
※ 「当事者間の契約なしには、滞納管理費を支払った特定承継人は、管理費を滞納していた
前区分所有者(住戸所有者)に自分が支払った滞納管理費を請求できない」とされる理由
この理由は、｢実践 区分所有法 など｣p．151 or p．149 「特定承継人が工事費相当額を請求
する権利はありません」で記述した、特定承継人はすでに利益を得ているといった理由と非常に
似ているように感じます。
「すなわち、積立金として拠出された財産は、管理組合法人にあっては法人に、法人格のない
場合であっても区分所有者(住戸所有者)全員に総有的に帰属し、各区分所有者(住戸所有者)はその団
体の構成員としてその財産に対し持分を有するが、区分所有権の譲渡が行われたときは、譲渡
人はその団体から離脱するのではなくて、構成員の交替が生ずるにすぎないから、その持分は
承継人(特定承継人)に移転するとともに、譲渡区分所有者(住戸所有者)は、すでに拠出したものにつ
きその払い戻しを請求することはできない。そして、かかる持分は、積立金の支払いを怠っている
区分所有者(住戸所有者)も同様にゆうし、区分所有権の譲渡に伴って譲受人(特定承継人)に移転す
るとともに、譲受人(特定承継人)は、その債務を重層的に引き受けることになる。」とされています
(「新版注釈民法《7》」)。すなわち、譲受人(特定承継人)も、滞納管理費分の利益を得ているのだから、

利益を得ている分の滞納管理費を支払う義務がある。ただ、その支払った分の滞納管理費相当
分を譲渡区分所有者(住戸所有者)から徴収するかどうかに関しては、双方の契約上の問題であり、
管理組合としては感知しないということのようです。
(参照:「実践 区分所有法 など」p．150 or p．148「特定承継人の承継義務」、p．151 or p．149「売渡した区分所有
者《住戸所有者》に対しての特定承継人の求償権の根拠)

管理費請求権の時効の「現在の」判例は 5 年
---近い将来、判例が変更される可能性あるとの見解--166

管理費請求権の時効の「現在の」最高裁判例は 5 年となっていますが、近い将来、判例が変更
される可能性あるとの見解に接しました(「マンショントラブル法律 Q&A」p．66)。
「管理費請求権については、管理費請求権が民法第 169 条の『年又はこれより短い時期によ
って定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権』(定期給付債権)にあたり、5 年の時効にかか
るという見解と定期給付債権にあたらないとして 10 年の時効にかかるという見解が対立していま
す。
現在の判例の見解は 5 年です(最高裁判所平成 16《2004》年 4 月 23 日判決)(「マンショントラブル法律
Q&A」p．66 では、最高裁判所平成 5《1993》年 9 月 10 日判決とされていますが間違いのようです)。『現在の』と

書いた理由は、近い将来(現時点は、最判から、かれこれ 20 年経過しています・・・・著者注)、判例変更がな
されるものと考えられるからです。
すなわち、定期給付債権は、基本となる債権の効果として毎期生じる債権と考えられています
が、管理費請求権は、そのような性質のものではなく、区分所有者が区分所有権を有することに
基づいて生じる債権だからです。」とされていますが、管理費請求権は、定期給付債権ではない
との見解については、「Q&A マンションハンドブック」p．176 においても同一の見解のようです
が、「マンショントラブル法律 Q&A」p．66 では「裁判実務では、最高裁判決以降も管理費請求権
の時効は 10 年という判決が沢山下されています(東京地方裁判所平成 9《1997》年 8 月 29 日判決、東京
高等裁判所平成 13《2001》年 10 月 31 日判決等)」とされていることについては、その前提となる最高裁

判所平成 5《1993》年 9 月 10 日判決とされているのが間違いのようですので、「判例変更がなさ
れるものと考えられる」との見解の当否については、不明です。
※ ㈱税務経理協会-2 吉田朋弁護士への問い掛け
だいぶ古い書籍である｢マンショントラブル法律 Q&A｣平成 15(2003)．6 出版の記述内容につい
て確認の意味を含めて問い合わせます。
当方としては、時効 5 年の最高裁判所平成 16（2004）年 4 月 23 日判決があることを確認してい
ますが、貴書の p．66 では、この最高裁判決以前に、最高裁判所平成 5（1993）年 9 月 10 日判決
があるとされていますが、このような判決があるのでしょうか。
※ 回答
最高裁第 2 小法廷の判決で平成 5(1993)年 9 月 10 日という先例がございます。同判決は、大
阪高裁の判決を維持する形の判決であり、また、刊行物に未登載のため、検索されてもなかな
かヒットしないものと思われますが、5 年での時効を認めているものです。
※ コメント
マンション管理サポートネットで検索した結果「区分所有者の共用部分に対する管理費請求権
は、定期給付債権であり５年の消滅時効にかかるとした事例｣として確かに存在するようです。し
かし、なぜ、最初の最高裁判決は、管理会社の商事債権としての判断であり、管理組合の管理
費徴収に対する直接的な判例でないため、この判決から 11 年も経過した最高裁判所平成 16
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《2004》年 4 月 23 日判決がクローズアップされるのかもしれません。なお、最高裁判所平成 16
《2004》年判決は、本来趣旨の異なる管理費と修繕積立金が同様に扱われていたことに今後の
検討が必要との意見がある様です。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．112or p．110「滞納管理費は、一部だけ支払われても、残りの滞納管理費の
時効は進行します」)

マンション管理費滞納時効 5 年と同じ理由の判決
---ＮＨＫ受信料の滞納分の時効は 5 年との最高裁判決---現在、マンション管理費等の滞納の時効は 5 年となっていますが、同様の理由で、ＮＨＫ受
信料の滞納分の時効は 5 年との最高裁判決が、平成２６年９月５日にありました。
『NHK 受信料時効判決』最高裁第２小法廷

平成２６年９月５日判決

【概要】
ＮＨＫ受信料の滞納分を何年前までさかのぼって徴収できるかの時効期間が争われた訴訟の上
告審判決
【判決】
「時効は５年」
【結論】
最高裁第２小法廷（鬼丸かおる裁判長）は、「時効は５年」とする初判断を示しました。その上で「時
効は１０年で、１０年前の滞納分まで請求できる」としたＮＨＫ側の上告を棄却しました。「５年より
前の滞納分は徴収できない」とＮＨＫ敗訴とした２審・東京高裁判決が確定。
【解説】
民法は、個人間の借金などの一般的な債権の時効を「１０年」と規定する一方、家賃や地代な
ど定期的に支払う債権について短期消滅時効として「５年」と定めています。
受信料の時効はどちらに当たるかが争われ、小法廷は「受信料は月額や半年、１年ごとに支
払われており、短い時期に定期的に支払う債権にあたる」と指摘しました。
【参照】
民法第 167 条（債権等の消滅時効） 債権は、10 年間行使しないときは、消滅する。
民法第 169 条（定期給付債権の短期消滅時効） 年又はこれより短い時期によって定めた金銭そ
の他の物の給付を目的とする債権は、5 年間行使しないときは、消滅する。

賃借人に管理費等を請求できる場合
賃借人が賃貸人である区分所有者(住戸所有者)と連名で、管理者に対し、区分所有者(住戸所有者)
の代理人として管理費や修繕積立金を支払う旨を届け出ている場合には、賃借人に対し管理費
や修繕積立金の支払を求めることができる。(「コンメンタール区分所有法」p．165)
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．116 or p．114「賃借人等《占有者》には管理費支払義務はありません《無効規
約の実例》」)
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管理費等滞納時の遅延損害金割合と国税通則法年 14・6％は関係なし
第 60 条（延滞税）2 項： 延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限（純損失の繰戻し
等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなった国税、輸入の許可を受けて保税地
域から引き取られる物品に対する消費税等《石油石炭税法第十七条第三項〔引取りに係る原油等に
ついての石油石炭税の納付〕の規定により納付すべき石油石炭税を除く。》その他政令で定める国税
については、政令で定める日）の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応

じ、その未納の税額に年 14・6 パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納
期限（延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以
下この項並びに第 63 条第 1 項、第 4 項及び第 5 項《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》において
同じ。）までの期間又は納期限の翌日から 2 か月を経過する日までの期間については、

その未納の税額に年 7・3 パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．130 or p．129「管理費等滞納時の遅延損害金の算定金利年 18％は、無効で
もなく、違法でもないです」)

保管口座の印鑑を一人の人が保管する危険
---管理費の横領問題等は、管理会社だけの特許ではない--マンション管理適正化法の施行規則第 87 条の改正(2012.3.15)で管理費等の管理方法が変わ
り、管理会社が管理組合の預金通帳(保管口座)の印鑑を管理(保管)することが禁止されました。
マンション管理適正化法施行規則改正前は、管理会社が印鑑と預金通帳の両方を同時(一緒)
に保管してはならないとしかされていなかったために、管理会社が管理組合の保管口座の預金
通帳ではなく、印鑑を保管する方法も許されていました。
印鑑を管理会社が持っている場合、通帳を管理組合が持っていても、印鑑さえあれば別の通
帳は自由につくれてしまうという欠点があったのを正したことです。
改正理由が、現実のそのような不正が行われたこがあるためのようですが、管理費の横領問
題等は、管理会社だけの特許ではなく、管理組合にも生じる出来事であり、印鑑を二つ合わせな
いと効力を発揮しない方式をとるなどの対策も必要とされることも指摘されています。
これは、｢実践 区分所有法 など｣p.155 or p．153 ｢管理費等の分別管理の 3 方式とは｣の記
述の一部です。まさに、この指摘を裏付けるような情報が入りました。
※マンション生活情報発信マガジン Wendy-Magazine 第 288 号
埼玉県県警東松山署は６日、東松山市箭弓町、会社役員竹内輝義容疑者（４６）を横領の疑い
で逮捕した。発表によると、竹内容疑者はマンションの管理組合理事長だった２０１２年１２月３
日、理事長名義の預金口座から約１０００万円を横領した疑い。
１０００万円はマンションの修繕費として住民が積み立てていたものだった。預金通帳は都内の
管理会社が管理し、竹内容疑者は印鑑しか持っていなかったが、通帳を紛失したことにして通帳
を発行してもらった上で預金を解約したという。
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管理会社の社員が記帳したところ解約されていることが分かり、住人たちが昨年３月、被害届
を出していた。竹内容疑者は「金は自分がもらうべき管理組合役員の報酬だった」などと供述し
ている。（2014 年 2 月 7 日 11 時 52 分 読売新聞）
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．155 or p．153｢管理費等の分別管理の 3 方式とは｣)

管理者(に擬制されている理事長)以外の区分所有者(住戸所有者)も集会(総会)の決議に基
づき管理費支払請求訴訟の当事者適格を得られるか
区分所有法上の管理者も規約または集会(総会)の決議に基づき管理費支払請求訴訟を提起
することができます(法第 26 条 4 項)。
これは、任意的訴訟担当と解されていますから、理事長ではない区分所有者(住戸所有者)や区
分所有者(住戸所有者)以外の第三者に、｢管理者｣として訴訟追行権を付与することも可能です。
管理組合が法人格(権利能力)なき社団に該当する場合の当該管理組合の理事長は、通常この
｢管理者｣に該当すると解されるので、理事長や理事長ではない区分所有者(住戸所有者)は、管理
組合を原告として訴訟を提起することもできるし、｢管理者｣として自己の名をもって訴訟を提起す
ることもできます。(｢現代マンション法の実務｣p．40)
任意的訴訟担当： 本来の権利義務の帰属主体が、その意思で第三者に訴訟追行権を授与
し、この者が当事者として訴訟追行することを
(参照：「実践 区分所有法 など」p．431 or p．426｢区分所有者《住戸所有者》が原告・被告となることもできます」)

屋上のアンテナ設置料収入は、収益事業に該当し法人税の課税対象になる
--- 2014 年 7 月 25 日、国税庁ホームページ質疑応答事例より--マンションで、屋上に携帯電話アンテナ基地局を設置して、アンテナ設置料収入を得てい
る管理組合は結構多いと思います。同時に、アンテナ設置料収入は納税の対象であることを
知ってか知らいでか、納税義務を果たしていない管理組合も多いようです。
そんなことも理由だと思われますが、国税庁のホームページで携帯電話アンテナ基地局ア
ンテナ設置料収入が納税対象であることが改めて公表されました(2014.7.25)。
設置料収入が納税対象であることは以前から言われていたことなのですが、支払わない
と、代表者である理事長が脱税の罪を問われる可能性があります。心当たりのある管理組
合は、一度税務署に相談したほうがよいです。収入が少なすぎるような場合には免除される
場合もある様です。

・・・・中野メモ

国税庁は 2014 年 7 月 25 日、同庁ホームページ質疑応答事例の法人税項目(収益事業 12)に、
マンション管理組合が屋上にアンテナ基地局を設置したことで得たアンテナ設置料収入は、収益
事業に該当し法人税の課税対象になるとして、『マンション管理組合が携帯電話基地局の設置
場所を貸し付けた場合の収益事業判定』を追加掲載しています。
国税庁によれば、このたび同事例を追加したのは、マンション管理組合のアンテナ設置料収
入について法人税が申告漏れとなっているケースが散見されることや、一般にマンション管理組
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合の収益事業に関する課税関係についての認識が乏しいものと考えられることから、注意喚起
を図ることが目的とのことです。従来の取扱いが変更されたものではない。としています。
支払わないと、代表者である理事長が脱税の罪を問われる可能性があります。ただし、収入
額によっては、免除される場合もある様です。

マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判
定――国税庁ホームページ質疑応答より
【照会要旨】
Ａマンション管理組合は、移動体通信業者Ｘとの間で、携帯電話基地局（アンテナ）設置のため
にマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今
後、Ａマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として
設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業（不動産貸付業）
に該当することとなりますか。
なお、Ａマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当するこ
とを照会の前提とします。
【回答要旨】
収益事業たる不動産貸付業に該当します。
（理由）
１ 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
法人税法上、内国法人（人格のない社団等を含みます。）に対しては、各事業年度の所得について
法人税を課することとされており(法法３、５)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対して
は、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないことと
されています（法法７）。
したがって、マンション管理組合（人格のない社団等又は公益法人等）に対する法人税は、収益事業
から生じた所得にのみ課されることとなります。
２ 収益事業の範囲
法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設け
て行われるものをいい（法法２十三）、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています（法令５
①五）。したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション（建物）の一部を他の

者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業（不動産貸付業）に該当し、その収益事業から
生じた所得に対して法人税が課されることになります。
３ 本照会について
Ａマンション管理組合は、移動体通信業者Ｘとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基
づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Ｘに使用させ、その設置料収入を得ていますの
で、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
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【関係法令通達】
法人税法第２条第 13 号、第３条、第５条、第７条
法人税法施行令第５条第１項第５号
※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間
（前々事業年度）における課税売上高が 1,000 万円以下の事業者は、その課税期間における納税

義務が免除されます。
ただし、平成 25 年 1 月 1 日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間に
おける課税売上高が 1,000 万円以下であっても、前事業年度開始の日から 6 か月間の課税売上
高が 1,000 万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。
【参考】
マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、
次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係について
も公表していますので、参考にしてください。
○ 平成 24 年 2 月 13 日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車
場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
注記
平成 26 年４月 1 日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内
容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する
場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
【メモ】
現在、全国のマンション管理組合の総数は 8 万を超えています。アンテナ基地局を設置する組
合も増加していますが、管理組合のほか、その管理会社でさえもアンテナ設置料収入に係る課
税関係を認識していないケースがあるようです。
法人税法上、人格のない社団や公益法人は、収益事業から生じた所得にのみ法人税が課せ
られます。収益事業には不動産貸付業も含まれます。
同事例では、人格のない社団等であるマンション管理組合が、移動体通信業者との間で、携
帯基地局（アンテナ）の設置のために屋上（共用部分）を使用目的とする建物賃貸借契約を締結し、
その使用対価として設置料収入を得た場合、その設置料収入は、法人税法上、収益事業である
不動産貸付業に該当すると回答しています。
同事例では，アンテナ設置料収入は消費税の課税対象であり、2013 年 1 月 1 日以後開始事
業年度では、課税期間の基準期間（前々事業年度）における課税売上高が 1,000 万円超の場合、
又は特定期間（前事業年度開始日から 6 か月間）の課税売上高が 1,000 万円超の場合には、消費税
の課税事業者に該当することも示しています。
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なお、国税不服審判所が「団地管理組合が共用部分の賃貸により得た収入は収益事業に該
当するとした事例」を公表しています。
(参照:｢実践 区分所有法 など｣p.382 or p.377「『分譲マンション駐車場』は、外部貸出し車庫に限定した課税と
する統一見解」)

滞納管理費請求の裁判手続きと要件事実・立証責任
裁判所は、法律を前提とし、その事件についての要件事実たる具体的事実を認定することに
より、当事者の主張する権利・法律関係の存否を判断します。
そこで原告(管理組合側)は、自己の権利主張のため要件事実につき証拠を持って証明しなけれ
ばなりません。要件事実の 1 つでも欠落すると請求は認められない(棄却される)ことになります。
なお、ある事実を立証しようとする時、その立証責任は当事者のいずれかにあります。立証責
任のない当事者側からすれば、その事実が裁判所にとって存否不明だとの心証を与えればよい
ことになります。
※ 滞納管理費等請求の要件事実
滞納管理費当請求における要件事実というものは、次の具体的事実をさします。
① 被告が当該マンションの区分所有者であること。
② 管理費等の支払い義務の定めのあること(マンションの管理規約または総会決議により、区分所有
者は、管理費等を管理組合に支払う義務があると定められていること。すなわち、管理費・修繕積立金・立替
金の定め、それらの支払額・支払い時期の定めがあること)。

③管理費等債権の存在
1．管理費⇔所定の管理が行われたこと
2．修繕積立金⇔所定の期限の経過
3．水道光熱費等⇔実費を清算し管理組合が立て替えたこと
④ 支払期限の経過
⑤ 管理規約・総会決議に遅延損害金の定めがあること
①～③が管理費等請求の要件事実に該当し、④と⑤が遅延損害金請求の要件事実となる。原
告たる管理組合側が、以上のことの主張・立証責任を負います。
なお、水道・電気等の使用料について、マンション全体で親メーターがあり、管理組合が一括し
て支払いをし、区分所有者から集金をしている場合は、立替金求償権となります。
※ 立証責任
前記の要件事実の存在につき、原告は立証責任を負います。証拠物を裁判所へ提出するの
ですが、それぞれの要件事実を立証する証拠物については次のようなものが考えられます。
① 被告が当該マンションの区分所有者であること⇔債務者(滞納者)所有の区部建物(専有部
分?)の不動産登記事項証明書(建物登記謄本)。

② 管理費等の支払義務の定めがあること⇔管理規約または総会議事録(管理費等が途中で改
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定された時の総会議事録も必要)。

③ 管理費等債権の存在⇔所定の期間の経過または立替の事実(滞納管理費等一覧表・管理組
合の預金通帳)など。たとえば｢○月分の管理費｣の請求であれば○月が経過した事実で十分

である。また、水道・光熱費等の立替金があればそれを示す資料(領収書等)。
④ 支払期限の経過⇔管理費等の支払期限が明記されている管理規約または総会議事録。
⑤ 管理規約・総会決議に遅延損害金の定めがあること⇔管理規約または総会議事録。
以上のものが証拠物となると考えられますが、いずれも原告の管理組合にとって立証が困難
であることは考えにくいので、｢立証責任｣は、果たせるといえます。
なお、当該資料がない場合は、既存の資料を基にして即刻作成すべきです。(「マンションの滞納管
理費等回収実務ハンドブック」p．56)

管理費支払義務は、区分所有建物(区分所有権)を所有することから当然に負担する
債務です
管理費等は、区分所有者(住戸所有者)であれば、当然に負担しなければなりません。区分所有
法第 19 条は、｢各区分所有者(住戸所有者)は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて共
用部分の負担に任じ・・・・｣と規定しています。
この点で｢人から生じる債務(人的債務)｣であるとか、｢規約に管理費等の定めがおかれて初め
て発生する債務｣などといわれます。
しかし、管理費等の支払い義務を定める規約や集会(総会)決議が仮になかったとしても、建物
共用部分や共有敷地に係る維持管理費用は、区分所有者(住戸所有者)となった者が当然に負担し
なければなりません。そのことを直接認めた裁判例(大阪地判昭和 57《1982》・10・22《判時 1068 号 85
頁》)もあります。

その判例によれば、「管理組合の組合員たる資格は区分所有権の一つの属性」であり、「管理
規約や個々の管理委託契約それ自体が管理費支払義務発生原因と考える必要は無い｣として、
管理費支払義務は、区分所有建物(区分所有権)を所有することから当然に負担する債務であると
しています。
属性：そのものの有する特徴・性質(広辞苑)
したがって、新規分譲マンションを取得する場合は、原始管理規約に同意することによって管
理費等の負担を承認することとなります。また、中古マンション購入者、すなわち「特定承継人」
の場合は、区分所有法 8 条(特定承継人の責任)の規定もあって区分所有者(住戸所有者)となった時点
で当然に管理組合の構成員となり、「自分で関与しないところで発生していた滞納金債務だから
自分は支払わない」とは主張できません。(「マンションの滞納管理費等回収実務ハンドブック」p.158) (参
照：「実践 区分所有法 など」p．110 or p．108｢管理費は、当然支払う義務があります」)

管理費滞納者が破産・免責決定を受けていても、その後の管理費滞納金は請求で
きる---特定承継人に対しては、｢破産前の滞納金｣と「破産手続開始決定日以降の滞納金｣との
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合計額の請求を準備して滞納管理費の請求ができる--破産・免責決定を受けた区分所有者(債務者)は、破産手続開始決定日前の管理費を支払う責
任は免除されます(ただし、債務が消滅するわけではない)が、破産手続開始決定日以降の管理費等
は請求することができるため、係る請求を行い、区分所有建物の売却等の進捗状況を抵当権者
等に確認のうえ、特定承継人に対しては、前区分所有者(債務者)の｢破産前の滞納金｣と「破産手
続開始決定日以降の滞納金｣との合計額の請求を準備して滞納管理費の請求ができるので、滞
納金は、管理費滞納者が破産・免責決定を受けていても、滞納金は保全されると認識しておく必
要があります。(「マンションの滞納管理費等回収実務ハンドブック」p．154)
(参照：「実践 区分所有法 など」p．221 or p．218｢破産した区分所有者《住戸所有者》や区分所有権《住戸所有権》
競売中の議決権《表決権》行使者は?」)

マンション管理費は 60 平方メートル当たり 1 万 2000 円程度がめど
夕刊ゲンダイが毎週金曜日に連載している「間違いだらけのマンション管理会社」の＜連載 4
＞の記事です。
「自分のマンションの管理費が高いのか、安いのか―――。管理会社がいろいろやってくれる
から、気にしていないという人もいるだろう。しかし、”チリも積もれば山となる”で、例えば、管理
会社に管理業務委託費として支払う費用を仮に月 20 万円少なくできれば、年間 240 万円、10 年
で 2400 万円だ(大規模修繕工事の使用サイクルを 10 年と考えると 2400 万円の預金ができた・・・・中野。)。住民
が支払う管理費を減額せずに修繕積立金に回せたら、それだけそっくり残り、後々の修繕に役
立てることもできる。
では、適正な月額の管理費はいくらか。場所やグレード、戸数などで当然異なるが、目安は一
平方メートルあたりで月 200 円。60 平方メートルの部屋(住戸)なら 1 万 2000 円だ。ただ、これと比
較して低額だからというので安心してはいけない。見直したほうがいいのは、例えば定期清掃。
新築マンションの場合、毎月、業者を呼んで何万円もかかる清掃を行う必要はない。隔月で十分
である。これを節約するだけで年間 100 万円単位になるマンションだってある(同様のパターンに、エ
レベーターのメンテナンス契約をメーカー系から独立系にすることがある・・・・中野)。

しかし、管理会社がそんな指摘をすることはまずない。下請け、関連業者といった協力会社に
やらせ、清掃費用の上前をはねているからだ。それでも許容範囲はあるだろう。
だか、中には「ウチはヨソよりも良心的にやっている」とウソをつく管理会社も。一度は契約書
をチェックしたほうがよい。
あるマンション管理士は「掃除、メンテナンスなどの仕様をぜいたくに、つまり回数などを多くし
て委託費を盛っている管理会社は多いですよ。多くのマンションでは委託費を 3 割程度は削れる
と思います」と語るのだ。
また管理員の人件費はどうかというと、通いなら自給 1,500～2,000 円。高額な気がするのは管
理会社の儲けも含まれているためだが、これを大きく超えるような会社はボッタクリだ。何から何
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まで疑ってかかっては管理会社と良好な関係は築けないが、基準値くらいは確認して管理会社
と付き合うべき他。」
(参照：「実践 区分所有法 など」p．596 p．588 ｢エレベーターのメンテナンス関連について」)

消費税増税に伴う管理費等の３％値上げは必要なし。しかし、・・・
各情報で、消費税増税と管理費等の関連性が問いかけられていますが、基本的に関係がな
いことです。
現実にも、消費税が 5％から 8％に 3％上がったから管理費も 3％値上げするといった管理組
合運営はなされていないと考えますが、住戸(専有部分)を賃貸に出しているような場合、オーナー
としても消費税増税を理由とした管理費等の値上げの根拠が無いことは知っておく必要がありま
す。
4 月からの消費税増税に伴って、直ちに、マンションの管理費や修繕積立金も 3％値上げ値上
する必要はありせん。したがって、賃料の一部として管理費や修繕積立金を徴収する契約がさ
れていたとしても、それらをただちに 3％値上げする根拠にはありません。
何故ならば、管理組合会計は、利潤を追求する「企業会計」とは異なり、「公益法人会計」と同
様に扱われているため、非収益事業所得に対しては、課税されないからです。
そのため、区分所有者が管理組合に支払っている管理費は課税対象外になりますので、消費
税が上がっても管理費は直ちに値上げする必要性がないのです。修繕積立金についても同様
で、課税対象外になります。
なお、これらは管理費そのものが消費税の対象とはならないということであり、修繕積立金な
どには直接の影響はすくないでしょうが、消費税のアップに伴い、実際の運営費が値上がりする
ために、結果として管理費を値上げしなくてはならない状況は生じてくると考えます。
その場合でも、消費税が上がったことが直接の値上げ理由ではなく、消費税が上がったため
に、実際の運営費用が値上がったための結果として一定の値上げが必要な状況が生じてくる可
能性があるということです。

共有名義になっている部屋への管理費滞納請求について
---管理費は、共同所有者の誰に対しても全額請求できる---管理費等の負担について「建物の区分所有等に関する法律」では、区分所有者(住戸所有者)が
共用部分の持分割合に応じて負担する(区分所有法第 19 条)としています。この原則にしたがって、
通常は管理規約により各戸ごとに負担すべき管理費等が定められています。
共同所有者の管理費の支払い義務は、使っている専有(住戸)部分全体をその持ち分だけを使
うということは現実にできないことを不可分な利用と表現してのその対価である管理費は、共同
所有者の誰に対しても請求できるとされてます(大判大 10．4.6 参照)。共有で賃借している場合の賃
料の支払い義務についても同様の判断がされます。
すなわち、一般論として、賃借人側が複数いる場合、賃貸人側の「物を使用収益させる」給付
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は不可分です。つまり、ある借り手にはリビングは貸すが風呂場は貸さないとか、別の借り手に
は風呂場は貸すがリビングは貸さないというわけにはいかないのです。したがって、この不可分
的給付に対する対価である賃料も不可分されるとされています。
なお、金銭債務につき数人の相続人が共同して相続した場合、特約のない限り、当該金銭債
務は相続分に応じた分割債務となるとされていますが、相続などで、区分所有権(専有部分及び共
用部分)が共有となった場合には、区分所有権(専有部分及び共用部分)は不可分な物体であり、区

分所有法上は共有者は一人の区分所有者(住戸所有者)としてカウントされますから、住戸の区分
所有権(専有部分及び共用部分)が共有であるか否かを配慮する事無く、管理費等請求の最小単位
は一所有区分(一住戸)として、請求すればよいことになる(大判大 12．2.23 参照)と考えます。

エレベーター管理費費用は１階所有者も、原則として専有部分の床面積に応じて支
払うべきであり、決議や規約で原則を排除する理由はない。
ある書籍で、「エレベーターを使わない１階所有者の管理費を安くする」という決議
(規約)は有効であるとの見解が述べられていて強い違和感を感じました。

合人社計画研究所 「明解 マンション管理の法律トラブル相談集 Q&A 第５版」に
異なる見解がのべられていました(一般的な見解と思われます。…中野)ので、二つに分けら
れた「Q&A」を一つにまとめてみました。
管理費等は、高層建物や敷地の維持・管理に必要な費用を区分所有者全体で負担するのが
当然ですが、その負担の割合は、共用部分の利用の仕方が各区分所有者の利害は必ずしも一
致しないので、共用部分から受ける利益の程度が必ず管理費用の額にすべて反映させることは
不可能です。
区分所有法では、原則として、各区分所有者の専有部分の床面積に応じて共用部分の管理
費を負担することが定められていますが、これは管理費を決定する上での混乱を避ける意味で
も功利的な方法だといえるでしょう。
エレベーターの使用頻度を考えた場合、確かに一階部分の区分所有者は、上層階の所有者
に比べて極めて少ないことが予想されます。
しかし、エレベーターは、給排水設備や配管などと同じように高層住宅には不可欠な設備であ
り、一階部分及び二階以上の部分とも建物と一体となった設備であるために、その維持や補修
に際しては建物の全体に影響を及ぼすことになるとともに、管理上の必要として、屋上に設置さ
れた高架水槽や TV 受信施設(ともに共用物です)の保守のためにもエレベーターは利用されている
ことを考慮しなくてはなりません。
また、皆さんが購入されたマンションの価格の原価を構成する主要なものは、土地費用と建築
費用です。このうち、土地費用については、建物を高層にすることによって、低層の場合よりも個
人の負担額を安く設定することが可能となっています。
つまり、エレベーターによって現在のような高層マンションが成り立っているわけですから、エ
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レベーターが一階の区分も含めて購入価格を下げる役割を果たしているといえるのです。これら
の事情を考慮したうえで、一般にマンションでは、エレベーターの保守管理費費用を全員で負担
するような管理費設定がなされているといえます。
そのために、共用部分に対する各区分所有者の利害損失をある程度これを無視することもや
むをえないといえます。裁判所の判例（東京地裁 Ｈ５．３．３０・札幌地裁 H１４.６.２５…中野）もこのように
考えています。そこで、エレベーターを利用しないで、一階の区分所有者の管理費等を他の区分
所有者のそれより安くするという考えは、法律上違法であるとまでは言えませんが、反面、適正
でないといえるでしょう。

先取特権
時効を中断できる先取特権による配当要求
区分所有者(住戸所有者)が、管理費等を滞納したまま、その区分所有者(住戸所有者)の住戸が他
の債権者から差し押えられ不動産競売にかけられる場合があります。このような場合には、区分
所有法第 7 条の先取特権の規定に基づき、配当要求を行うことができます。
配当要求は、差し押さえられた財産の売却金による債権者弁済を行う手続きで、買受人が納
付した代金の中から滞納管理費等の配当を要求する手続ですが、差押債権者以外の債権者で
も配当要求の終期までに配当要求をすることにより、配当を受けることができます。
なお配当要求は、裁判所からの照会書に書き込む方式で行なわれますが、管理費や修繕積
立金と水道料等といったものと同時に、遅延損害金なども忘れずに書き込んでおかないと、配当
要求の対象とならなくなりり、支払い義務付けらた特定承継人から支払いを拒否される場合があ
ります。
いずれにしても、配当要求には、時効を中断する効果があるので、配当がないことが推定され
ても、配当要求は出したおく必要があります。
ただし、この配当がなかった場合でも、配当要求を提出することは、滞納管理費等があることを
事前に知らせることにもなりますし、区分所有法第 8 条により、滞納管理費等の債権について、
特定承継人である競落者に対しては配当要求に基づいた支払い請求ができます。(「マンションの
滞納管理費等回収実務ハンドブック」p.149)

先取特権 法律に定める特定の債権を有する者が、債務者の一定の財産から、他の債権者に優
先して弁済を受ける事が出来る担保物権(法定担保物権)。その客体(目的物)によって分け
られると、債務者の総財産を目的とする｢一般の先取特権｣、特定の動産を目的とする
｢動産の先取特権｣、特定の不動産を目的とする「不動産の先取特権」の 3 つの類型が
ある。
目的物が債務者の所有である限り、公示なく優先権を主張できるという強力な権利。
政策的な配慮から、法律に定める特別の債権を有する者が債務者の財産から、他の
一般債権者に優先して、その弁済を受けることのできるという「法定担保物権」 (民法第
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303 条)。債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権

利。
優先弁済を受ける権利
(参照：「実践 区分所有法 など」p．57 or p．56｢『管理組合』とは」、p．120 or p．119「マンションが競売にかけられ
た時の配当要求には、時効を中断させる効果があります」)

先取特権により保護される債権
法第 7 条 1 項の先取特権により保護される債権は三種類であり、①共用部分、建物の敷地も
しくは共用部分以外の(共有の・・・編者)建物の附属施設につき他の区分所有者(住戸所有者)に対して
有する債権②規約もしくは集会の決議に基づき他の区分所有者(住戸所有者)に対して有する債権
③管理者または管理組合法人がその職務または業務を行うにつき区分所有者(住戸所有者)に対し
て有する債権。
債権 人が人に対して一定の行為を要求する権利(義務を負う立場からは債務と呼ばれる)。人が他人
に対して一定の行為を要求する事を内容とする権利。特定人（債権者）から特定人（債務者）に
対して一定の財産上の行為を請求することができる権利。一定の相手方(債務者)に対してに
一定の行為を請求する権利。特定の債務者に対して一定の行為を要求しうる権利。人を特
定の目的に従って自由に動かすために、人に一定の行為を要求できる権利。債権者が債務
者に対して一定の行為を請求することができる権利。主に契約によって発生する、一定の相
手方に対する請求権。社会的に一定の信用力のある発行体が資金を調達する際に、金銭消
費貸借契約類似の法律関係に基づく金銭債権の内容を券面上に実体化させて発行する有
価証券のことをいう
(参照：「実践 区分所有法 など」p．141 or p．139「先取特権《自己の債権の弁済を他の債権者に先立って受ける
権利》ってどんな権利」)

先取特権と管理費滞納
先取特権を行使する(法第 7 条)と、管理費などの債務を負う区分所有者は、区分所有権などを
失うことになり、事情によっては、その区分所有者の生活の基盤を失わせることがあるから、そ
の区分所有者に対して管理費などの支払を催促し、任意の履行の機会を提供することが、迅
速、円満に管理費などの債権を満足させ、不要なトラブルを回避するために重要である(「コンメン
タール区分所有法」p．36 升田 純)。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．126 or p．125 「滞納管理費回収手段として、当事者に、『個人再生申立手
続』の提案」)

先取特権より、優先して支払をうけるものは、１位は国税、２位 地方税、３位 社会
保険の保険料そして抵当権
先取特権で、優先順位も、１位．．．共益費用となっているため、管理費の滞納に対しても抵当
権に劣後する（民法第３２９条）ことだけが注目されますが、他の法律（税法）もあり、共益費用などに
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優先して支払をうけるものには、１位は国税、２位 地方税、３位 社会保険の保険料がありま
す。
多くの場合、管理費等を滞納している区分所有者(住戸所有者)は他に国税や地方税も滞納して
いるので、競売手続きをとっても滞納管理費等にみあった充分な配当を受けることは、困難と考
える必要があります。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．136 or p．134「先取特権《自己の債権の弁済を他の債権者に先立って受ける
権利》は、管理費の滞納等に対して抵当権等に劣後することによる一定の限界があります」、p．141 or p．138「先
取特権(自己の債権の弁済を他の債権者に先立って受ける権利)ってどんな権利)

瑕疵問題
「共用部分の瑕疵に賃借人等(占有者)の責任があるのですか?」に対する補追
---鎌野氏の見解が変化したのか、他の共著者の見解か?--｢実践区分所有法 など｣p．159「共用部分の瑕疵に賃借人等(占有者)の責任があるのですか?」
において、「『コンメンタールマンション区分所有法』稲本洋之助／鎌野邦樹 p．68 に『賃借人等
(占有者)も共用部分の占有者として日常的な管理をなしうる地位にあり、その責任を問われる余

地もあることから、賃借人等(占有者)も占有者として民法第 717 条 1 項の責任を負うべきであ
る。』」との記述があり、それに対する反論をしていますが、編者が鎌野邦樹・山野目章夫(多数の
著者による記述の編集者の一人が鎌野氏であるに過ぎませんが)の著作である「マンション法」p．51 に賃

借人等(占有者)の責任はないとする以下のような記述があります。その見解は、われわれの記述
で「コンメンタールマンション区分所有法」p．68 の記述に反論としていた根拠と同一のものです。
「共用部分の設置または保存の瑕疵のために損害が生じた場合の責任の主体は、共用部分
の占有者または所有者である(民法 717 条 1 項)。しかし、3 条によれば共用部分は区分所有者が
団体を構成して管理することとされ、賃借人はこの共同管理関係に参加できないから、共用部分
に関しては賃借人が民法 717 条 1 項の責任を負わないことなり、区分所有者全員となる」。鎌野
氏の見解が変化したのか、他の共著者の見解か?
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．159 or p．157「共用部分の瑕疵に賃借人等(占有者)の責任があるのです
か?」)

10 年と 5 年のアフターサービス規準
アフターサービス規準期間は、植栽は 1 年、その他の多くは 2 年です。例外的に、5 年のものと
品確法に基づく 10 年とがあります。それらについてのみ書き出してみました。
※ アフターサービス規準期間 5 年のもの
① 電気設備配線の破損・結線不良
② 給水管、排水管漏水・破損
③ ガス配管破損
④ 浴室設備漏水
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※ アフターサービス規準期間 10 年のもの
① 基礎、柱、梁、耐力壁、内部床、屋上、屋根のコンクリート躯体の亀裂・破損
② 外階段の床、はね出し式のバルコニー、外廊下の床のコンクリート躯体の亀裂・破損
④ 屋上、屋根、ルーフバルコニーの雨漏り
⑤ 外壁の雨漏り
⑥ 屋上、屋根、外壁の開口部に設ける戸、枠その他の建具の雨漏り
⑦ 外部貫通(雨水排水)管の屋内への漏水
(参照：「マンション管理学入門」p．38)
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．169 p．167「アフターサービス基準」誕生の背景」)

瑕疵担保は知ってから 1 年間しか請求できないとの規定は、品確法も対象
---品確法の引渡しから 10 年間の瑕疵担保責任は、民法の原則どおり、知ってから 1 年間しか請
求できない--「品確法では、建築工事の請負人および売主に引渡しから 10 年間の瑕疵担保責任を負わせ
ています。注文者や買主は、この期間内なら業者に対して無料で欠陥部分を修繕させたり損害
賠償を請求できます。」とかく、この認識だけが先行します。
しかし、品確法第 95 条は、引渡し時から 10 年間瑕疵担保責任を追及できるとして、当事者間
で例えば引渡し時から２年間だけ瑕疵担保責任を負う(宅建業法第 40 条)との任意の定めを無効と
していますが、瑕疵担保責任の権利行使期間については、民法第 566 条第 3 項が適用となり、
知った時から１年以内に権利行使をしないと瑕疵担保責任を追及することができなくなると解さ
れています。
その理由は、品確法第 95 条では、民法第 566 条第 3 項の規定を排除していないため、民法
第 566 条第 3 項が適用されるからです。
したがって、例えば引渡しから 5 年後に隠れた瑕疵があった事実を知ったときには、知ってか
ら１年以内（引渡し時から６年以内）に権利行使をしなければ瑕疵担保責任を追及することができな
くなるのです。
一般の隠れた瑕疵の場合でも、民法第 570 条が適用され、「買主が瑕疵を知ってから 1 年間し
か請求できない」とされており、引渡しより 10 年間で時効にかかると理解しています。
ただ、この規定が民法の任意規定であるために、宅建業者が関係する取り引きでは、宅建法
で結果として、瑕疵担保期間を引渡しから 2 年とすることが許されている(宅建業法第 40 条)ため、
品確法の引渡しから 10 年間の瑕疵担保の意義は、宅建業法の引渡しより 2 年間の瑕疵担保期
間を否定する役割しかないことになるのです。
すなわち、宅建業者と契約していても、品確法により引渡しから 10 年間の瑕疵担保期間は守
られますが、請求することができるのは、民法第 566 条第 3 項の規定により、瑕疵を知ってから 1
年間となるのです。
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宅建業法第 40 条（瑕疵担保責任についての特約の制限） 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅
地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関
し、民法（明治二十九年法律第八十九号）第 570 条において準用する 566 条第 3
項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から 2 年以上となる特約
をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはな
らない。
２ 前項の規定に反する特約は、無効とする。
民法第 566 条（地上権等がある場合等における売主の担保責任） 売買の目的物が地上権、永小作権、
地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、か
つ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の
解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないと
きは、損害賠償の請求のみをすることができる。
２ 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が
存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合につ
いて準用する。
３ 前 2 項(１項・２項)の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主
が事実を知った時から 1 年以内にしなければならない。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．167 or p．165｢販売業者との関係での瑕疵とアフターサービス」、p．169 p．
167 「「アフターサービス基準」誕生の背景」)

宅建業者が瑕疵担保期間を「１年間のみ」とする特約をすると、すべてが無効となっ
て民法の適用となり、かえって重くなる。
民法では、瑕疵担保期間は、買主が事実を知った時から１年以内とされています(民法第 570 条
―第 566 条 3 項)。しかし、宅建業者が売主となって瑕疵担保期間の契約をするとき、引き渡しの日

から２年までとの特約をする事は可能です(宅建業法第 40 条 1 項)。このことは、買主が宅建業者の
場合も適用されます。
ただし、宅建業者が売主となって瑕疵担保期間を「１年間のみ」とする特約をすると、その特約
そのものすべてが無効になります(宅建業法第 40 条 2 項)。この場合の「無効となる」の意味は、宅建
業者の特約のすべてが無効となり、民法の「買主が事実を知った時から１年以内」が適用される
ことになるということなのです。
したがって、宅建業者が売主となって瑕疵担保期間を「１年間のみ」とした特約が修正されて、
宅建業法どおりの 2 年と修正できるわけではなく、民法の規定が適用されるようになるのです。
【民法第 570 条】（売主の瑕疵担保責任） 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第 566 条の
規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りではない。
【民法第 566 条】（地上権等がある場合等における売主の担保責任） 売買の目的物が地上権、永小作
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権、地役権、留置権又は、質権の目的である場合において、買主がこれを知ら
ず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、
契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることがで
きないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称したのち地役
権が存しなかった場合及びその不動産について登記した賃貸借があった場合
について準用する。
3 前 2 項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を
知った時から１年以内にしなければならない。
【宅建業法第 40 条】（瑕疵担保責任についての特約の制限） 宅地建物取引業者は、自ら売主となる
宅地又は、建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責
任に関し、民法第 570 条において準用する同法第 566 条３項に規定する期
間についてその目的物の引き渡しの日から２年以上となる特約をする場合
を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする
(参照：「実践 区分所有法 など」p．163 or p．161「不法行為責任の 20 年とされる瑕疵担保責任と隠れた瑕疵の
2 年の瑕疵担保責任の境目」―不法行為が成立するのは、「その違法性が強度である場合」に限定されない―)

専有(住戸)部分の瑕疵が発見されても特定承継人(中古マンション購入者)には、販売業
者への瑕疵担保責任を追及できない問題について(1)
「実践区分所有法 など」(p．418or p．414)の「損害賠償請求権の譲り渡し(無償でも可)の提案」の
記述の中で「共用部分」等に原始的な瑕疵があった場合の分譲建物(分譲マンョンを含む)販売業者
に対する損害賠償金の請求権は区分所有者(住戸所有者)から買受けた等の特定承継人について
は認められていません。」として、「管理規約(規約)にて、『売買に際しては、損害賠償請求権の譲
り渡し(無償でも可)につき、売主は買主に譲渡(売買等)証書を作成し交付すること』さらに『交付証書
の控えを管理組合(法第 3 条の団体)に提出すること』といった決まりを設けることも検討すべきで
す。』と記していますが、同様の指摘が、「マンション紛争の上手な対処法 第 4 版」p．31～p．32
において、次のように述べられていました。
「品確法の制定により、平成 12 年 4 月 1 日以降の新築住宅としてのマンション買売契約物件
については、基本的構造部分の瑕疵担保期間は引渡し後 10 年と長期間保護された。そのた
め、引渡し後 10 年近くになって瑕疵が発見された場合には、たとえ瑕疵担保期間内であったとし
ても、分譲業者から購入した最初の購入者がすでに第三者に売却してしまって(この購入者は特定
承継人となる・・・中野注)おり、分譲業者に対する瑕疵担保責任を問えなくなる場合も多くなるのでは

ないかとの疑問も提起されている。
このような不測の問題もあるが、マンションにとっては重大な問題である。マンションの区分所
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有者としては、あるいは管理者(管理組合を含む)としても、共用部分の維持・管理の問題を簡易に
するため、区分所有権の売買に際しては、瑕疵の存在を予測しておくことが必要であろう。そし
て、区分所有権の売買には共用部分も含まれることから、共用部分の瑕疵に関しての損害賠償
請求権の譲渡も売買の中に含まれると考えるため、売買に際しては、損害賠償請求権の譲渡に
つき、売主は買主に譲渡証明書を作成して交付することが実務上必要となってくる。」

専有(住戸)部分の瑕疵が発見されても特定承継人(中古マンション購入者)には、販売業
者への瑕疵担保責任を追及できない問題について(2)
-―中古マンション購入時のチェックポイントの一つとして、売主(旧区分所有者)から損害賠償債権
(損害賠償を請求する権利)を譲渡してもらっておく必要がある---

このテーマについては、すでに 2 回にわたって記してきました。今回の記述は、共用部分の損
害賠償債権(損害賠償を請求する権利)についてのテーマですが、この問題は、中古マンョン購入者の
専有部分の瑕疵担保の問題でも同様のことが生じるのです。
すなわち、購入した専有部分に瑕疵がある場合、売主(旧区分所有者)から買主(新区分所有者)に販
売業者(デベロッパー)に対する損害賠償債権(損害賠償を請求する権利)を譲渡しておいてもらわないと、
販売業者(デベロッパー)に直接瑕疵担保責任の追及としての損害賠償債権(損害賠償を請求する権利)
を行使できないのです。
事実、過去の相談事例で、１年瑕疵のアフターサービスのチェック時に、自分の専有部分に瑕
疵があるので販売業者(デベロッパー)に文句を言ったら、あなたは、自分達からの直接の購入者
ではないから、文句を言われる筋はないと突っぱねられたという事例がありました。
この相談者の場合は、実質的に詐欺に合い、第三者に転売することだけを目的として新築物
件を購入し販売する業者(デベロッパーからの購入者)にだまされた事例でした。
そのために、本人は新築物件を購入したつもりでしたが、実際には、転売物件のため、販売業
者(デベロッパー)に対する瑕疵保責任を追及できなくなった事例です。
販売業者(デベロッパー)からすれば、瑕疵担保責任の追求はあなたへの販売者にしてください、
私には責任はありません。ということになります。この事例の場合、詐欺に会っていますから、す
でに販売者(デベロッパーからの購入者)は行方不明です。したがつて、当初の区分所有者(売主)であ
る販売者(デベロッパーからの購入者)から損害賠償債権(損害賠償を請求する権利)を譲り受ける手だても
なくなっていたという事例です。この事例は、不正な取引にだまされた事例ですが、同様な問題
は、正規の手続きでの中古マンション購入の際にも起こり得ることです。
先に述べましたように、この問題は「実践区分所有法 など」(p．418or p．414)の「損害賠償請求
権の譲り渡し(無償でも可)の提案」の記述や、別冊-p．183or p．184「専有(住戸)部分の瑕疵が発見
されても特定承継人(中古マンション購入者)には、販売業者への瑕疵担保責任を追及できない問題
について」で重複して記してきたことで、十分に分かったものとしていたのですが、専有部分の関
係ではもう一つ理解できない部分がありました。そのために、共用部分との関係についてももう
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一つすっきりしないものがありました。
しかし、「マンション紛争の上手な対処法 第 4 版」p．163～p．164 においても共用部分につい
てですが、「管理者の原告として提起する訴訟に伴う問題」として、なんらかの工夫が必要である
との問題提起がされているのを読んで、最終的に納得する理解ができました。詳しくは、「実践区
分所有法 など」で紹介した「マンション紛争の上手な対処法 第 4 版」をお読みください。

4 管理者が原告として提起する訴訟に伴う問題
ここでは、分譲マンションの共用部分等に隠れた瑕疵が存在し、管理者が分譲業者に対し瑕疵
担保責任に基づく損害賠償請求の訴え、設計者、施工業者(建設業者)、工事管理者に対し不法
行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起する事案を例として取り上げる。

(1)訴訟担当をすることができる区分所有者の範囲
管理者が原告として訴訟担当をすることができる区分所有者は、｢現｣区分所有者であって
｢元｣区分所有者ではない。この点は法文上明白であるが、これが実務上大きな問題を生ずるこ
とがある。
(イ)管理者が分譲業者に対して瑕疵担保責任に基づく損害賠償を請求する場合
損害賠償請求権を有するのは、分譲業者から分譲を受けた当初の区分所有者である。同区分
所有者が専有部分を転売した場合(売買契約に明示されていなくても、分離処分の原則《法 15 条》により共
用部分等に関する共有持分も移転する)その瑕疵については、売主・買主間において瑕疵担保責任に

より解決すべきことになる。売主が分譲業者に対して有する損害賠償請求権は当然に買主(転得
者・・・現区分所有者)に移転する(移る)わけではない。

管理者が訴訟担当をすることができるのは、現区分所有者である転得者だけであり、当初の
区分所有者(売主)ではないから、当初の区分所有者(売主)が有する(持っている)損害賠償債権(損害賠
償を請求する権利)が当然に買主(転得者・・・現区分所有者)に移転する(移る)わけではない。

管理者が訴訟担当をすることができるのは、現区分所有者である転得者だけであり、当初の
区分所有者(売主)ではないから、当初の区分所有者(売主)が有する(持っている)損害賠償債権(損害賠
償を請求する権利)については、管理者が訴えを提起する(裁判の対象とすること)ことができない。つまり分

譲後、専有部分が転売されると、管理者は損害全額について分譲業者に対して請求することが
できなくなることになる(当該買主の損害金額を除いた額の請求しかできなくなる・・・・中野注) (当該買主の損
害金額を請求できない・・・・中野注)。 この点は法の不備という他なく、なんらかの法改正が必要であ

る。
かかる訴訟を担当する弁護士としては、訴え提起に先立って当初の区分所有者(売主)から損害
賠償債権(損害賠償を請求する権利)を譲り受けるなどの方法を工夫する必要がある。
また、訴訟継続中に区分所有者がその専有部分を売却したときは、管理者は、売主である旧
区分所有者に関する訴訟担当権限を失い、その代わり買主である新区分所有者について訴訟
担当権を取得する。しかし、損害賠償債権(損害賠償を請求する権利)が売主(旧区分所有者)から買主(新区
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分所有者)に移転していなければ、意味がない。

したがって、売主(旧区分所有者)から買主(新区分所有者)に損害賠償債権(損害賠償を請求する権利)を譲渡
させるか、あるいは旧区分所有者(売主)に、管理者の訴訟代理人(弁護士)を同人の訴訟代理人
に選任してもらい訴訟継続する(旧区分所有者が有する損害賠償債権につき管理者が訴訟担当権限を失う
から、原告の地位は管理者から旧区分所有者に承継される)などの工夫が必要となる。(「マンション紛争の上
手な対処法 第 4 版」p．163～p．164)

転売業者の存在(新築を購入したのに特定承継人にされていた事例)-1
昔、センターの無料相談で、新築マンションを購入したのに、自宅住戸の雨漏りについて、販売
業者に文句を言ったら、あなたとは売買契約をしていないから、瑕疵担保責任を負わないといわ
れたと管理組合役員と共に相談に見えた方がいました。
話を伺ってみると、この方は、当該マンションを青田買いされた方のようですが、どうやら、正当
な分譲販売会社からの購入ではなく、転売会社からの購入だったようです。そのことを購入され
たご本人は気付かず、正当な分譲販売会社から購入したと思い込まされていた(ある種の詐欺行為
にあわれた)ようです。

したがって、正当な分譲会社から考えれば、当該購入者とは売買契約を結んでいないのだか
ら、「瑕疵担保責任を負う責任」はないということになるのです。
「実践 区分所有法 など」p．418or p．414 の「損害賠償請求権の譲り渡し(無償でも可)の提案」で
記述した特定承継人に対しては、「分譲建物(分譲マンョンを含む)販売業者は、瑕疵担保責任として
の損害賠償金の支払責任は負っているとはいえないためです。」の悪質な実例といえるのでしょ
う。(参照：「実践 区分所有法

など」p．185 or p．183「原始規約全員合意の｢まやかし」の可能性への疑念｣、p．

418or p．414 「損害賠償請求権の譲り渡し(無償でも可)の提案」、)

転売業者の存在(新築を購入したのに特定承継人にされていた事例)-2
別冊-p．186 「転売業者の存在」で、「正当な分譲販売会社からの購入ではなく、転売会社か
らの購入だった」事について記述しましたが、「マンションハンドブック」p．32 の、｢Ⅱ-1『新築マン
ションを買うとき、どんなことに気をつければよいでしょうか』｣に以下のような記述を見つけまし
た。参考になると考えます。
●購入するか決める際にチェックすべきこと
まず、第 1 に分譲業者、仲介業者がきちんとした業者であるかを確認しましょう。各都道府県
担当部局や宅建協会に問い合わせるなどして、無免許業者でないかやつ行政処分を受けたこと
がないかを確認してみることです。
次に、マンションの構造や間取り、設備が広告やパンフレットと異なってはいないかを自分の目
で確認することが大切ですし、マンションの周辺の環境、利便性、近隣に高い建物が建つ計画が
ないかについても自分の目で確かめたり、分譲業者に確認しておくべきです。
マンションの土地、建物(完成している場合)それぞれについてマンション所在地を管轄する法務局
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で登記簿を確認し、「分譲業者が所有者となっているか」「抵当権、仮登記が設定されていない
か」等のマンションの敷地や建物についての権利関係を確認することも必要です。自分で法務局
まで出向くのが大変ならば、分譲業者に登記簿謄本を見せてもらうようにしましょう。
●契約するまでにチェックすべきこと
売買契約をするまでに、売買契約書をよく読んで内容を十分理解し、分からない点は分譲業者
や仲介業者に納得がいくまで質問するようにしましょう。
宅建業者がマンョンを分譲する場合には、売買契約書だけでなく、買主に対し分譲する建物に
ついての重要な事項を書面で説明しなければならないとされています(宅地建物取引業法、以下宅建
業法 35 条、重要事項の説明書)。

そして、マンションについては、戸建て住宅についての重要事項に加えて、以下の各事項につ
いても特に説明しなければならないものとされています(宅建業法施行規則 16 条の 2)。
① 建物の敷地に関する権利の種類及び内容
② 規約共用部分の定め
③ 専有部分の用途その他利用制限に関する規約の定め
④ 建物又は敷地の専有使用権に関する規約の定め
⑤ 修繕積立金の内容及びすでに積み立てられた金額
⑥ 通常の管理費の額
⑦ 管理委託業者の氏名及び住所
新築マンション分譲の際には、管理規約原案や管理委託契約書を分譲業者が用意しているこ
とが通常ですので、これらにも注意を払い、管理規約の内容は適正化、管理費や修繕積立金の
額は適正か、管理会社の委託業務内容や契約条件に問題がないか等についてもチェックしてお
くことが必要です。
宅建業者が自ら新築マンションを分譲した場合には 1 年以内に管理組合の管理者等に設計
図書を交付しなければならないとされています(適正化法 103 条、同法施行規則 102 条)。設計図書が
いつ、誰に交付されたかについても確認しておくことが必要です。」
以上の他に、専有部分については、一括して分譲業者が登記しなくてはならないことになって
いますので、管理室などが専有部分とされていないか等の確認も必要だと考えます。

弁護士ドットコムトピックス(1)

2014.05.19

---マンションなどの瑕疵についての考え方とも共通する戸建住宅などにおける欠陥住宅の問題
についてのインターネットの「弁護士ドットコム」メールからの転記です。--※ 悪徳住宅業者に騙されないための法律知識
瑕疵を放置していれば命にかかわることも！悪徳住宅業者に騙されないための法律知識アベ
ノミクスによる景気回復で、昨年秋頃からマンションや戸建住宅は飛ぶように売れた。消費増税
が 4 月に行われるため、駆け込み需要もあったようだ。
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念願のマイホームを手に入れた人も多いことだろう。年明けからは、昨秋に住宅を購入した人
が物件の引き渡しを受けて、引っ越しをしているようだ。
しかし、その住宅でもし、瑕疵（かし）が見つかったらどうすればいいのだろうか。今回は、住宅
の瑕疵について、どのように対処すべきかを、欠陥住宅など建築紛争の解決に定評のある鐘築
優弁護士に解説してもらった。
●床や天井裏のボルトの欠落……瑕疵を放置すれば命にかかわる
多額の借金をしてやっとマイホームを手に入れたにもかかわらず、そのマイホームに瑕疵（か
し、欠陥とほぼ同じ意味）があることが発覚した場合、マイホーム購入者の落胆はどれほどのものだ

ろうか。
例えば、私が実際に経験した案件では、以下のような瑕疵があった。
床のきしみ・床の不陸（凹凸）・1 階土台アンカーボルト（木造土台をコンクリート基礎に緊結するための
埋込ボルト）の欠落・ホールダウン金物（木造建築物のコンクリート基礎と木造部分を緊結し、強・風や地震時
の建物浮き上がりを防止する重要な金物）の欠落・火打材（土台、桁《ケタ》）の欠落・梁（ハリ）など水平材

が直交する部分を補強する斜め部材の欠落・床下の束が基礎から外れている・筋かい金物の欠
落・天井裏の境界壁の欠落。
挙げだしたら、きりがない。こうした瑕疵があった場合、建物は地震によってすぐ倒壊してしま
う危険がある。瑕疵物件は、命にかかわる重大なものであることを、肝に命じておきたい。
●引き渡しから 10 年間瑕疵担保責任を問える
厄介なのは、これらの瑕疵は、普段の生活からは目に見えない部分であることも多いため、住
んでいる人は瑕疵の存在を知らずに放置して、重大事故につながってしまうおそれがあること
だ。
瑕疵が発見された場合、どうすればよいのだろうか。なお、「瑕疵」とは、当事者と契約上定め
た性質ないし状態、または建物として通常有すべき性質ないし状態を、備えていないことをいう。
これら欠陥住宅は、建築基準法 20 条（構造耐力）第 30 条（長屋または共同住宅の各戸の界壁）、建
築基準法施行令 41 条（木材）、42 条（土台及び基礎）、45 条（筋かい）、47 条（構造耐力上主要な部分で
ある継手または仕口）、114 条（建物の界壁・間仕切壁及び隔壁）などに違反しているといえる。このような

場合、瑕疵があるといえる。
施工者あるいは建築士（設計者）は民法上の瑕疵担保責任（民法 634 条 1 項、2 項）を負う。この責
任は帰責事由がなくても責任を負う無過失責任で、例外的規定となる。
民法の規定では、注文住宅の場合でも、建売住宅・分譲住宅の場合でも、引渡の時から 5 年
間または 10 年間の瑕疵担保期間が定められていたが（民法 638 条）、実際は特約で、木造建物に
ついては 1 年、それ以外の建物については 2 年間に短縮されることが多かった。
しかし、平成 11 年に「住宅の品質確保の促進業に関する法律」（「品確法」）が成立し、構造耐力
上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分のうち一定部分については、住宅取得者は注
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文住宅の場合でも、建売住宅・分譲住宅の場合でも、新築（新築に限る）住宅の引渡を受けた時か
ら「10 年間」、請負人または売主に対して瑕疵の修補や損害賠償を請求できることになった（品確
法 87 条 1 項、民法 634 条 1 項及び 2 項前段）。
※ 「住宅の品質確保の促進業に関する法律」で、「新築（新築に限る）住宅の引渡を受けた時から「10 年間」、
請負人または売主に対して瑕疵の修補や損害賠償を請求できることになった」のは、「構造耐力上主要な部分
または雨水の浸入を防止する部分のうち一定部分｣であることに注意する必要があります。
なぜならば、その他の宅建業者からの購入建物の瑕疵については、宅建業法の規定により、引渡しから 2
年との契約がされていることがほとんどだからです・・・・(注)中野

なお、リフォーム工事の場合、リフォーム工事後に瑕疵が発覚した場合、先ず、リフォーム工
事の設計者ないし施工者の責任を瑕疵担保責任として追及することが多いだろう。
●現場と主任技術者の“馴れ合い”に注意
このような不動産瑕疵のトラブルを防ぐためには、きちんとした契約書を作り、注文者が建築
現場に赴いて建築施工を監視することが重要である。また、業界慣例上、一社が設計・監理・施
工を行うことが多いが、設計・監理・施工（設計・監理は建築士が行う）は、本来別々に行う方が互い
に確認し、馴れ合いを防ぐ上で大切である。したがって、せめて工事監理者と施工者は別々にす
る方がよい。
なお、建設会社は建設業法 26 条により、工事現場の施工の技術管理をつかさどる主任技術
者を置かなければならないことになっている。そのため一応表面的には各工事に技術者が付い
た形はとっているが、受注件数の多い会社では、主任技術者 1 人で 7～8 ヵ所の現場を掛け持ち
するケースもある。そうなると、工事現場にはせいぜい 1 週間に 1 度、しかも短時間しか現場の
技術監理を行わない例もかなりある。
そして、私がこれまで手がけてきた事案では、この技術監理者がしばしば下請などと雑談にふ
けり、全く馴れ合いとしか見られない場合もある。本来の仕事である技術監理、監督をするという
緊張感は微塵も感じられないことが多々あった。
ひどいケースだと、住宅取得者が指摘した不良箇所が完全に修復されたか否か未確認のま
ま、被覆して隠蔽してしまったりする。馴れ合いがはびこっている工事現場では、主任技術者任
せにするのではなく、指摘した不良箇所が完全に修復されたことをしっかりと住宅取得者自身も
確認することが重要である。
●証拠写真は必ず撮影すること建築士による瑕疵の確定を
契約書を作り、主任技術者がきちんと工事現場の監理をしていても、残念ながら瑕疵は発生
するものだ。そのときは、どのような対応をすべきであろうか。
まず、瑕疵が確定するまでは、決して施工業者は入れず、建物の保存をすることが大切であ
る。施工業者が瑕疵の露見を避けるため、補修工事の名を借りて瑕疵を隠してしまうことがある
からである。
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また、瑕疵の個所を写真で撮影しておくことも重要である。瑕疵が隠れて見えないような時に
は、建物の一部を開口し瑕疵の写真を撮る必要があるが、これは次に述べる一級建築士にやっ
てもらった方がよいであろう。
次に、一級建築士を探す。知り合いに一級建築士がいない場合は区役所や市役所の建築課
や日本建築家協会などで照会してもらうことができる。
そして、瑕疵が確定したら、施工業者と交渉することになる。しかし、施行業者は「補修すれば
十分に対応できます」と言うことが多い。しかし、補修の内容が本当に妥当なのか、互いの認識
の違いから争いに発展したり、もしかしたら補修で間に合わない瑕疵については、建替えなども
請求しなければならないこともある。
その場合には弁護士に相談して、場合によっては仮処分申立や訴訟提起を行う。なお、訴訟
は元請会社だけでなく、下請会社に対しても行える。この場合、民法 44 条 1 項または民法 709
条の不法行為責任、場合によっては会社法 429 条 1 項、430 条の第三者に対する責任によって
追及することができる。
●民法 635 条但書が業者の甘えを生み出している
訴訟になる場合には、時効期間に気をつけるべきだ。前述した品確法ができた現在は、その
時効期間 10 年である。ご自身の建物が引き渡しを受けてから何年経っているか、まずは確認し
てほしい。
※ ただし、不法行為責任は瑕疵を知ってから 3 年、不法行為を行ってから 20 年は請求できるとの規定がありま
す。その上、20 年の時効期間は、除斥期間とされていますが、瑕疵を知ってから 20 年であるとの最高裁判例
があります。(参照:別冊－p．193 「時効による消滅が不法行為から 20 年との除斥期間の考え方につい
て」) ・・・・(注)中野

また、瑕疵について施行業者と何らかの和解をしているような場合（瑕疵の損害賠償をいくらにす
るかなど）や、当時の瑕疵の写真などが存在しない場合は、訴訟を進めていく上で、証拠がないの

で不利となる場合がある。
瑕疵と疑われるような不良箇所があったら、後々のことを考えて念のため写真を撮っておくこ
とをお勧めする。
また、費用の件も、よく考えていただく必要がある。建築紛争は対象が建物であり、高価なも
のであるケースが多い。そのため、弁護士費用も高くなることが多いのだ。
軽微な瑕疵ならそれほど心配することはないが、建替えをしなければならないような瑕疵であ
る場合は、弁護士費用も高額となる。具体的には、建替え費用相当額（施工業者にとっての請負代
金相当額）を、損害賠償として施工業者に請求する場合、その数％程度となり、80 万円を下らな

い。
しかし、欠陥住宅で一生不安な状態で過ごすよりも、ある程度の弁護士費用を払っても、訴訟
を行った方がよい。瑕疵担保責任に基づく建て替え費用相当額の損害賠償について、最高裁判
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決（平成 14 年 9 月 24 日）は、「瑕疵が重大な場合、民法 634 条 2 項の瑕疵担保責任に基づき、建
て替え費用相当額の損害賠償を請求できるとする」としているからだ。
民法 635 条の但書には、「建物その他土地の工作物については注文者は解除できない」とな
っている。これは完成した建物を除去することは請負人にとって酷であり、社会経済的損失も大
きいからであるとされる。
一方で、この規定が施工業者の甘え、杜撰の体質を生み出している。補修費用が建物の当初
の請負金額にほぼ匹敵する場合、往々にして、施工業者は、その補修額を認めると、解除を制
限した民法 635 条但書に違反すると反論してくる。
しかし、635 条但書は単に解除を禁止しているに留まり、瑕疵修補の損害賠償の額に制限を
加えるものではない。
私が過去に行った建築訴訟において、判決は、「もし、635 条但書の規定を根拠に原告らの損
害賠償額を制限するとすれば、より杜撰な工事を行った請負人の方がより手厚く保護されるとい
う不当な結果を招き妥当でない」とし、請負金額相当額全額の賠償を認めた。前記最高裁もこの
趣旨を踏襲したものである。
訴訟になった場合、建築紛争はある程度の期間がかかる（1～2 年）。とくに、複雑な事件は裁判
所の建築調停部（裁判官、弁護士、一級建築士で構成）に回され、そこで審議されるため、通常の訴
訟よりは多少時間がかかる。
●気をつけるべき 4 つのポイント
以上であるが、不動産の瑕疵について気をつけるべきポイントをまとめると以下の通りとなる。
（1）とにかく建築士や施工業者の選定には十分気をつけること。街の立て看板などを見てすぐ選
ぶのは好ましくない。
（2）建築士や施工業者との契約はきちんと行い、図面なども受け取ること。建築確認申請の図面
は施工業者が持っていることが多いが、コピーでいいのでこれも受領する。
（3）現在の請負契約では、業者が下請や孫請を使うことが多い（なかには、材料から施工まで一括して
下請けさせる「丸投げ」もある）。このような場合、下へ行くほど報酬も少なくなり、手抜き工事が行わ

れる。したがって、請負契約の前に下請か孫請かなどを確認し、下請などが嫌なら拒否をする
（建設業法 22 条には、工事の一括下請けの禁止が規定されているが、実効が薄くなっている）。

（4）欠陥に気付いたらすぐに一級建築士にみてもらい、現場を写真などで保存する。

隣室から聞こえる「歌い手」の大きな声――マンション「騒音トラブル」解決のコツ
は？
弁護士ドットコム トピックス
「上の階の女性を包丁で刺した男『生活音で殺意』」 読売新聞 2014/09/01 11 時 16 分配信
の記事がありました。関連する記述を「弁護士ドットコム トピックス」で見つけました。・・・中野メモ
一日が終わろうとしている深夜、自宅でくつろいでいると、隣の部屋からテレビや洗濯機の音
が聞こえてくる。集合住宅につきものの「音漏れ」問題だが、その程度であれば、まだ許せるだろ
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う。
しかし、それが「大きな歌声」だったら、どうだろうか。録音・編曲がパソコンで簡単にできるいま、
自分の歌を録音し、動画サイトに投稿するひとが増えている。もし、そんな趣味を持つ「歌い手」
が隣の部屋に住んでいて、夜な夜な大声で歌っていたら・・・。
文句を言いたいが、相手は素性も知らない赤の他人。下手な刺激は避けたいところだ。こうし
た集合住宅の騒音トラブルは、どのように解決すればいいのだろうか。できるだけ穏便に済ませ
るためのコツはあるのだろうか。不動産関連の法律問題にくわしい瀬戸仲男弁護士に聞いた。
●騒音問題の 5 つのポイント
「集合住宅での騒音は、『生活妨害』の一種とされています」
このように瀬戸弁護士話す。マンションなどでの騒音は、他人の生活を妨害することがあるという
ことだろう。「ただし」と言って、次のように続ける。
「生活妨害行為は、すべてが違法とみなされるわけではありません。社会生活を営むうえで、
お互いの接触を避けることはできないからです。
裁判所は『客観的にみて受忍すべき限度を超えた場合に初めて違法性が認められる』という
考え方をしています。これを『受忍限度論』と言います」
どうやら「受忍すべき限度」を超えているかどうかが問題のようだ。もし超えてしまったら、どう
すればいいのか。
「違法な妨害行為に対する救済手段としては、過去に起きた妨害に関しては『損害賠償請
求』、将来起こりうる妨害に関しては『差止請求』という方法が用意されています」
※ マンションなどでは、大家あるいは賃借人の個人的(民法上)な対応として『損害賠償請求』や
『差止請求』があるでしょうが、管理組合の対応として、区分所有法第５７条(共同の利益に反する行為
の停止等の手続)１項に基づく『差止請求』の規定があります。そして、賃借人の対応が悪すぎる時

には同第 60 条(占有者に対する引渡し請求)での対応があります。・・・・中野メモ
●どんな場合に、限度を超えたことになる？
「騒音が『受忍限度を超えたかどうか』を判断するのは裁判官です。
主に考慮されるのは、次のような事情です。
（1）公的規制上の数値との関係
（2）騒音の発生時間帯
（3）騒音の性質、程度
（4）被害を受ける側の状況
（5）被害防止措置の有無・内容」
●我慢できない場合は、裁判に訴える手もあるが・・・
こうした点に照らして、もし我慢できないという場合は、相手を訴えることもできる？
「そうですね。こういった諸要素を考慮したうえで、妨害を行っている人に対して強い態度で臨む
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場合には、仮処分や調停の申立をして、最終的には訴訟を提起することになるでしょう。
※マンションで管理組合が取れる手段としては、区分所有法第５７条(共同の利益に反する行為の停
止等の手続)2 項に基づく『差止請求』の規定があります。そして、賃借人の対応が悪すぎる時には

同第 60 条(占有者に対する引渡し請求)での対応があります。・・・・中野メモ
しかし、過去の裁判例においては、『受忍すべき限度を超えていない』という理由で請求棄却
になった事例も少なくありません。
よくあるのが、フローリングの床を撤去してカーペットなどに変更しろという請求ですが、こうい
った請求はなかなか認められませんので、ご注意ください」
瀬戸弁護士はこう釘を刺す。それに、裁判を起こすとなると、時間も費用もかかりそうだ。
「そうですね。まずは話し合いなどを通じて解決することになるでしょうから、その方法もいくつか
考えてみましょう。
※以下のコメントは、マンションなどでの賃借人の立場での解決方法のようです。・・・・中野メモ
話し合いは、自分自身での交渉が基本ですが、間にワンクッション入れるのも良い方法です。
たとえば、賃貸マンションなら、管理会社を通じて連絡するのがいいですね。また、賃貸人（大家さ
ん）に頼む方法もあります」

面倒な交渉ごとを、大家がやってくれるものなのだろうか？
「賃貸人は、賃借人が目的物を円満に使用できるようにする義務を負っています。生活妨害が発
生している場合には、その『妨害行為を取り除く義務』が、賃貸人に課されていると考えることも
可能です。
実際に、裁判では、家主が隣室賃借人の生活妨害行為を阻止しなかった事例で、家主に対す
る損害賠償請求が認められたケースもあります」
大家には、貸主としての責任があるということだろう。隣の部屋の騒音に困ったら、まず、管理
会社や大家に相談してみるのがよさそうだ。
※ 弁護士ドットコムの「まず、管理会社・・・に相談」は間違いです。借主が大家に相談するのは
よいとしても、マンション管理の主役は管理会社ではありません。大家(区分所有者)はまずは理事
会に相談すべきでしょう。

・・・・中野メモ

時効による消滅が不法行為から 20 年との除斥期間の考え方について--杭工事の瑕
疵が築 40 年経って発見されたような場合でも不法行為の対象となり得るのでは--不法行為の 20 年(除斥期間)の起算点は、「その損害の全部または一部が発生したことを知った
時」との判例(最判平 16.4.27)があるようです。
第 724 条（不法行為による損害賠償請求権の期間の制限） 不法行為による損害賠償の請求権は、
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から 3 年間行使しない
ときは、時効によって消滅する。不法行為の時から 20 年を経過したときも、同様と
する。
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とされています。
この条文の解釈では、「損害及び加害者を知った時から 3 年間」の「および｣がポイントです。
「損害及び加害者｣とは、｢損害｣と｢加害者｣の両方しめしているとされています。
したがって、｢損害｣だけ、あるいは、｢加害者｣だけを知っていても｢3 年間の時効期間｣がカウ
ントされ始めるわけではなく、｢3 年間の時効期間｣は、｢損害｣と｢加害者｣の両方を知った時かカ
ウントされ始めると解釈されているようです。
また、不法行為の時から 20 年間の時効消滅期間は、途中で中断されることなく、「損害及び加
害者を知った時から」20 年間経過すると消滅してしまう除斥期間とされているようです。
そして、法文では、不法行為の時から 20 年とされていますが、この 20 年間の出発点は、｢3 年
間の時効期間｣と同様に、｢損害｣と｢加害者｣の両方を知ったときに始まると解釈されているようで
す。
したがって、｢20 年間の時効期間｣がカウントされ始めるのは、不法行為が行われたときを基
点とするわけではなく、｢損害｣、あるいは、｢加害者｣を知って初めてカウントされ始まることになり
ます。
｢実践 区分所有法 など｣p．162o rp．160 の記述「瑕疵担保責任を不法行為責任とした場合
は、20 年の追求が可能です」や p．163or p．161 の記述「不法行為責任の 20 年とされる瑕疵担
保責任と隠れた瑕疵の 2 年の瑕疵担保責任の境目」で記した、単に、「20 年間の出発点は、不
法行為が行われてから始まる」との記述は一部を修正しなければならないようです。
最高裁の判例（最判平 16.4.27 第三小法廷判決）(インターネット〔裁判例情報〕検索《最高裁判所判例集》よ
り)は、じん肺被害についての不法行為についてのもののようですが、このことは、杭工事の瑕疵

が築 40 年経って発見されたような場合でも不法行為の対象となり得る可能性があるということで
はないか?と考えています。
※インターネットより
加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合における民法 724
条後段所定の除斥期間の起算点。民法 724 条後段所定の除斥期間は，不法行為により発生す
る損害の性質上，加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合に
は，当該損害の全部又は一部が発生した時から進行する。
■関連条文 民法 724 条後段
✐ポイント
「不法行為の時」（民 724 条後段）を加害行為時と解すると，加害行為から長期間の蓄積・潜伏を
経て損害が顕在化する不法行為の場合，損害が顕在化する前に除斥期間が経過することがあ
り不当である。

不法行為での除斥期間の起算点は「その損害の全部または一部が発生したことを
知った時」との判例(最判平 16.4.27)追記
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別冊－p193 「時効による消滅が不法行為から 20 年との除斥期間の考え方について｣で紹介
した最高裁判例については、インターネット〔裁判例情報〕で検索、《最高裁判所判例集》で、〔民
事〕〔最判平 16．4．27 第三小法廷判決〕を指定すれば表示されます。
不法行為での除斥期間の起算点が、民法第 724 条(不法行為による損害賠請求権の期間の制限)で
は｢不法行為の時から 20 年を経過したときも、同様とする｣として、起算点を「不法行為を行った
時から」と読み取れる部分について、「その損害の全部または一部が発生したことを知った時」で
あるとした判例として注目したものです。
ただし、最高裁判決ではありますが、炭鉱での「じん灰被害」についての損害賠償請求のため
のものですので、他のテーマの際に、直接的に対応できるかは不明ですが、建築工事などの瑕
疵のような場合には、長期にわたって原因が不明のままで、原因が明確になったときには行為を
行った時から 20 年以上経過しているといった場合も多々あますので、不法行為での除斥期間の
起算点の解釈として期待が持てるものとして紹介しました。
以下に、この判例の該当箇所だけを書き出して見ました。全文はインターネットでご覧くださ
い。
「・・・・。民法 724 条後段所定の除斥期間の起算点は、『不法行為ノ時』と規定されており、加害
行為が行われたときに損害が発生する不法行為の場合には、加害のときがその起算点になると
考えられる。
しかし、〔要旨 2〕身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害や、一定
の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害のように、当該不法行為により発生する損害の
性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には、当該
損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となると解すべきである。
なぜなら、このような場合に損害の発生を待たずに除斥期間の進行を認めることは、被害者
にとって著しく酷であるし、また、加害者としても、自己の行為により生じ得る損害の性質からみ
て、相当の期間が経過した後に被害者が現れて、損害賠償の請求を受けることを予期すべきで
あると考えられる。・・・・・」
参照
民法第 724 条（不法行為による損害賠償請求権の期間の制限）： 不法行為による損害賠償の請求権
は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から 3 年間行使し
ないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から 20 年を経過したときも、同
様とする。

除斥期間について(時効との相違点)
除斥期間・・・一定の権利について法律の定めた(当事者の意思と無関係)存続期間
※除斥期間の特徴
①当事者の援用を要しません。
195

裁判所は、当事者の援用の意思表示を待たず、除斥期間の経過により権利の消滅を認定する
ことができます。
②中断しない
時効と違い中断しませんから、民法所定の期間が伸びることがあり得なくなります。
③権利消滅の効果は、さかのぼることがない。
(「山本浩司の automasystem 民法 1 第 2 版」p.252)
(参照：「実践 区分所有法 など」p．111 or p．110〔蛇足〕「時効と除斥期間」《この違いが長い間理解できません
でした。》)

民法には除斥期間という言葉はありません。しかし除斥期間はあるのです。
民法第 126 条（取消権の期間の制限） 取消権は、追認をすることができる時から 5 年間行使しな
いときは、時効によって消滅する。行為の時から 20 年を経過したときも、同様とする。
第 193 条（盗品又は遺失物の回復） 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるとき
は、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から 2 年間、占有者に対してその物の回復を請求
することができる。
民法第 126 条の取消権、第 193 条の盗品又は遺失物の回復請求権の規定は、除斥期間が認
められているといわれています。 除斥期間という用語が、法律上、権利の行使や存続のために
定められた一定期間をいう点では、時効と同じですが、「時効」は法律用語の一つなのに対して、
民法には除斥期間という言葉はありません。しかし除斥期間はあるのです。そして、民法第 126
条の取消権や第 193 条の盗品又は遺失物の回復請求権の規定で決められている期間を講学上
(学問上)の用語として、除斥期間という言葉が使われています。

① 除斥期間の場合は、時効のように当事者の援用(主張)を必要としません。たとえば、ある取
り消しをしたいという約束事は、約束して 5 年間という年月が経過すれさえすれば改めて取り消し
ますと主張しなくても取消すことができます。
② 除斥期間には中断という制度がありません。裁判所は除斥期間が過ぎていれば、当事者の
援用(主張)がなくてもその権利は消滅したものとしての裁判ができます。
③ 権利消滅の効果は、遡ることはありません。

招集について
1983 年改正区分所有法で、管理者および区分所有者(住戸所有者)の集会
方法が大きく変わりました。

(総会)招集

「実践 区分所有法 など」p．559or p．551 の「『現在の法律(1983 年改正区分所有法および 2002 年
改正区分所有法)に抵触する』決め事とは｣の中の記述「④ 管理者(に擬制された理事長)がいない場

合の区分所有者(住戸所有者)の集会(総会)の招集権についての定数が、1962 年区分所有法の 4 分
の 1 から、現在の法律(1983 年改正区分所有法および 2002 年改正区分所有法)では 5 分の 1 に改めら
れたので、1962 年区分所有法の決まりは、現在の法律(1983 年改正区分所有法および 2002 年改正区
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分所有法)に抵触することになります。」とされ、管理者が選任されているときの、一定数以上の区

分所有者(住戸所有者)がする集会の招集について記述されていないことに疑問を持つ方もおられ
るかも知れません。
その理由は、 1962 年法では、「管理者又は区分所有者の 4 分の 1 以上で議決権の 4 分の 1
以上を有するものは、集会を招集できる」と規定して、管理者と一定数以上の区分所有者(区分所
有者の 4 分の 1 以上で議決権の 4 分の 1 以上を有する者)とを集会(総会)の招集権者として並存させてい

ました。
しかし、1983 年法では、区分所有者(住戸所有者)は当然に団体を構成するものとし、管理者をそ
の団体の事務執行者と位置づけたことから、法第 34 条は、管理者を集会(総会)の第一次的招集
者とし(1 項)、かつ、招集を管理者に義務づけ (2 項)たことによります。
すなわち、管理者が選任されているときは、一定数以上の区分所有者(住戸所有者)が集会の招
集を欲する場合であっても、管理者に集会(総会)の招集を請求し、管理者をして招集の手続をとら
せるものとした(3 項)のです。
集会(総会)招集の請求を受けたにもかかわらず管理者が集会(総会)を招集しない場合および管
理者が存しない場合に限って、一定数以上の区分所有者(区分所有者の 5 分の 1 以上で議決権の 5 分
の 1 以上を有する者)で集会(総会)を招集することができるものとされました(4 項、5 項)。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．559 or p．551「『現在の法律(1983 年改正区分所有法および 2002 年改正
区分所有法)に抵触する』決め事とは｣)

臨時集会(総会)の招集についての「Q&A マンション管理とトラブル解決の手引き」への
問合わせ
----理事会に集会あるいは臨時集会(総会)の招集拒否権があるが如き記述は間違いでは---新日本法規出版編集部様
大変古い書籍ですが、「Q&A マンション管理とトラブル解決の手引き」 編集 第一東京弁護士会
司法研究委員会 新日本法規 4,600-＋税 2000 p198 の記述について、関係者がおられましたら、下記

の件について疑問がありますので、お問い合わせいただけないでしょうか。
「Q&A マンション管理とトラブル解決の手引き」(p．198)の記述で「集会(総会)を招集するために
は、規約により、事前に理事会の決議を経ることが必要です」として、その根拠として、マンション
標準管理規約の第 42 条 4 項「理事長は必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも
臨時集会(総会)を招集することができる」を上げていますが、マンション標準管理規約第 38 条 2 項
では、「理事長は、法(区分所有法)に定める管理者とする。」とされていることから考えれば大変誤
解を受けやすい見解なのだと考えます。
マンション標準管理規約第 42 条 3 項では「理事長は、通常総会を、毎年 1 回新会計年度開始
以後 2 カ月以内に招集しなければならない」として、理事長の定例総会開催招集権を認めていま
す。これは、理事長が管理者に擬制されていることから生じる定例総会開催招集権の規定で
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す。
しかも、臨時総会については、同第 42 条 4 項で「理事会の決議を経て・・・・招集することがで
きる。」とされているのであって、「理事会の決議を経て・・・・招集する。」とはされていません。
このことは、マンション標準管理規約の臨時総会開催についての「理事長が理事会の決議を
経ること」は任意規定なのだということを示しているのですから、「理事会の決議を経ていなくて
も・・・・招集することができる。」のであって、管理者として擬制された理事長の集会開催招集権
は、管理者に認められた区分所有法上の当然の権限(法第 34 条 1 項)であり、理事会に集会あるい
は臨時集会(総会)の招集拒否権があるがごとき「Q&A マンション管理とトラブル解決の手引き」(p．
198)の見解は、大変誤解を呼ぶ記述であり、マンション標準管理規約の解釈を間違った見解なの

だと考えます。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．187 or p．185「※ 『Ans』 理事会が総会(集会)開催の拒否権を有する規約
は、無効な規約になると考えます。」)

※ 新日本法規出版編集部の返事
2014/01/20 名古屋電話よりあり。東京の編集部にて記述者の確認を行っているが、古い書籍
なので、記述者が存命なのか否かも含めて調査中との返事あり。

少数区分所有者の集会招集請求者名は、一人でもよい
---「注解不動産法 5｣p．208 の記述より--｢実践 区分所有法 など｣p．201 p．198 「招集請求のために提出する 5 分の 1 以上の人の署
名簿は、コピーではいけないのでしょうか」の記述の中で、「なお、区分所有者(住戸所有者)の集会
(総会)招集請求書名簿での連名は、集会(総会)招集請求をしたすべての区分所有者(住戸所有者) 名

を示す必要はなく、代表者名を記し、その下に、その他集会(総会)招集請求者○○名(あるいは区分
所有者(住戸所有者)○名、議決権総数△)と記録するだけでよいと考えます。ただし、集会(総会)招集請

求者名簿を保管し、関係者等からの開示請求があるときには、開示することができるようにはし
ておくべきです。｣としましたが、この記述を補強する意味で、1983 年改正区分所有法立法作業
の当時、法務省民事局参事官であり、主に不動産登記制度改正を担当したと思われる青山正
明氏編集の「注解不動産法 5｣p．208 の記述を引用しておきます。
「この招集通知は集会を招集請求した区分所有者のうち一人の名前で招集しても差し支えな
い。招集要件を満たしていることは必要であるが、招集者としてはそのうちの一人がなればよ
い。」(参照：｢実践 区分所有法

など｣p．201 or p．198「招集請求のために提出する 5 分の 1 以上の人の署名簿

は、コピーではいけないのでしょうか」)

招集通知の対象となる区分所有者(住戸所有者)は、登記簿上の区分所有者(住戸所有者)
に限定---真の所有者が登記名義人と異なっている場合の招集対象--通知の対象となる区分所有者(住戸所有者)は、区分所有者(住戸所有者)として登記簿に登記された
区分所有者(住戸所有者)である。真の所有者が登記名義人と異なっても登記簿上の区分所有者(住
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戸所有者)に通知すればよい。

また、区分所有権(住戸所有権)が譲渡その他で移転した場合に規約や集会(総会)の決議により譲
渡人もしくは譲受人(承継人)からの届出を義務づけさせている場合がある。このような場合、登記
簿上は移転登記が完了しているが、承継人又は譲渡人から管理組合のような区分所有者(住戸所
有者) の団体への届出が未了の場合に、旧所有者に通知を発したときに招集手続きに瑕疵があ

ることになるのであろうか。
本来、集会毎に全区分所有者(住戸所有者)の登記簿謄本をとればよいのであるが、膨大な量に
なっている区分所有建物も多く、またその費用もかなりの額になっており、実際の運用において
も集会(総会)毎に全ての登記簿謄本を取寄せていることは少ないのが実情である。
この場合、届出義務を認めて瑕疵がないと考えることもできるが、それでは全く何年間も登記
謄本を一切とらなくてもよいかという問題もあり、定期的に(何年かに一回とか)に、もしくは、大きな
移転が生じたとわかるときに登記簿をとっておれば通常集会(総会)毎に登記簿まで調査して通知
を発していなくとも、その瑕疵については区分所有権(住戸所有権)の承継者側に責任を認めて決議
を無効とするほどの瑕疵とはならないと考えるべきである。
また、通知を発した後に区分所有者(住戸所有者)に移動のあることが新区分所有者(住戸所有者)か
ら招集権者に届出等があってわかったときは、その後遅滞なく通知を発すればよく、この場合前
所有者には一週間前に発信されていることでもあり、一週間前の要件を満たさなくてもよいと考
える。
また、登記名義人から別の者が真の所有者で有り、その者に通知して欲しいといってきても登
記名義人に通知すればよく、登記名義人がいう者を真の所有者として取扱う必要はなく、また取
扱うべきではない。(「注解不動産法 5｣p．210)
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．211 or p．208「どうやって区分所有者《住戸所有者》なのだということを確認する
のでしょうか」)

総会(集会)が開催されたことの証明の第一歩は招集通知
区分所有法では権利能力なき社団としての管理組合が構成された段階からは、管理者は、少
なくとも毎年 1 回を召集しなくてはならず(法第 34 条 1 項・2 項)、その集会(総会)において事務の報告
をしなくてはならない(法第 43 条)とされています。
そして規約を定めている管理組合は実質的には、権利能力なき社団としての管理組合である
ために、区分所有法での「集会」は、規約で「総会」と定義付けています(参照：「実践 区分所有法
など」p．172or 170「集会と総会は同じ意味」)。

区分所有法では、集会(総会)は区分所有者の団体の最高意思決定機関であり、分譲建物等の
管理に関する事項は、原則として、すべて集会(総会)の決議によって決定されるようにされていま
す。
ところが区分所有法では、集会(総会)の招集については、会議の目的なる事項を示して会日よ
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り少なくとも一週間前に発することを義務付け(法第 35 条 1 項)、その際に会議の目的となるものが
特別決議となる事項の法定されているものについてはその議案の要領を知らせることを義務付
け(法第 35 条 5 項)ている(建替え決議については、別途定めています)、さらには、「招集の通知は・・・各
区分所有者に発しなければならない」(法第 35 条 1 項)と定めている通知を何によりなすべきかにつ
いても特に制限を設けていませんし、それ以上には細かな規定を設けていません。そして、集会
(総会)の成立の前提である集会(総会)成立の定足数の規定も定めていません。

もっとも、定足数の規定を定めても、理論的には、集会(総会)は、管理者一人の出席で、他の出
席者と思える者は、委任状であったり議決権行使書の提出(書面投票)で出席と認められる限り、
集会(総会)は成立する可能性があります(この場合でも、全員の同意が必要である集会(総会)を開催せず
に、議決権行使書だけで裁決する方法《法第 45 条 1 項》は、認められません。)。

区分所有法ではマンション管理運営の基本が集会(総会)を前提としていながら、そのことを保
障する法律的な規定が不十分であるとはいえ、すこしでも集会(総会)が正しく招集して開催され、
正しく集会(総会)議決がされたことを証明をする証拠(総会議事録)となるものの存在を求めるととも
に、より実質的な参加者の多い集会(総会)運営がなされるようにする努力は大変重要な意義を持
つことになると考えます。
なお、総会の運営については、数多くの参考とすべき内容が会社法で詳細に法定されていま
す。今回は、そういった意味で、会社法の規定を参考にして、招集通知の基本的な記載事項に
ついて記載しておきたいと考えました。実際の集会(総会)運営でも、採用しておくべき事項であると
考えます。
なお、正しく集会(総会)が開催かれ議決されたかを証明する証拠となるべき集会(総会))議事録に
ついては、別冊-p．217 「管理者(に擬制された理事長)のみの出席でも集会(総会)は成立します」の
中の「※ 集会(総会)議事録の記載内容」にて記述してみました。
また、「マンション NPO」のホームページの「管理組合の運営」の中の「4．管理組合総会の進
め方」の記述で、総会の意義に始まって、総会についての開催手続きから総会終了後の事務に
至るまでの総会全般について、分り易くかつ詳細に記載されています。
基本は会社法の株主総会の規定を参考にして(「株主総会の準備事務と議事運営第 3 版」中央経済社
等)管理組合に応用的に適応させているとおもわれる解説です。是非一読することをお奨めしま

す。
※ 招集通知の基本的な記載事項
①発信日時 発信日付法定記載事項ではないが、一般には記載する。通常は元号を用いて、横
書きの場合は、右肩の上部に、あらかじめ発送予定日として「総会の日の 2 週間前」
までの日付(マンション標準管理規約第 43 条 1 項)を印刷する。
発信日付として記載した日のとおりに実際には発送が行われなかったとしても、現実の発送
が総会の 2 週間前という規約上の要件を満たしていれば問題ない(実務上は、1，2 日余裕をもって発
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送されるべきであろう)。逆に、発信日付として記載された日にかかわらず、実際の発送日が規約で

定めた日数を充足していない場合は違法となる。発信日付を休日(暦上の休日)にすることは差し
支えない。
②表題 「定例総会」か、それ以外の「臨時総会」かが分かるような表題とする。「第○回(期)定例
総会招集ご通知」とする例がもつとも多い。
③宛名 宛名も法定記載事項ではないが、文書の送付先を明確にする観点から記載するのが
一般的である。通常は「区分所有者各位」または「区分所有者の皆様へ」あるいは「組合
員の皆様へ」と印刷する。
招集通知の宛名として、個々の区分所有者の氏名・名称(固有名詞)を記載する必要は
ない。
④招集者 招集者も法定記載事項ではないが、文書の発信者を明確にする観点から記載すべ
き事項である。総会は、理事長が招集するとされ、臨時総会は理事会の決議を経て理
事長が招集するとされている。したがって、「招集者」として、理事長の肩書きと共に氏
名が記載される。
⑤通知書本文と付記 招集方法の本文の記載方法に法定の様式はない。一般には、総会を開
催する旨および総会への出席を依頼する旨を「拝啓」で始まり「敬具」で終
わる手紙形式で記載することが多い。
招集通知本文には、
一 総会の日時及び場所
二 総会の目的である事項があるときは、当該事項
三 主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするとき
は、その旨
四 総会に出席しない組合員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとする
ときは、その旨
を記載する必要があるが、招集通知本文は「・・・総会を下記により開催いたしますので・・・」年、
招集の日時、場所、会議の目的事項、招集にあたっての決定事項等を別記した上で「以上」で締
めくくる形式が実務上一般的です。
⑥開催日時
開催日時については、元号表示が一般的である。当然受付開始時間と、開催時刻を明記する
べきです(法第 44 条 2 項参照)。
⑦会議の目的事項 －議題と議案-(参照：「実践 区分所有法

など」p．１78or p．１76「『集会《総会》の目的

たる事項』の意味《議案と議題の違いについて》」)

招集通知には「総会の目的である事項」を記載しなければなりません(議案書として配布)。会議
における付議議題のことで、総会の承認を求める決議事項のほか、総会に報告すべき事項も含
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まれます(法第 35 条 1 項)。
報告事項と決議事項は、その性質・会議における位置付けの違いから、見出しを付けて区別
し、それぞれについて複数ある場合にはその中で番号を付して表示するのが一般的です。
(1) 報告事項
法定されている業務の報告があります(法第 43 条)。マンション標準管理規約では、第 48 条
一号として収支予算および事業報告、二号として収支予算および事業計画を揚げていま
す。そしてこれらについても、普通決議が必要です。
(2):決議事項
決議事項については、「決議事項」または「付議事項」という見出しをつけ、複数の決議事
項がある場合には、第 1 号、第 2 号といった連番を付して議案を配列します。招集通知に目
的事項として記載されるのは厳密には「議題」ですが、「第○号議案」として表示されるのが
一般的です。
(3)総会の目的事項の記載の程度
以上のとおり、総会の目的である事項とは、要するに「議題」のことです。総会で何が決議
されるかについて組合員が招集通知を読めば理解できる程度に記載する必要があり、かつ
それで足ります。
(4) 「その他」の事項という議題の記載は効力を有しません。なぜならば、総会での決議すべき
議題はあらかじめ通知されたものに限られるからです(法第 37 条)。ただし、議題としてではな
く討論することだけを目的とするテーマについては、規制はありませんので、書き込むことは
可能です。
⑧議案の概要
次の場合には、議題のほかに議案の要領も示すことが要求されています(法第 35 条 5 項)。特別
決議事項といわれるもので、区分所有法 17 条 1 項(共用部分の変更)、区分所有法 31 条 1 項(共用
部分の変更等)、区分所有法 61 条 5 項(共用部分の復旧)、区分所有法 62 条 1 項(建替え)、区分所有

法 68 条 1 項(団地規約の設定の特例)、区分所有法 69 条 7 項(団地内の 2 以上の建物の建替えの一括承
認)がこれです。

議案の要領とは、討論、決議するための内容(原案)を要約したものです。したがって、区分所
有者が当該議案につき総会前にあらかじめ賛否の意思を決することができる程度に具体的に、
かつ、明確に示すことが要求されます。提案理由はここに含まれません。そこで、次に各事項ご
とに議案の要領の示し方について記しておきます。
(1) 管理規約の設定、変更又は廃止(法第 31 条)および団地規約の設定の特例(法第 31 条)
議題が「管理規約設定の件」の場合、議案の要領は、設定証とする当該管理規約の各条
項の案文を示すことが必要です。議題が「管理規約変更の件」の場合の議案の要領は、
変更前の規約の条項と変更しょうとする条項の案文とを変更内容がわかりやすく並記する
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事が必要です。
例えば管理規約第○○条「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で可決し、可
否同数場合においては、議長の決するところによる」を「総会の議事は、出席組合員の議
決権の過半数で決すると変更する」として示します。
(2) 共用部分の変更(法第 17 条 1 項)、共用部分の復旧(法第 61 条 5 項)、建替え(法第 62 条)の場
合
(イ) 議題が「共用部分の変更の件」の場合。共用部分の変更とは、その形状又は効用を
著しく変えることであり、変更に当たる場合でも、形状又は効用の著しい変更を伴わない
場合、特別決議を要しませんし、議案の要領の通知も不要です。
そこで、以上の要件を勘案して、共用部分の変更についての議案の要領は、例えば
「共用部分である図 A 記載の斜線で囲む部分 10 箇所に図 B の方法(設計図、材料、仕様
等を示す)で、工事費金 500 万円以下(あるいは概算 450 万円)でもって街灯を増設する」とし

て示す。
基本は上記のとおりですが、形状又は効用の著しい変更を伴わない場合でも、費用が
著しく多くかかるような場合には、あえて、上記変更と同様の説明をし、決議も特別決議
で行なうように配慮することは許されると考えます。
(ロ) 議題が「共用部分の復旧の件」であるときも、滅失した部分が建物の価格の 2 分の 1
以下かそれとも 2 分の 1 を超えるものか(法第 61 条 1 項、5 項)、等の要件が問題となりま
す。この場合は、2 分の 1 を超えるものか(法第 61 条 5 項)が要領作成の対象となります。
したがって、この場合の議案の要領は、「滅失した共用部分である図 A 記載の赤線で囲
む部分を図 B の方法(設計図、材料、仕様等を示す)で、工事費金 1,000 万円以下(あるいは概
算 800 万円)でもって復旧工事をする」として示します。

(ハ) 議題が「建物の建替えの件」の場合は、議案の要領には、①新たに建築する建物の
設計の概要、②建物の取壊し及び再建築物の建築に要する費用の概算額、③費用の
分担に関する事項、④再建築物の区分所有権の帰属に関する事項を内容として示さな
ければなりません。
2002 年改正区分所有法により、団地内の 2 以上の建物の建替えの場合において各種
の建替え決議の際、当該建築物について一括して承認に付する旨の決議をする制度が
設けられましたが(法第 69 条 7 項)、建替えの議題にこの議題も加わる場合は上の建替え
の議案の要領に加えて、他の建物と一括して建替えの承認決議に付することの内容を
議案の要領として示さなければなりません。
(ニ) その他(書面投票の場合) 法律的な規定はありませんが、総会に出席しないでも自分の
意思を表明できるシステムである書面投票をする区分所有者にそなえて、配布される
議案書の中には、すべての議案の要領が書き込まれているべきだと考えています。
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(「株主総会の準備事務と議事運営第

3 版」p．41、「改訂新版 マンション管理組合総会運営ハンドブック」p．90、

「『マンション NPO』のホームページ」参照)

「区分所有法解説フレーム」の法第 36 条(招集手続きの省略)の解釈の認識不足
―――インターネット「区分所有法解説フレーム」記述批判 1--「★全員出席集会について
集会を招集できるのは、
１．管理者(法第 34 条 1 項・・・・注

中野)

２．少数区分所有者(法第 34 条 3 項・5 項・・・・注

中野)

ですが、招集権者の第３番目は、区分所有者が全員出席した集会（第 36 条）の場合です。
全員出席集会の場合にはそもそも招集手続きが必要ありませんから招集権者も不要ともいえ
ます。
しかし、招集を集会の活動能力取得の要件とする場合には全員が集まった時点で集会の活
動能力が取得されるのですから、全員出席集会における全員も招集権者の一つと考えられま
す。」
この記述を読んでみると、「全員が集まった時点｣との解釈が当然のものとしてなされていま
す。確かに、法第 36 条で規定する集会は、「全員出席｣が前提となるべきだと考えますが、法第
36 条は、｢・・・・区分所有者全員の同意があるときは、・・・・｣とされており、「全員の出席」ではなく
「全員の同意｣としかされておらず、欠席者の存在を暗に認める解釈が可能な条文内容になって
いることに、「区分所有法解説フレーム」解説者が批判的な注意を払わずに、「全員が集まった｣
を前提としての解釈を当然のものとしてなされていることに、条文解釈の甘さを感じます。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．196 or p．194「全員の同意を得ての即日集会は、『全員の参加があるときは』
と明記すべきなのだと考えます。―――区分所有法条文、第 36 条の訂正の提案」)

「集会(総会)招集のための『1 週間前』を長くする場合も短くする場合も規約に日数の
明記が必要です」の記述修正
冒頭の記述「集会(総会)の招集の通知は、会日(集会の日)より少なくとも 1 週間前という日時は、
延ばすことも短くすることもできますが、その日数は規約で定めておかなくてはなりません(法第 35
条 1 項)。

マンション標準管理規約では、この日数を 2 週間に延ばしています。また、短くする場合にも相
手に必ず届くであろう日数を確保した日数は必要ですし、その日数は区分所有者(住戸所有者)同士
の確認事項として規約で定めておく必要があります。」を以下のように訂正(アンダーライン)します。
「集会(総会)の招集の通知は、会日(集会の日)より少なくとも 1 週間前という日時は、原則としての
規定であり、延ばすことも短くすることもできますが、その日数は規約で定めておかなくてはなり
ません(法第 35 条 1 項)。マンション標準管理規約では、この日数を 2 週間に延ばしています。
また、特別の事情により総会の招集が緊急を要するために短くするような場合にも相手には、
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必ず届くであろう日数を確保した日数は必要ですし、その日数は区分所有者(住戸所有者)同士の
確認事項として規約で定めておく必要があります。ある管理規約で、「特別の事情により総会の
招集が緊急を要すると理事長が認める場合は、この期間を短縮することができる。」とされ、短く
できる具体的な日数が規定されていないものがありました。」
(参照：「実践 区分所有法 など」p．200 or p．197｢集会《総会》招集のための『1 週間』を長くする場合も短くする場
合も規約に日数の明記が必要です」)

「前日までに委任状の提出」を要請する規約の設定は許されますが、規約を守らな
い場合は「代理権を認めない。」とすることは許されません。
出席予定者の数や代理人出席の数を予め把握しておきたいということや、当日会場に突然委
任状を出されても戸惑うことになることから、このような事前の届出を求めているマンションが多
いようです。
しかし、規約等で「代理人は代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない」と定め
ている場合でも、総会(集会)当日になって初めて委任状を持参した代理人に議決権を行使させる
ことは、何ら差し支えありません。
総会(集会)に代理人を出席させる場合には、予めその旨を管理組合に通知しなければならな
い、というような規約があったり、あるいは総会(集会)に当たり管理組合から「代理人を出席させる
場合は予め届け出ること」というような連絡のある場合があります。
この種の届出には一般には「何日の総会(集会)には何某が私の代理人として出席させ、議決権
を行使したします」という「代理人出席通知」を提出してもらい、委任状そのものは総会(集会)当日
代理人が持参しこれと前に出された「代理人出席通知」と照合するというやり方が多いようです。
この他、あらかじめ委任状(代理権を証する書面)を提出してもらうというやり方もあるようです。
そこでこのような規制の意味(法的効果)ですが、これは「あらかじめ届けておかねば代理人とし
て認めない」という趣旨ではなく、単に「事前に届けておいて欲しい」という「要請」に過ぎないもの
であり(またそのように解すべきものであり)、したがってあらかじめ届出がなかったからといって代理人
による議決権を否定することはできませんから、当日突然委任状を持ってきた代理人の場合で
も出席を認めるべきであります。(「改訂新版 マンション管理組合総会運営ハンドブック」p．138 参照)
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．235 or p．232「委任状と代理」、p．237 or p．234「代理権の行使については、
『代理権を証明する書面(委任状)を』」―法律制定への提案―)

委任状(代理人届)における印鑑と印鑑証明書の添付の必要性について
１ 委任は、要式行為ではありませんので、書面を要するものではありません。しかし、第三者に
とっては、本人が委任したかどうかについて、委任状という書面があれば確認が容易になりま
す。したがって、書面は印刷でも、手書きでも制約はありません。
委任状には、一般的には、本人の署名(手書き)・捺印がなされますが、印は、必ずしも実印で
ある必要はありません。
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しかし、相手方に対しては、委任状の捺印が三文判であるよりも、実印の方が、信用度が高く
なるというメリットはあります。
そのため、重要な取引の場合には、実印による捺印と実印であることを裏付けるために印
鑑証明書を添付することが求められます。
２ 基本的には、委任状に印鑑証明書まで添付する必要はないと考えます。

委任は契約

―選ばれた本人の承諾はとっていますか---

管理者が集会(総会) で選ばれた場合、選ばれた本人の承諾が必要です。管理者の権利義務
は、委任に関する規定に従う(法第 28 条)とされていますので、集会(総会)で選ばれた管理者と管理
組合は委任関係にあります。委任とは、民法第 643 条で「委任は、当事者の一方が法律行為を
することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」とされ
ており、「当事者の一方(管理組合)が法律行為その他の事務の処理を相手方(管理者)に委託し、相
手方がこれを承諾することによって成立する契約。」とされているからです。
したがって、本来なら、管理組合集会(総会)の議事録のほか、契約を証明する就任承諾書が保
管されていなくてはなりません。ただ、選任をした管理組合集会(総会)等の議事録に、選任され者
が就任を承諾した旨の記載があれば、これを就任承諾書の代わりとすることができるようです(商
業登記法の援用)。このことは、解任(辞任)の場合も同様で、管理者が口頭で解任(辞任)を認めた場

合の様に集会(総会)の議事録上で明らかな場合は、あらためた辞任届は必要ないようです。
ただし、このことが認められるのは、選ばれた管理者が自ら集会(総会)などに出席しており、就
任承諾・辞任の旨を「しゃべった」場合に限られます。例えば、「議長は、集会(総会)で選任され管
理者が、就任を承諾すると語っていたと述べた。」のような議事録は、就任承諾書としては認めら
れません。このケースは、集会(総会)で本人が出てきてしゃべったケースには該当しません。しゃ
べっているのは議長だからです。このことは、法人格のないマンション管理組合規約の規定で理
事会制度が採用されているときの理事の選任・解任や理事会での理事長の選任・解任の場合も
同様と考えます。
なお、法人格のないマンション管理組合の理事については、代表権のないものとして選任され
ていると考えられます(会社法第 349 条 1 項ただし書き参照)が、法人格を持っているマンション管理組
合の場合は、理事によって互選された理事長(法 49 条 5 項)に対しては、理事としての就任承諾を
得ていれば、改めて理事長としての就任承諾は得る必要がないと考えます。なぜならば、区分
所有法第 49 条 3 項で「理事は、管理組合法人を代表する」とし、4 項で「理事が数人あるときは、
各自管理組合法人を代表する」として、集会(総会)で選ばれた各理事(法 49 条 8 項)に、代表権を認
めているからです。すなわち、すでに代表権を持っている理事として、理事長に選任されている
からです。したがって、改めて代表権を理事長一人に限定したということは、他の理事の代表権
を制限したにすぎないと考えられるからです。
【補足】
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「就任承諾書」に本人の印鑑が必要か?
少なくとも、議事録にこの旨が正しく記載されているときは、問題があるまいと考えます。なぜ
なら、議事録には、議長と集会(総会)出席者 2 名の印鑑が押されているからです。
ただ、商業登記規則 61 条 2 項・3 項では、「・・・登記の申請書には、設立時取締役が就任を承
諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならな
い。」とされていて、就任承諾書に印鑑証明書付の印鑑を押すことを要求されているようです。も
っとも、これは、会社法には、株主総会議事録に署名押印を要する規定そのものがないからな
のかもしれません。

「区分所有者(住戸所有者)が臨時集会(総会)を招集請求するための定数は、『規約で、
頭数だけは 1／5 より少なくすることができるが、議決権(持分権)は変更(改正)できない』
との見解に対する反論」追記
―――インターネット「区分所有法解説フレーム」記述批判 2--インターネットサイトの「区分所有法解説フレーム」34 条 5 項の解説において、「★区分所有者
の数だけ、規約で １／５から減らすことができる －議決権の方は変更できない－？ 第３４条
３項及び５項で『この定数を規約で減じる』の解釈で、減じることができるのは、区分所有者の数
だけか、それとも議決権を含むのかで論争があります。」との記述がありますが、解説者の見解
以外、｢論争」と思われるものは刊行されている書籍類は、どこにも見当たりません。
そもそもが、法第 17 条ただし書の区分所有者(住戸所有者)の頭数については過半数にまで小さ
くできるが議決権はできないとする規定には、根拠がありますが、この制度が、法第 34 条 1 項に
よって、招集権限を管理者に集中する一方で、少数者の意見表明の機会を増やすために、少数
区分所有者(住戸所有者)の招集権限をも確保しようとするこの規定に制限を設ける意味はあるので
しょうか。この見解は、あくまで、解説者の独自の見解だと思われます。
むしろほとんどの見解は、「この少数区分所有者の集合招集については、規約において、定数
を減ずることができる。区分所有者の数だけ、もしくは議決権数だけを 5 分の 1 より減じてもよい
し、両方減じてもよい。したがって、これを減ずる場合には規約の設定、変更の手続きに基づい
て、規約で定められなければならない。(「注解不動産法 5｣p．207)」の見解です。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．341 or p．337「『変更』の場合、なぜ、区分所有者《住戸所有者》の頭数だけ
は、過半数とすることができるのですか」、p．217 or p．214「区分所有者《住戸所有者》が臨時集会《総会》を招集請
求するための定数は、『規約で、頭数だけは 1／5 より少なくすることができるが、議決権《持分権》は変更《改正》で
きない』との見解に対する反論」)

「代理権の授受は総会ごとにしなければならない」とされる会社法上の根拠
―果たして、それでよいのか―
区分所有法にも明確な規定がないにもかかわらず、参考書などで、「代理権の授受は総会ご
とにしなければならない」とされている場合がありますが、その法規的な根拠条文が会社法にあ
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りました。会社法第 310 条（議決権の代理行使）２項

前項の代理権の授受は総会ごとにしなけれ

ばならない。という規定です。そして、「今後一切の株主総会におけるすべての議決権行使の件」
なる委任事項は認められません。とされていました。
しかし、マンションなどで、親が区分所有者で、実際に住んでいるのは、その子供家族といった
パターンの場合、実質的な区分所有者は実際に住んでいる子供家族なのですから、一定の承
認の書面を添付することによって、半永久的な代理権の授受を認めることのできる規約などの規
定を設けてもよいと考えます。(参照：「実践 区分所有法

など」p．237 or p．234「代理権の行使について

は、「代理権を証明する書面(委任状)」を」)

集会(総会)
集会(総会)成立の要件
総会(総会)成立の定足数といった記述に対して、「総会(総会)がどうすれば成立するか、何人参
加すればといった規定・・・」との解説(「新･マンション管理の実務と法律」p．24)

刊行本の内容は、全てが正しく書かれているわけではなさそうです。
2012／11 月に出版された三修社の「すぐに役立つ トラブル解決から修繕まで マンション管
理組合のための法律と実務運営マニュアル」の記述の間違いを指摘した出版社への質問とその
回答です。
2012/11/22
株式会社三修社様
「マンション管理組合のための法律と実務運営マニュアル」弁護士梅原ゆかり 監修 P66 におい
て、
①総会開催をするにはどうしたらよいのか
□総会を開催できる出席者数とは
「定足数は、法律で決められているわけではありませんが、国土交通省が発表している標準
管理規約では議決権総数の過半数を有する組合員が出席することが要求されています。」との
記述の中で、『議決権総数の過半数を有する組合員が出席』とされていますが、誤植でしょうか。
当方の認識では、標準管理規約では『議決権総数の半数以上の組合員が出席』が前提であ
り、すなわち、総会での定足数は 2 分の 1 の人数の出席であり、2 分の 1 を超える人数の出席で
はないと理解しています。 誤植ではないとすれば、いかなる根拠による記述なのでしょうか。ご
教授ください。
※ 三修社の回答
中野誠 様
三修社の「すぐに役立つ トラブル解決から修繕まで マンション管理組合のための法律と実務
運営マニュアル」の編集をしております、編集工房インデックスの沼田と申します。
このたびは同書の記述の件でご指摘をいただき大変恐縮です。お返事が遅くなってしまい、誠
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に申し訳ございませんでした。ご指摘の件につきまして、以下に回答いたします。
① 67 ページのご指摘の件
ご指摘の「国土交通省が発表している標準管理規約では議決権総数の過半数を有する組合
員が出席することが要求されています」の記述につきまして、「過半数を有する」の記載は、中野
様のご指摘の通り、「半数以上を有する」の誤りです。
該当箇所は、マンション標準管理規約（単棟型）の第 47 条の記載を基に作成したのですが、第
47 条１項の定足数の規定と、第 47 条２項の普通決議事項の記載を混同した結果、このような誤
りが生じたものと思われます。誠に申し訳ございませんでした。
② 書籍に関するメールでのお問い合わせ先
書籍に関するお問い合わせにつきましては、三修社のホームページのトップページ
http://www.sanshusha.co.jp/np/index.do）の最下部、「お問い合わせ」をクリックしていただきま
すと、お問い合わせ先の連絡先が表示されます。
（http://www.sanshusha.co.jp/contact/index.html）。「webmaster@sanshusha.co.jp」にご連絡い
ただいたものにつきまして、読者様からの問い合わせとして処理いたします。
記述に誤りがあったことにより、中野様にご迷惑をおかけしてしまい、重ね重ね申し訳ございま
せんでした。心よりお詫び申し上げます。不注意があったことを肝に銘じ、今後はこのような不適
切な記載を生じさせないよう、校閲・校正作業において注意を徹底させていく所存でございます。
ご指摘していただき、誠にありがとうございました。
有限会社編集工房インデックス 沼田祐輝 e-mail ： numata_index@next.odn.ne.jp
※ コメント
2012/12/23 現在、三修社のホームページを調べましたが、回答のような記述修正の「お知ら
せ」はなされていない様です。
所詮、書籍の監修が弁護士梅原ゆかり氏が行っているわけではなく、記述そのものが、有限
会社編集工房インデックス 沼田祐輝氏でしかない様です。
その上、この著者?は、区分所有法の基本中の基本と思われる知識もない様です。マンション
管理のノウハウ本は、こうやってできてくる場合もあることを知りました。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．17 「２分の１以上と過半数は中身が違います」)

集会(総会)を開かずに決議する方法(法第 45 条 2 項)は、定期(総会)集会にも採用できる
との 1983 年改正区分所有法当時の見解---「注解不動産法 5」の見解--1983 年改正区分所有法当時は、現区分所有法の法第 45 条 2 項が 1 項として規定されている
だけでした。
すなわち、1983 年改正区分所有法での第 45 条 1 項は、「この法律又は規約により集会におい
て決議をすべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面による合意があったとき
は、集会の決議があつたものとみなす。」とされていました。
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1983 年改正区分所有法の解説書である「注解不動産法 5」p．230 において、集会(総会)を開か
ずに決議する方法(現法第 45 条 2 項)は、定期(総会)集会にも採用できるとして、「区分所有者全員の
合意とは、集会で決議するべき事項でその事項について全員が賛成(又は反対)した場合に決議
にかわる効力を有することになる。そして、この合意は書面によってなされることを要し、全員が
合意していても書面によらないときは効力を有しない。全員が集まって合意してもよく(集会の招集
手続きを要しない)、順次もちまわりで合意してもよい。

この合意は第 36 条の招集手続きを省略するについての全員の合意とは異なり、決議事項又
は報告事項について決議があったこと、又は報告があつたこととすることを承認する合意であ
る。
この書面による全員の合意があったときは、第 43 条の管理者の年一回一定の時期に事務に
関する報告(これは、管理者に年一回の開催義務を課している)を集会で行わないで書面による全員の
合意を得るという方法で行えるかという点についても、全員の書面による合意があれば集会に
かえることができると解される。」とされています。なお、編者は「改正区分所有関係法の解説 新
しいマンョンの管理と登記」の著者の青山正明氏ですが、執筆者は弁護士の西村捷三氏であること

は念頭においておくべきかもしれません。
いずれにしても、こういった見解もあったことを知っておくことは、将来の採用の可能性を考え
たとき、意義があると考えます。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．246 or p．243「集会《総会》を開かずに決議する方法は、二つの方法だけが許
されています」p.248 or p．244※ 集会《総会》を開かずに決議する方法の欠陥是正のための提案と将来、p．185
or p．183〔補足〕「第 45 条 2 項の内容」)

いまだにこんな規約、細則を有している管理組合が存在することに驚いています(ある
インターネット無料相談開設のマンション管理士の感想)

--前代未聞!!しかし、現実に機能させられている区分所有法違反の総会開催規定-以下の条文はあるマンション管理組合の規約細則(総会運営に関する細則)として規定されている
ものです。規約とされるものには、第 20 条｢通常総会は、毎年一回招集する。｣、第 21 条「臨時総
会は、必要のある場合に随時招集する。」との規定があるだけで、総会の開催方法の規定はあ
りません。
また、規約にも細則にも総会(集会)定足数の規定はありません。そして、実質的なこの細則(総
会運営に関する細則)規定にもとづいて総会(集会)決議はなされています。

したがって、この規約(細則)での決議方法(13 条 1 項)は、書面だけによる決議方法に対する全員
一致の手続きもとらずに、法第 45 条１項の決議方法の形式だけを採用している法律違反の方法
だと考えられます。
(議決の方法)第 12 条 総会の議事は、次に掲げる場合を除いて組合員および議決権の各過半
数によりこれを決める。
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一 組合規約の設定、変更又は廃止は、組合員議決権の 4 分の 3 以
上の多数による
二 管理共有物の管理又は使用に関する組合員相互間の事項の定め
の設定、変更又は廃止は、議決権者及び組合員の議決権の各 4 分
の 3 以上の多数による。ただし、細則(組合の業務の執行に必要な定めを
いう。)設定、又は廃止はこのかぎりでない。

(総会の方法)第 13 条 総会は、議案の説明等を行う集会(以下｢集会｣という。)により行い、その決
議は集会の会日以降 5 日から 15 日までの間に各議決権者の書面による
議決権の行使結果を集計することにより行う。
２ 集会の会日をもって、第３条第２項に規定する総会の会日とする。
３ 議長は、第１７条の規定による集会の議事録、議決権行使票(第１項の
規定による議決権者が議決権を行使すべき書面をいう。)及び決議の日時場所

等の通知を、決議を行うすくなくとも一週間前までに、各議決権者に発
しなければならない。
(４ 第４条第１項・第２項及び第４項の規定は、前項の場合に準用する。
なお、この規定は細則の一部ですが、この規定が俗に言われる細則の規定で定めることが許
されるのかの問題はありますが、今回は、問題点を絞る意味で、実体にあわせて、この細則が
規約としての役割を果たしている事を前提とします。
総会(集会)は議案の説明等を行う「集会」と定義され、その場での決議ではなく、決議そのもの
は、この「集会」とは別個の「集会の会日以降 5 日から 15 日までの間に各議決権者の書面によ
る議決権の行使結果(法第３９条２項の変則的な採用?)を集計することにより行う｣とされています。
この規定は、区分所有法第 45 条１項の規定と同一の決議方法の採用であると考えます。しか
も、書面だけによる決議方法に対する全員合意の手続もとらず、決議方法の形式だけを採用し
ている方法だと考えられます。
すなわち、総会(集会)での討議を経ないで書面決議する方法であり、本来は、事前に決議方法
の採用に対する全員一致の合意を前提としているために、特に団地などでは実施が困難な方法
だと考えます。
なお、この規約および細則では、定期総会(集会)と臨時総会(集会)の区別はなく同一の「総会の
方法｣となっていますが、法 45 条 1 項の規定の方法は、臨時総会(集会)にしか採用できないとの
見解と、定期総会(集会)にも採用できるとの見解があります。
そして、臨時総会 (集会) にしか採用できないとの見解に立てば、この規約での「総会の方法｣
は、定期総会(集会)にも採用されている点では問題があることになります。
※ アドバイザーの見解
（結論）
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この細則による総会(集会)の方法は、建物の区分所有等に関する法律に違反していると考えま
す。
（理由）
① 議事を決議することが総会(集会)の役割であり、総会(集会)の場において決議しない場合は、
総会(集会)決議と言えません。
このことは、法第 39 条第１項の『集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限
り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。』及び法第４５条第１項の『この法律又は規約
により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又
は電磁的方法による決議をすることができる。・・・・』と定めていることからも裏づけられることで
す。
② 細則による総会(集会)の方法は、議事を総会(集会)当日決議することになっていないため、総
会(集会)決議といえません。
ひるがえって、細則による方式で総会(集会)決議として有効とするには、法第４５条第１項によら
なければならないことになります。しかし、法第 45 条第１項による決議方法においては、区分所
有者(住戸所有者)の全員の承諾を要するので、この点で、細則による決議は法の定める要件を充
たしていず、法違反として、決議無効となると考えます。（中野さんの指摘するとおりです。）
なお、法第 45 条第１項による決議方法は、臨時総会(集会)に限定されず、定期総会においても
適用されるものと考えます。（臨時総会(集会)に限定するとの定めがありませんし、定時総会(集会)に適用しな
い合理的な理由も存在しません。）

ところで、この細則の定めについて強いて善解してみますと、多数の区分所有者(住戸所有者)が
存在するため総会(集会) 期日において時間内に質疑・討論・決議まで行うことが困難であるとし
て、総会(集会)を２分割し、先に議事について説明する会合を開催した上、後日、議決権行使書に
より決議する方法を考えたものと思われますが、上記の理由により、この方法は、法に違反し、
決議無効となると考えます。
多数の区分所有者(住戸所有者)が存在する場合の総会(集会)開催については、あらかじめ出席
予定者を確認し、委任状、議決権行使書により決議する者を確認する手順を踏むことにより、総
会(集会)当日における運営・決議は可能なことであり、本来そうしなければならないことです。
このことは、多数の株主が存在する大企業の株主総会開催の方法を参考にすればよいことと
考えます。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．246 or p．243「集会《総会》を開かずに決議する方法は、二つの方法だけが許
されています」、別冊- p．245「特別決議事項の決議要件について」)

※「マンション・住宅ねつと相談室｣・杉並マンション管理士会・日本マンション管理士会連合会
(info@nikkanren.org)への投稿内容
以下の点についてご意見を伺えないでしょうか。
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以下の条文は、細則(総会運営に関する細則)として規定されているものです。規約とされるものに
は、第 20 条｢通常総会は、毎年一回招集する。｣、第 21 条「臨時総会は、必要のある場合に随時
招集する。」との規定があるだけで、総会の開催方法の規定はありません。
また、規約にも細則にも総会定数の規定はありません。そして、実質的なこの細則(総会運営に
関する細則)規定にもとづいて総会決議はなされています。

したがって、この規約(細則)での決議方法(13 条 1 項)は、書面だけによる決議方法に対する全員
一致の手続もとらずに、法第 45 条１項の決議方法の形式だけを採用している法律違反の方法
だと考えられますがいかがでしょうか。
(総会の招集)第 3 条 総会の招集は、理事長が行う。
２ 総会を招集するには、会日より少なくとも５日前に会議の目的たる事項
を示して前条の規定により議決権を行使すべき者と定められた組合員
(以下「議決権者」という。)の各宛先に第１４条に規定する通知を発しなけれ

ばならない。
ただし、特別の事情により総会の通知が緊急を要すると理事長が認め
る場合は、この期間を短縮できる。
(議決の方法)第 12 条 総会の議事は、次に掲げる場合を除いて組合員および議決権の各過半
数によりこれを決める。
一 組合規約の設定、変更又は廃止は、組合員議決権の 4 分の 3 以
上の多数による
二 管理共有物の管理又は使用に関する組合員相互間の事項の定め
の設定、変更又は廃止は、議決権者及び組合員の議決権の各 4 分
の 3 以上の多数による。ただし、細則(組合の業務の執行に必要な定めを
いう。)設定、又は廃止はこのかぎりでない。

(総会の方法)第 13 条 総会は、議案の説明等を行う集会(以下｢集会｣という。)により行い、その決
議は集会の会日以降 5 日から 15 日までの間に各議決権者の書面による
議決権の行使結果を集計することにより行う。
２ 集会の会日をもって、第３条第２項に規定する総会の会日とする。
３ 議長は、第１７条の規定による集会の議事録、議決権行使票(第１項の規定
による議決権者が議決権を行使すべき書面をいう。) 及び決議の日時場所等の通知

を、決議を行うすくなくとも一週間前までに、各議決権者に発しなければならな
い。
(総会

４ 第４条第１項・第２項及び第４項の規定は、前項の場合に準用する。

なお、この規定は細則の一部ですが、この規定が俗に言われる細則の規定で定めることが許
されるのかの問題はありますが、今回は、問題点を絞る意味で、実体にあわせて、この細則が
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規約としての役割を果たしている事を前提とします。また、規約３条２項の内容にも問題点があり
ますが今回の問い合わせのテーマからは除外します。
私は以下の様に判断したのですが間違っているでしょうか。あるいは、違った(正当であるとする)
解釈が成り立つ余地があるでしょうか。
総会は議案の説明等を行う「集会」と定義され、その場での決議ではなく、決議そのものは、こ
の「集会」とは別個の「集会の会日以降 5 日から 15 日までの間に各議決権者の書面による議決
権の行使結果(法第３９条２項の変則的な採用?)を集計することにより行う｣とされています。
集会(総会)自体は一日内に完結しなければならないという法拘束もないと考えています。このよ
うな管理組合の集会(総会)が定数の規定により成立していることが確認できたような場合には、初
日に各議案の説明を一括で行い、中断(複数日の休憩?)を挟みながら各議案につき審議過程を吟
味したうえで、後日一括して採決を取ることにより集会(総会)出席者の意思決定を確認するという
方法をとり、集会(総会)の閉会を宣言して集会(総会)を終了するという流れとなると考えられます。こ
の規約を見る限り、このような集会(総会)の開催と終了のけじめのない規定(総会定数の規定もない)
であることが、法第 45 条第１項による決議方法と同一とされてもやむ終えない部分を持つと考え
ます。
この細則(規約)の場合は、好意的に判断するならば、実務的に委任状や議決権行使書を事前
回収し決議要件を満たしている場合などでは、議場でのカウントを省略し「賛成多数」等として扱
っているようにも考えられますので、区法第 45 条の書面決議ではなく総会(総会)の場における採
否確認の手法としての書面投票と考えることも出来るかとも考えます。したがって、議決の採否
に指定期日内の書面投票を決めていることが直ちに違法とは言えないとは考えますが、細則(規
約)第 13 条では、「総会は、議案の説明等を行う集会(以下｢集会｣という。)により行い、その決議は

集会の会日以降 5 日から 15 日までの間に各議決権者の書面による議決権の行使結果を集計
することにより行う。｣としかされておらず、この方法では、集会(総会)出席者の熟考期間と投票採
決と考えた場合、総会(集会)が成立するためには指定期日内に出された賛否投票(総会に出席した
者)の結果と委任状や議決権行使書とを合わせた採決の結果を総会(集会)の議場で結果報告し、

閉会を宣言して集会を完結させなければなりませんが、そのような規定はどこにもみあたらず、
また、議案賛否の意思表示方法として、当該の書面投票以外の意思表示方法が認められてい
ません (排除していると考えられます) ので、その点からも違法な総会 (集会) 規定であると考えられま
す。
したがって、この規定は、区分所有法第 45 条１項の規定と同一の決議方法の採用であると考
えます。そのうえ、書面だけによる決議方法に対する全員合意の手続もとらず、決議方法の形式
だけを採用している方法だと考えられますがいかがでしょうか。
すなわち、総会(集会)での討議を経ないで書面決議する方法であり、本来は、事前に決議方法
の採用に対する全員一致の合意を前提としているために、特に団地などでは実施が困難な方法
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だと考えます。
なお、この規約(細則)では、定期総会と臨時総会との区別なく同一の「総会の方法｣となってい
ますが、法 45 条 1 項の規定の方法は、臨時総会(集会)にしか採用できないとの見解と、定期総会
(集会)にも採用できるとの見解があることは理解しています。

そして、臨時総会 (集会) にしか採用できないとの見解に立てば、この規約での「総会の方法｣
は、定期総会(集会)にも採用されている点でも問題があることになります。
この規約(細則)の規定が法律違反であるとしても、今までの総会(集会)決議をすべて無効とする
わけにもいかず、問題点に気づいた限りは、必要な規約や細則の見直しは行い、区分所有法違
反と思える部分を訂正した規約に改正されるべきだと考えています。そのためにも、この規約の
問題点を明確にしたいために、伺うしだいです(最終記述少々修正)。
※ 「マンション・住宅ねつと相談室｣回答
コメント
残念ながら、長文だったためか質問内容の途中までが公開されただけで回答は表示されませ
んでした。無料相談の限界(いろんな意味で)かもしれません。問い合わせ内容はここで掲示したも
のです。興味がある方は、インターネット Explorer で「マンション・住宅ねつと相談室｣を検索し、
「分譲マンション」を選びクリックし「取りこし苦労人(14/06/18)」を開いて見てください。
※ 杉並管理士会回答
前略
この度は私共杉並マンション管理士会へご質問をお寄せいただきありがとうございました。ご
質問の問題について検討されるべき点は、すでに貴殿が詳細に提示されている通りと思われま
す。
すなわち、現行の規定（細則）が、下記のどちらを前提としたものかということですね。
１．書面による決議を同一総会内での一つの方法論としてとらえている。
２．事前説明会と、その後の書面による決議が行われると考えている。
上記１．の場合であれば、貴殿ご指摘の通り、決議を経てその確認と閉会宣言がなされなけれ
ば総会は完結していないものと考えられ、貴殿が考えておられるような再参集が必要かと思わ
れます。
また上記２．の場合であれば、区分所有者全員の承諾が取れていることが大前提となります。
貴殿が類推されている通りそれが無いのであれば、この決議は無効（訴えがあれば対抗できない）と
いうことになります。
ただし当初の分譲時、原始規約にすでにこの規定が存在し全員の同意が得られているという
可能性についてはご確認された方が宜しいかと思われます。
そして、もう一つの大きな問題点は、規約にも細則にも総会定数の規定がないということです
ね。
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このことが、総会（完結しているかどうかは置くとして）会日後の書面による決議という特殊な規定に
関係しているのではないかと感じられたのですが、如何でしょうか？
すでに貴殿は十分ご認識のことと思われますので恐縮なのですが、区分所有法４５条の規定
は、例えばリゾートマンションで区分所有者の多くが全国あらゆるところに居住されており参集す
ることが困難な場合などに、あくまで区分所有者全員の承諾を前提に、集会によらず書面（又は
電磁的方法）による決議を認めるというものであり、そこでの決議は、集会によるものと同一の効

力を持ちますが、集会の招集があったものと認められるわけではないので、管理者はこれとは別
に年一回の定時総会の招集を免れるものではありません。ですから貴殿も書いておられる通り、
主として臨時総会の代替として行われるものです。
貴殿がまとめておられます通り、現行の貴マンションの規定は「区分所有法 45 条 1 項の規定と
同一の決議方法を、全員合意の手続きをとらず、形式だけ採用した」という可能性が高いと思わ
れます。
先に書きました通り、原始規約での全員合意の有無やこれまでの貴マンション独自の慣行、
他区分所有者様のご意向等にも留意しながら、可能であれば、規定改正の方向へ進まれるの
がよいと思われます。貴マンション管理組合の良好な運営のため、中野様のご活躍をお祈り申し
上げます。 ご質問ありがとうございました。 早々
コメント
「可能性が高い」との表現ですが、基本的には、当方の主張を認める結論のように思われま
す。
ただし、「ただし当初の分譲時、原始規約にすでにこの規定が存在し全員の同意が得られて
いるという可能性についてはご確認された方が宜しいかと思われます。」とされた指摘部分は、
「当初の分譲時、原始規約にすでにこの規定が存在」していて、「全員の同意が得られていた」な
らば違法な規約であっても効力はあると解釈していることは、間違った認識だと考えます。
そもそもが、全員一致で決めた自律規範の規約といえども、区分所有法に違反している規約
の効力は認められないのが前提であり、2002 年改正法で新設された法第 30 条 3 項は、強行規
定であり、遡及的に既存規約にも適用されると解されており、現規約が法第 30 条 3 項に反してい
る部分は、無効な規約となります。
なお、「もう一つの大きな問題点は、規約にも細則にも総会定数の規定がないということです
ね。」と指摘されているように、規約に、憲法でも規定されている総会成立の前提条件とも言える
「定足数(定数)」の概念を挿入(区分所有法でも定足数の規定がありませんが)することが、今回の規約問
題の解決の第一歩のようにも思われます。
※ 日本マンション管理士会連合会(info@nikkanren.org)回答
メールを拝受致しましたが、本件ご相談のように法律的見解をお尋ねになりたいのであれば、
弁護士（具体的な方をご存じなければとりあえずは弁護士会）または法務省にご照会いただくのがよろし
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いと思います。以上（一社）日本マンション管理士会連合会事務局
コメント(日本マンション管理士会連合会回答批判)
残念な回答です。本来なら、マンション管理士連合会は、規約と区分所有法の基本的な問題
や区分所有法の解釈については一定の見解を持つべき立場であり、その見解を示したうえで、
場合によっては、「念のため法律の専門家である弁護士にご確認ください」との回答がなされる
べきだと考えます。
しかし、「規約が区分所有法違反かどうかの基本的な問い合わせ」に対して、自分たちの見解
(訴訟問題についてならいざ知らず)は一切示さず、区分所有法に対する見解(法律的な見解)について

は弁護士に聞いてくださいとの回答(事務局)。これが、これがマンション管理士連合会の規約や区
分所有法への認識・姿勢なのだと考えると、無性に・・・・・です。
皮肉な見方をすれば、マンション管理士連合会としても見解を示せないようなテーマだとすれ
ば、弁護士同士でも意見の相違があることでしょう。となれば、この規約が違法か合法かの決着
は裁判でしかつかないということの見解のようです。もっとも、返事があっただけでも由とすべき
なのかもしれません。

管理者(に擬制された理事長)のみの出席でも集会(総会)は成立します
---集会(総会)が開催されたことを証明するためには、集会(総会)の議事録記が必要--区分所有法においては、集会(総会)の成立条件の規定はありません。すなわち、区分所有法に
は集会(総会)の成立の一般的な前提となる定足数の規定がないのです。
しかし、権利能力なき社団としての管理組合が成立している限り、最低、年一回の集会(総会)は
開催しなくてはなりません(法第 34 条 2 項)。そして、「管理者は、集会において、毎年１回一定の時
期に、その事務に関する報告をしなければならない」(法第 43 条 2 項)とされています。
また、「共用部分の管理に関する事項は前条(法第１７条)の場合を除いて、集会の決議で決す
る。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる｣(法第 18 条 2 項)とされているため、状況に
よっては臨時集会(総会)も開催しなくてはマンションの管理運営はできません。
なお、法律上は、定足数の規定がないため、出席者が管理者のみでも集会(総会)は成立する
(法第 34 条１項)ことになり、集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所

有者及び議決権の各過半数で決する(法第 39 条１項)こともできます。
また、規約では、定足数が定まっていても、「総会の会議は議決権総数の半数以上を有する
組合員が出席しなければならない」とされ、「組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使
することができる」とされ、「書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみな
す」とされていれば、現実に管理者(に擬制された理事長)のみの出席でも、委任状・議決権行使書
面の提出によって議決権総数の半数以上が出席していることになれば、管理者(に擬制された理事
長)のみの出席で集会(総会)そのものは成立します(法第 34 条１項)。そして、決議もできます(法第 39
条１項)。したがって、区分所有法の求める集会(総会)は、定足数が定まっていようが、いまいが、成

217

立させることそのものは可能です。
集会(総会)の議進行は、管理者が議長としてこれを行う(法第 41 条)一方、他方では委任状提出
者の受任者(代理人)として討論を行い、裁決は、議決権行使書の賛否に加え、自身が代理人とし
ての賛否の表明をしてその結果を宣言することになります(法第 39 条 2 項)。
ただし、その集会(総会)の実態を証明するものは、集会(総会)の議事録です。集会(総会)の議事録
には、議長及び集会(総会)に出席した区分所有者 2 名が署名押印すべきものとされています(法第
42 条 3 項)。

議事録は、後日、集会(総会)でどのような議事が行なわれ、どのような決議が成立したかを明ら
かにする証拠書類ですから、このようにその記載内容の真正を担保(保証)するため、作成を慎重
にしたものです。
ただ、現に集会(総会) 会場にいるのは管理者(に擬制された理事長) ただ一人というような場合に
は、管理者(に擬制された理事長)以外署名押印のしようがありません(議事録作成の性質上、出席してい
ない区分所有者に署名押印させても無意味です)。

しかし、以上に述べたように、集会(総会)としては一応成立し、議事進行できるのですから、議
事録も適正に作成できる訳であり、議長(管理者)一人が署名捺印すれば足りると解さざるを得ま
せん。
ただ、裁判などで、証拠として議事録の提出を求められたような場合、その客観性が評価され
るか否かとは別の問題となります(参照：「実践 区分所有法 など」p.329or p.325 「議事録作成の目的と署
名捺印(なついん)（押印）の意義」)。

また、集会(総会)の議事録記は、集会(総会)が開催されたことを証明する役割もあり、その記載
内容が問題となると考えます。したがって、集会(総会)会場にいるのは管理者(に擬制された理事長)
ただ一人というような場合でも、集会(総会)が開催されたことを証明するためには、集会(総会)の議
事録記は作成しなくてはならないのです。
以下に、一般的な集会(総会)議事録の記載内容の一例を記録します。なお、議事録は、45 条の
規定する集会(総会)を開催しないで行う書面投票決議の際にも必要であると考えます。
※ 集会(総会)議事録の記載内容
①総会の種類
第○回通常総会
②招集年月日 平成○年○月○日
③開催日時及び場所
（１）開催日時

平成○年○月○日（○曜日）午後○時

（２）開催場所

○○○会館 第４会議室
岩手県盛岡市内丸○番○号

④理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
⑤組合員数及び出席者数並びにその出席方法
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（１）組合員総数

○人

（２）出席組合員総数 ○人（本人出席○人、委任状出席○人、書面出席○人）
（3）出席議決権総数数 ○人（本人出席○人、委任状出席○人、書面出席○人）
⑥出席理事の氏名
⑦出席監事の氏名
⑧議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
⑨議長選任の経過
定刻に至り司会者○○○○開会を宣し、続いて代表理事（理事長）○○○○が挨拶した。司会
者から本日の第○○回通常（臨時）総会は定足数を満たしたので有効に成立する旨を告げたの
ち、議長の選出についてはかったところ、満場一致をもって○○○○が議長に選任された。続
いて議長から挨拶ののち、議案の審議に入った。
⑩議事経過の要領及びその結果（議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数）
第１号議案 ○年度事業報告及び決算関係書類承認の件
議長は、○○に内容を説明させた。続いて監事○○から、会計に関する書類は、
綿密に調査したところ、法令に照らしいずれも妥当であることを認めた旨の報告が
された。議長はこれを議場に諮ったところ、満場異議なく承認された。
第２号議案 ○年度事業計画案及び収支予算案の件
議長は、○○に内容を説明させた後、これを議場に諮ったところ、満場異議なく原
案通り可決決定した。
⑪ 監事が、総会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見、総会提出資料
に法令、定款違反若しくは、著しく不当な事項があるとして総会に報告した調査の結果又は総
会において述べた監事の報酬等についての意見の概要
⑫ 以上ですべての議案の審議を終了したので議長は退任の挨拶を行い、午後○時○分に閉
会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び総会出席者がこれに記名押印
する。
平成○○年○○月○○日
○○○○管理組合
議長理事

○ ○ ○ ○

㊞

出席者

○ ○ ○ ○

㊞

同

○ ○ ○ ○

㊞
以上

議長に関しては、区分所有法第 41 条で「規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をし
た場合を除いて、管理者又は集会(総会) を招集した区分所有者の１人が議長となる」としていま
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す。
したがって、たとえば、規約で特定の区分所有者が議長に定められているような特殊なケース
では管理者と議長が異なる事態が生じます。
このような場合にどうしても集会(総会)を成立させなければならないような事情があるときは、や
むを得ませんから、管理者が仮議長(区分所有法では、仮議長ということにつき何らの規定もありませんが、
会議体の運営上、当然認められるものと考えます。・・・国会法 22 条参照)として議長選任の動議を提出し、

管理者は提出されている委任状により区分所有者の代理人として、自らを議長に選出いるという
ことにより議事を進行せざるを得ないと考えます。(「改訂新版 マンション管理組合総会運営ハンドブッ
ク」p．159 参照)

必ず必要な総会(集会)での議長の開会宣言
区分所有法第 42 条 2 項では、議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し又は記
録しなければならない｣とされています。
まったく同様の規定が会社法 318 条では、「株主総会の議事については、法務省令で定めると
ころにより、議事録を作成しなければならない。｣とされており、その内容について、「株主総会の
議事の経過の要領およびその結果とは開会から閉会までの会議の経過の要約。」とされていま
す。
具体的には、会社法第 318 条には、「法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなけれ
ばならないとされており、法務省令である会社法施行規則 72 条 2 項では、「株主総会の議事録
は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。｣とされ、同 3 項では「株主総会の議
事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。｣とされ、議事録の具体的な内
容について規定されており、さらには同 4 項では、総会(集会)の決議があった場合と管理者の総
会(集会)への報告があった場合の議事録の内容について規定されています。
区分所有法には、総会の手続きについて詳しい規定がありませんが、会社法 318 条や同施行
規則 72 条の規定がそのまま応用できるように思われます。
以下は、会社法での総会での開会宣言についての記述の一部です。マンションでの総会でも
守らなくてはならない規定と考えます。
会議は、開会宣言によって始まることから、必ず総会議事録に記載する必要があります。実際
の運営上、開会宣言がないと会議体の運営として問題があるのはもちろんです。また、仮に開会
宣言があっても議事録に記載されないことは、総会議事録に開会から閉会までの会議の要約を
記載しなければならないとされていることからしても、問題があるといえます。
＜典型例＞
○○株式会社第×期定時株主総会議事録
平成○○年 6 月 27 日（木）午前 10 時から○○県○○市○○区△丁目△番△号 当社本店
○階大会議室において、○○株式会社第×期定時株主総会を開催した。
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定刻、定款の定めにより取締役社長 A 議長席につき(議長となり)、開会を宣した。
１、株主の出席状況等
2、 閉会
以上をもって、報告及び前議案の審議を終了したので、議長は午前 11 時 30 分閉会を宣した。
以上
会社法施行規則第 72 条（議事録） 法第 318 条第 1 項の規定による株主総会の議事録の作成に
ついては、この条の定めるところによる。
２ 株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
３ 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 株主総会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、
会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。）

二 株主総会の議事の経過の要領及びその結果
三 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意
見又は発言の内容の概要
イ 法第 345 条第 1 項（同条第 4 項及び第 5 項において準用する場合を含む。）
ロ 法第 345 条第 2 項（同条第 4 項及び第 5 項において準用する場合を含む。）
ハ 法第 377 条第 1 項
ニ 法第 379 条第 3 項
ホ 法第 384 条
ヘ 法第 387 条第 3 項
ト 法第 389 条第 3 項
チ 法第 398 条第 1 項
リ 法第 398 条第 2 項
四 株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名
称
五 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
４ 次の各号に掲げる場合には、株主総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするも
のとする。
一 法第 319 条第 1 項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲
げる事項
イ 株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容
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ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称
ハ 株主総会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
二 法第 320 条の規定により株主総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる
事項
イ 株主総会への報告があったものとみなされた事項の内容
ロ 株主総会への報告があったものとみなされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

管理者への臨時集会(総会)開催請求は、集会(総会)成立定足数の確保を忘れるな!
34 条 3 項･4 項 2014/10/21 記述一部修正

｢実践 区分所有法 など｣p．191or p．189 の｢表題｣の記述を一部修正・追記をしました。
法第 34 条 3 項の臨時総会開催請求権は、小・中マンションなどで、理事会が定期集会(総
会)で、区分所有者(住戸所有者)が提案する議題をなかなか採用しないようなときに、それらの議

題を目的とした臨時集会(総会)開催請求権を行使することと引換に、現実的な集会(総会)成立
は考慮しなくとも、それらの議題を強制的に理事会の定期集会(総会)提案議題として採用させ
る強硬手段ともなりうる手だてだと考えます。
すなわち、臨時総会開催請求権の行使は、｢実践 区分所有法 など｣p．410or p．406 に記
述した、｢意見の集約の制度化のための理事会への集会議題提案権・集会(総会)への事前議
題提案権の提案」と似たような役割を果たしえるのではないかと考えました。
なお、【補足】で示している区分所有法の条文は、建築ネットワークセンターのホームページ
の MENU の｢書籍の紹介｣の中に｢対比区分所有法意訳｣として掲載されています。中野メモ
※最終の「念のため記しておきますが・・・」以下の記述を少々追記しています。

2014/11/01

法第 34 条 3 項の規定では、区分所有者(住戸所有者)の 5 分の 1 以上と議決権の 5 分の 1 以上
の同意があれば、管理者(に擬制された理事長)に対して臨時集会(総会)の招集を求めることができ
ます。
管理者(に擬制された理事長)は、この集会(総会)の招集を求められた場合、4 週間以内の日を集
会(総会)開催日とする招集通知を、請求された日から 2 週間以内に発(発信)しなければなりませ
ん。もしも、管理者(に擬制された理事長)が招集通知を発(発信)しない場合には、集会(総会)の招集を
請求した人たちは、自分たちだけで、集会(総会)を招集できます(法第 34 条 4 項)。
確かに、法律上はこの通りです。そして、規約の定めがなくても効力を持つ規定です。しかも、
区分所有法には集会(総会)成立定足数の定めはありません(「実践 区分所有法

など」p.176or p.174

「区分所有法の決まりでは、出席者一人でも集会(総会)は成立します」、同「集会(総会)成立の為の条件としての定
足数を定める必要性」) ので、招集された集会 (総会) は、必ず成立することを前提 (この前提が曲者で
す。････編者)としています。
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したがって、法律上は、必ず成立することになっている集会(総会)での多数決だけで決議(普通決
議あるいは特別決議)が可能です。

しかし、ほとんどの管理組合の規約では、集会(総会)成立のための定足数が定められているこ
とを忘れてはなりません。管理者(に擬制された理事長)が招集しても、自分たちが招集しても、定足
数の満たない集会(総会)は成立しません。
したがって、集会(総会)成立の定足数(マンション標準管理規約では、議決権の半数以上)を確保したう
えで、目的の議案を成立させるためには、出席者の過半数の議案に賛成する人々の確保(普通
決議の場合)が必要なことを自覚しなければなりません。とかく、手続き上の集会(総会)招集の権利

は取得できたが、肝心な目的は達成できない場合(集会《総会》の不成立や議案の否決)があることを
忘れがちであることに注意する必要があります。
この法律の規定では、臨時集会(総会)開催の請求は法律の強行規定ですので、管理者(に擬制
された理事長)としては拒否できませんし、万が一拒否された場合は、招集を要求した方々が独自

に臨時集会(総会)を招集できますが、集会(総会)の成立そのものには、議決権の半数以上(半数を含
む)の出席の確保が必要なのです。

このことは、管理者(理事会)側が集会(総会)を開催したくないと考えれば、「定足数が不足してい
るために集会(総会)は成立しませんでした｣との口実を与えることができることを意味します。
契約上、管理業者が集会(総会)開催業務を担っているとしても、管理業者任せにせず、臨時集
会(総会)開催請求をした方々が独自に、委任状などを集めて、集会(総会)が必ず開催(成立)できる
条件を作り上げる必要があるということです。
また、集会(総会)で討論して欲しい具体的な議題について、理事会で取り上げてもらいたいとの
提案をしても拒否されそうな状況の場合、擬似動議的な手段として(参照：｢実践 区分所有法

など｣

p．410 or p．406｢意見の集約の制度化のための理事会への集会議題提案権・集会(総会)への事前議題提案権の
提案」)、自分たちには、法第 34 条 3 項にもとづいた臨時集会(総会)開催請求権があることと、その

実現が現実的であることを管理者(理事会)側に法文(法第 34 条 3 項・４項)などを示して知らせて、理
事会が当該議題を集会(総会)議題として採用しないのなら、当該議題を集会(総会)の目的とした臨
時集会(総会)開催請求権を行使することを通告するといった手段もあります。
念のため記しておきますが、当該議題を集会(総会)の目的とした臨時集会(総会)開催請求権を行
使の目的は、法第 34 条 3 項の規定に基づき臨時集会(総会)そのものを開催させることなのであ
り、その臨時集会(総会)の目的として臨時集会(総会)の開催の際の議案あるいは議題について明
確にする必要があるということです。
したがって、すでに別の目的の臨時集会(総会)が予定されているような場合には、要求した臨
時集会(総会)の議題あるいは議案が採用される可能性があるということです。
しかし、採用されないとなれば、要求した臨時集会(総会)の開催拒否ですので、臨時集会(総会)
の開催請求をした者達には、法第 34 条 4 項に基づく独自の臨時総会開催招集権を持つというこ
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とです。これらの臨時集会(総会)開催請求権(招集権ではありません)は、団地などの大所帯の場合は
いざ知らず、たとえば、区分所有者(住戸所有者)30 人程度の小・中規模マンションでは、6 人の頭数
と、全議決権の 5 分の 1 がそろえば請求できるという、現実的な権利なのです。(参照：｢実践 区分
所有法 など｣p.178 or p.176「『集会(総会)の目的たる事項』の意味(議案と議題の違いについて)」、p.201 or p.198
「招集請求のために提出する 5 分の 1 以上の人の署名簿は、コピーではいけないのでしょうか」)
〔補足〕
第 34 条 3 項の内容･･･181 ページ参照、第 34 条 4 項の内容･･･190 ページ参照

弁護士等を同伴した総会への出席
----総会において本人が出席すれば代理人は出席できません---本人とその弁護士がともに出席することは、特別の場合を除き、原則として許されません。ま
た出席し得る代理人は一人に限ります。
総会において本人が出席すれば代理人は出席できず、もし本人と代理人が共に来場すれ
ば、いずれか一方に入場辞退又は退席してもらわねばなりません。したがって、区分所有者が
弁護士を連れて出席しようとする場合には、右の原則に従い、どちらか一方のみにしてもらう必
要があります。
テーマが法律知識を必要とする場合には、弁護士自身を代理人にするか、又は弁護士には
別室で待機してもらい、必要に応じて区分所有者が退席して弁護士に意見を聞いたうえで陳述
する(意見を述べる)という方法によらざるを得ません。
しかし、規約で「代理人は同居者、その住戸を借り受けたもの、又はマンションの他の区分所
有者、その同居者に限る」というような定めがある場合は、弁護士を代理人とすることはできませ
んので、弁護士は別室で待機してもらうことになります。
もっとも、標準管理規約 45 条 1 項(「組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することが
できる」)のような規約の定めがある場合は、理事会が必要と認めたときに限り、弁護士であっても

総会に出席することができることになります。
規約に右のような定めがない場合でも、議場が特に混乱せず、かつ必要性がある場合は、管
理者又は議長の許可により出席を認めることができます。身体障がい者の場合の介添人、外国
人の場合の通訳等がそれであり、弁護士などを補助者(この場合の発言権はありません)として出席を
許すことも可能です。
一人の区分所有者が二人以上の代理人を選任できるかについては、明文の規定はありませ
んが、区分所有法 40 条の趣旨からみて複数代理人の出席を拒否できると考えます。すなわち、
共有者ですら議決権を行使すべき者一人を定めなければならないことになっていることから見て
も、また、代理人が数人いる場合の意見陳述が不統一であった場合の処置等を考えますと、出
席する代理人は一人に限るべきものと考えます(商法 239 条 5 項参照)。
なお会社が区分所有者であり、その会社に共同代表の定めがある場合、すなわち共同代表
224

全員が共同してのみ会社を代表し得る場合(商法 261 条 2 項)は、共同代表全員で一人の代理人を
定めるとか、全員で議決権行使書面を作成するとかする場合以外は、区分所有法 40 条の趣旨
にかんがみ、議決権を行使すべき代表者一人を定めなければならないものと考えます。(「改訂新
版 マンション管理組合総会運営ハンドブック」p．136 参照)

区分所有法において集会(総会)定数が定められていない不思議。しかし、管理者(に
擬制された理事長)が設置された場合は・・・
議決権問題①
「マンション標準管理規約では総会(集会)定数が規定されているのに、なぜ、区分所有法では、
集会(総会)定数についての規定がないのだろう。」との疑問を抱えながら、別冊-p．245「特別決議
事項の決議要件について―「仏作って、魂入れず 1｣―」や同「特別決議事項は、集会(総会)定足数と
は関係なく、全区分所有者(住戸所有者)の頭数と議決権の両方の 4 分の 3 以上が決議要件 –仏作
って、魂入れず-2—」といった記述をしてきましたが、今回、一定の整理ができましたので、そのこと

を主体に記述してみました。読者の批判を仰ぎたいとも考えています。
なお、先の記述で、サブタイトルとしていた―「仏作って、魂入れず｣―については、誤解を招く
可能性がありますので、本文からは削除してお読みください。
この問題を考える前提として考えなくてもならないのは、区分所有法では、第３条において、
「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成
し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」
とされていることです。すなわち、規約を定め、および管理者を置くことを含めて、集会(総会)を開く
ことは、任意規定とされていることだと考えました。法律(区分所有法)上は集会(総会)を開いても開
かなくてもよいのです(参照：「実践 区分所有法

など」p.61or p.60「※ 国会の質疑より」)。

しかし、法第 3 条では、「この法律で定めるところにより」として、「集会を開き、規約を定め、お
よび管理者を置く」場合は、法律に定める方法で行わなくてはならないとされています。
ここで配慮しなくてはならないのは、同じ意味であるとされる「集会｣と｢総会｣の用語が区分所
有法とマンション建替え「等」法で使い分けられていることです。
区分所有法や被災マンション法では、実態のない組織を含めた団体での会合として「集会｣と
の用語を使い、「マンション建替え『等』法」では、対象となる組織が法人であるために、実態のあ
る組織の会合として「総会｣との用語を使っているように考えられます。
同様に、マンョン標準管理規約では管理組合が、管理者をおいた権利能力なき社団としての
実態のある組織であるが故に、｢総会｣という用語を用いていると考えられることです。
すなわち、区分所有法では、その団体としての構成方法が実態のない組織体と実態のある組
織体の両方を含めたものを包括的に規定しなくてはならないために、広い範囲を対象にできる
「集会」という用語が使われていると思われるのです。それが、｢集会｣と｢総会｣との用語の使い
方に現れていると考えます。
一つの具体例が、法第 68 条 1 項において、「第１号に掲げる土地又は附属施設にあっては当
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該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の４分の３以上でその持分の４分の
３以上を有するものの『同意』」とされていることや、法第 70 条における各号棟ごとの 3 分の 2 以
上の「賛成｣を求める規定に現れていると考えます。
ここでは、各共有者の集団ごとや各号棟ごとでの集会「決議」ではなく、各共有者の集団ごと
の「同意」や団地集会での各号棟ごとの「賛成の確認｣だけを求めています。その理由として、各
共有者の集団ごとや各号棟で「集会を開いて決議する｣という方法は、その組織の実態を考える
と難しいという配慮があるとされています(団地管理組合における各号棟は、各号棟ごとに実態のない団
体を構成しているとされています。)。

この認識に近い価値観が、区分所有法では「総会｣という用語を使わず｢集会｣という用語を使
う背景であり、集会の成立そのものが任意規定であるために、集会成立の定数という概念を明
確にしていないのだと考えます。
しかし、任意とはいえ、集団が、管理者(に擬制された理事長)が設置された場合は、集会(総会)を
開催することが要求(義務化)され、管理者(に擬制された理事長)は、その業務について、その集会(総
会)での報告義務が要求(義務化)され、集団の管理事項の決定は最終的にはその集会(総会)で決

めることが要求(義務化)され、集団の管理のための規約の作成も当然の前提とされてます。
そして、集会(総会)の開催方法については、その集会(総会)が法律で定められた方法でなされな
くてはならないとして、区分所有法第 34 条～44 条で定められています。
したがって、集団において、管理者(に擬制された理事長)が決められ、集会(総会)の開催が義務付
けられ、規約が作成されれば、その集団の集会(総会)に基づき全ての議決はなされるようになりま
す。そして、普通決議にしても、特別決議にしても、原則として、全区分所有者による集会(総会)で
の決議が前提となります。
なぜか時々、管理組合規約で、総会開催定足数を定めていない場合を見かけます(乏しい経験
ですが２つの団地管理組合を確認しています。)。確かに、現法の基でも、定足数が定められていても、

総会が委任状などをどれだけ集めるかが総会成立の成否の条件となっているような場合、極端
に言えば、議長一人だけでも総会は成立する可能性があります。そういった意味では、総会定足
数を規約で定める意味があるのだろうかとも考えてしまいます。
しかし、権利能力なき社団としての資格を有する管理組合なら、より集団組織の実態を明確に
するためにも、総会の実質的な実態を参加者をどのような手段で多数確保するかに求める努力
は必要最小限のものとして捉える必要があると考えます。
したがって、区分所有法に集会(総会)定足数の明確に規定がないためなのでしょうが、単なる
法解釈上の問題として捉えることなく、少なくとも権利能力なき社団としての資格を有する管理組
合規約に総会開催定足数の規定がないことは、区分所有法の精神に反するもの (対象となる法文
がないため法律違反とは言いえないとしても・・・?中野)として捉える必要があると考えます。

「総会(集会)決議での議決権数についての幾つかの疑問点」
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議決権問題②

以下の記述は、今まで、理解していると思い込んでいた議決権関連の認識を一部修正すると
ともに、今回の記述と異なる過去の記述部分については、今回の記述でもって訂正とさせていた
だきます。
※ 「規約によって決まる第 14 条に定める割合(床面積)での計算以外の議決権数
区分所有法第 38 条で、「各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第 14 条
に定める割合による」とされている規定の「規約に別段の定めがない限り」を根拠として「規約に
よって第 14 条に定める割合(床面積)での計算以外の議決権数の定めが許される」されています。
そのために、マンション標準管理規約題 46 条 1 項では、｢各組合員の議決権の割合は、別表
醍に掲げるとおりとする。｣とされ、議決権計算は専有部分(共用部分)の床面積比となることを前
提としながらも、専有部分(共用部分)の床面積比に応じて議決権の割合を算定すると、往々にし
て端数が生じ、その処理に困ってしまうことがあること。また、決議の際に、一人ひとり複雑に異
なる議決権割合をもとにして、各議決権の定数を満たしているかどうかを計算するのは容易では
ないため、たとえば、「1 住戸 1 議決権」と定めておけば、決議の際の計算も簡単となることなどか
ら、規約で、専有部分(共用部分)の床面積比以外の算定方式による議決権の割合を定めることも
認めています。
そのほか、専有部分の価格の割合等を基準とする方法や床面積の測定方法を壁心計算にす
る(法第 14 条参照)などについても認められています。
また、ある実例ですが、「専有部分 1 区分(小間数)につき、各 1 個の議決権を有する」とし
ておいて、専有部分面積を細分化して、一定の面積単位数値(○㎡)を一議決権としておき、
所有する専有面積が何単位(議決権)で構成されているかで議決権数をカウントする方法も
あります。
区分所有法で規定する議決権については、二つの意味があります。一つは、法定された区分
所有者の頭数と議決権数の両方をカウントする決議方法の際に、専有部分(共用部分)の持ち分
の大きさを表わす意味で使われる議決権(法第 39 条 1 項)です。もう一つの意味は、会議に参加し
て議案に対する可否の意思を表示する権利としてだけ(法第 39 条 2 項)の意味です。
そして、この両方の意味を｢議決権｣という用語に持たしています(参照:｢実践 区分所有法

など｣

p．21 ｢区分所有法の『議決権』という用語には二つの異なる意味があります｣)。

区分所有法第 38 条の規定では「規約によって第 14 条に定める割合(床面積)での計算以外の
議決権数の定めが許される」としかされておらず、専有部分(共用部分)の持ち分の大きさを表わす
意味でしか議決権という用語は使われていません。
したがって、標準管理規約 46 条 1 項での「議決権」の意味は、法第 39 条 2 項を根拠とした「会
議に参加して議案に対する可否の意思を表示する権利」としての「議決権」ではないと考えられ
ます。
標準管理規約第 46 条 1 項では、議決権を専有部分の床面積比であることを原則としながら
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も、標準管理規約第 46 条コメント②の、「各住戸の面積があまり異ならない場合は、住戸 1 戸に
つき各 1 個の議決権」としている場合の「議決権」は、あくまで、専有部分(共用部分)の持ち分の大
きさを表わす意味であり、それなるが故に、「各住戸の面積があまり異ならない場合｣との条件付
で、「1 住戸 1 議決権」とされているのだと考えます。
したがって、条文(法第 38 条)では、「議決権は、規約に別段の定めがない限り」としか定められ
ておらず、「各住戸の面積があまり異ならない場合｣との条件が付いていないことを理由に、「各
住戸の面積に 2 倍以上の差」があるにもかかわらず、「1 住戸 1 議決権」とする実例があるようで
すが、区分所有法の意図から判断して原則としては許されないと考えます。
しかし、例外があります。法の規定上にはこの「各住戸の面積があまり異ならない場合｣との制
約はなく、等価交換方式や複合マンションなどで、特定の区分所有者(店舗など)の専有面積が全
体の 4 分の 3 以上を所有しているような場合には、意図的に議決権数を制約する意味で「各住戸
の面積が大きく異なる場合｣でも「1 住戸について 1 議決権」とする必要があり、許されると考えま
す。
※ 議決権だけによる決議について
また、このこととは別に、区分所有法第 39 条 1 項で「集会の議事は、この法律又は規約に別
段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。」とされています。
そのことによって、特別決議事項については、法律(①法第 17 条 1 項《共用部分の変更》、②法第 21
条《共有に属する敷地などの変更》、③法第 31 条 1 項《規約の設定・改廃》、④法第 47 条 1 項《管理組合の法人
化》、⑤法第 55 条 2 項《管理組合法人の解散》、⑥法第 58 条 2 項《専有部分の使用禁止請求》、⑦法第 59 条 1
項《区分所有権の競売》、⑧法第 60 条 2 項《占有者に対する引渡し請求》、⑨法第 61 条 5 項《共用部分の復旧》
などが、区分所有者数及び議決権の各 4 分の 3 以上の賛成とされており、区分所有者数及び議決権の各 5 分の
4 以上の特別多数決とされているものに法第 62 条 1 項《建替え決議》、第 70 条１項《団地内の建物の一括建替え
決議》があります。そのほかには、第６８条１項《規約設定の特例》、第６9 条１項《団地内建物の承認決議》につい
ては、土地の持分のみを議決権とする、第６9 条 5 項《2 つ以上の特定建物の一括しての建替え承認決議》そし
て、特殊ですが、第７０条１項ただし書の「各号棟ごとの３分の２以上の賛成」)によって、区分所有者数と議決

権の数値が決められていますが、普通決議に関しては、規約によって、法と異なる規定を設ける
ことができますので、「区分所有者及び議決権の各過半数で決する。」を「区分所有者各過半数
で決する。」あるいは「議決権の各過半数で決する。｣とすることができます。
この規定によって、マンション標準管理規約第 47 条 2 項において、｢総会の議事は、出席組合
員の議決権の過半数で決する｣とされているのだと考えます。なお、この場合の「総会の議事｣
は、普通決議を指します(マンション標準管理規約第 47 条 3 項参照)。
したがって、本来、特別決議事項については、区分所有者の頭数と議決権の各 4 分の３ある
いは５分の 4 という数値は各住戸の面積があまり異ならない場合でも変更できませんが、議決権
数と区分所有者の頭数が一致する場合に限っては、「区分所有者の頭数の 4 分の 3 で決する。」
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あるいは「議決権の各 4 分の 3 で決する。｣とすることはできます。
※ 「議決権だけで決議できる」とさる法律上の根拠
法律の規定(法第 39 条 1 項)からは、普通決議に関しては、「区分所有者各過半数で決する。」あ
るいは「議決権の各過半数で決する。｣のどちらの選択も自由だと考えます。
ただ、区分所有法が民法の特別法としての考え方があり、民法の「第 252 条(共有物の管理) 共
有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数
で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。」や「第 253 条(共有物の負担) 各
共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。｣で、「各
共有者の持分の価格」や「各共有者は、その持分に応じ」とされているように、｢持ち分｣の概念
が、区分所有法の議決権の「専有部分(共用部分)の持ち分の大きさ」の概念と一致することから
決議要件として「議決権」がマンション標準管理規約では採用されたのだと考えます。
ただ、例外的に、法第 69 条の団地内の建物の建替え承認決議については、｢当該特定建物
の所在する土地の持分(これに関する権利を含む)の割合とする｣とされており、法定決議要件として
は、「議決権」だけとされています。
※ 「議決権だけで決議できる」とされる法律上以外の根拠
《続く》
「1 住戸について 1 議決権」と、マンション標準管理規約第 47 条 2 項の議決権の関係について
《続く》

集会(総会)の延期と続行
P184．「事前に通知されていない事項(議題)でも『決議できる』事項」にて記述した内容の補完
的な記述です。延期、続行についての改めて開催通知を必要か否かについては見解が分かれ
ています。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．186 「事前に通知されていない事項《議題》でも『決議できる』事項」)

延期と延会
このことに関しては区分所有法には規定はありませんが、会社法が定める株主総会について
の規定(第 317 条)や一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(第 33 条)があります。

会社法の規定による延期、続行の説明(「新･マンション管理の実務と法律」p．125)
会社法では、株主総会において、会議の延期または続行の決議を行うことができるものとして
おり、その決議をした場合には、改めて株主総会招集通知を発する必要がないと定めています
(同法 317 条、298 条、299 条)。
会社法 317 条（延期又は続行の決議）： 株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合に
は、第 298 条及び第 299 条の規定は、適用しない。
会社法 298 条（株主総会の招集の決定）： 取締役（前条第 4 項の規定により株主が株主総会
を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第 302 条まで
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において同じ。）は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めな
ければならない。
一 株主総会の日時及び場所
二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができ
ることとするときは、その旨
四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使すること
ができることとするときは、その旨
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
２ 取締役は、株主（株主総会において決議をすることができる事項の全部に
つき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第 302 条までにお
いて同じ。）の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定
めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六
項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会
社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
３ 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主
総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる
事項」とする。
４ 取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会
を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議
によらなければならない。
会社法 299 条（株主総会の招集の通知）： 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の
日の 2 週間（前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、
公開会社でない株式会社にあっては、一週間
《当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期
間を定款で定めた場合にあっては、その期間》）前までに、株主に対してその通知を発

しなければならない。
２ 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第 1 項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
３ 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところによ
り、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合
において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
４

前 2 項の通知には、前条第 1 項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しな
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ければならない。

この場合の延期とは、議事に入らずに会日を後日に変更すること、続行とは、議事に入った後
に審議未了のため後日に継続することをいいますが、後日の株主総会である延会または継続会
の日時・場所を延期、続行の決定と同時に決めていれば、延会、継続会は当初の株主総会がそ
のまま継続し、一体のものと考えることができます。そのため、改めての株主総会の招集通知を
発する必要はないと考えられるわけです。
このように、当初の株主総会がそのまま連続し、一体のものと考えられるので、議題は当初の
株主総会の議題に限られるのが原則ですし、委任状や議決権行使書も、延会、継続会に効力が
及ぶ、ということになります。
この延期、続行の定義そのものは管理組合の総会の場合にも通用するものですし、会社法
317 条、及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 56 条は、会議体の一般的な原則を
示したものと考えられるので、管理組合総会についても同様に考えてよいと思われます。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 56 条（延期又は続行の決議）： 社員総会においてその延期
又は続行について決議があった場合には、第 38 条及び第 39 条の規定は、適用しない。
第 38 条（社員総会の招集の決定）： 理事（前条第二項の規定により社員が社員総会を招集する場
合にあっては、当該社員。次条から第四十二条までにおいて同じ。）は、社員総会を招集す
る場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 社員総会の日時及び場所
二 社員総会の目的である事項があるときは、当該事項
三 社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができる
こととするときは、その旨
四 社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権を行使することができること
とするときは、その旨
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
２

理事会設置一般社団法人においては、前条第二項の規定により社員が社員総会を招

集するときを除き、前項各号に掲げる事項の決定は、理事会の決議によらなければならな
い。
第 39 条（社員総会の招集の通知）： 社員総会を招集するには、理事は、社員総会の日の 1 週間（理
事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっ
ては、その期間）前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、前条第 1

項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日の 2 週間前までにそ
の通知を発しなければならない。
２ 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
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二 一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合
３ 理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、社員の承
諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、
同項の書面による通知を発したものとみなす。
４ 前 2 項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければなら
ない。

したがって、当初の総会において、審議継続の決議とともに後日の総会日時・場所も決定して
いる場合には、改めて総会の招集通知を出す必要もありませんし、同一議題である限り委任状
をそのまま使うことができます。
しかし、このような手続きをしていない場合は、再度総会の招集通知を出さなければなりません
し、素手に詰まった委任状は使えません。賛否の意見が変わっている可能性もあり、当初欠席
のため委任状を提出していた者も後日の総会には実際に出席するかもしれないし、その反対の
ばあいもあるからです。そのため委任状も新たに区分所有者からもらう必要があります。

共有者は、すべて集会(総会)への出席は認められるのでは
--「最新 区分所有法の解説 5 訂版」著者への問い掛けを含めて--「実践 区分所有法 など」p．212or p．209 の｢共有者の集会(総会)への出席は許されるべきで

す｣の記述の中で、「最新 区分所有法の解説 5 訂版」の見解に反論をしていますが、この反論を
裏付けるような記述を見つけました(だいぶ以前に読んだ書籍ですが、問題意識もなかったためか、そのと
きには気付きませんでした)。

｢区分所有建物を共有している場合、その共有者はすべて区分所有者であり、且つ管理組合
の組合員ということになります。したがって、共有者は、すべて総会への出席が認められ、A さん
夫婦も認められます。しかし、共有の場合はそのうちの 1 人だけしか議決権を行使できません。A
さん夫婦も議決権を行使できるのは１人だけということになります。したがって、A さん夫婦主張
の 2 人分の議決権行使は認められません。
総会には、区分所有者であれば出席が認められるのが通常です。共有の場合にも共有者す
べてが区分所有者である以上、そのすべての人が出席できます。区分所有者の家族も特別の
事情がない限り、出席を認めてよいでしょう。
それ以上にどのような人が総会に出席できるかは、理事会が判断することになります(標準管理
規約 45 条 1 項参照)。通常、管理会社の担当者などの出席が認められています。｣(「弁護士に聞きたい!
マンション紛争 Q&A」p．102)

※ 住宅新報社資格図書編集部様
古い書籍となってしまいましたが著者にお尋ねしたい内容があります。お取次ぎ願えないでし
ょうか。
「最新 区分所有法の解説 5 訂版」 渡辺晋著

住宅新報社 2,400-＋税 2012．4．5
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p．238 に、｢複数の

区分所有者が専有部分を共有しているときには、議決権ばかりでなく集会の出席権や意見陳述
権も共同して 1 個の権利です。したがって、原則として複数の共有者が集会出席や意見陳述を
することはできません。複数の共有者の集会出席や意見陳述を求められた時は、議長はこれを
拒むことができます。もっとも、集会出席や意見陳述を認めるかどうかは、一定の範囲内で議長
に裁量権がありますので、議長の裁量の範囲内であれば、議長が複数の共有者の集会出席や
意見陳述を認めることができます。｣との見解が述べられています。著者としては、現在の段階で
もこの見解は正しいとされているのでしょうか。
そもそも、法第 40 条では、共有者の議決権行使者を一人に特定すること以外は求めていませ
ん。確かに、議決権や意見陳述権が共有者の共同して 1 個の権利なのだということは、他の区
分所有者との均衡からも認めざるを得ないことなのだと考えます。
そして、意見陳述権については、共有者の一人が代表して意見を述べることが可能ですから、
陳述権者を一人に制約することは、問題が少ないと考えます。さらには、議長裁量の範囲にする
ことに問題はないと考えます。ただし、マンション標準管理規約 45 条 1 項では、理事会の承認を
求めています。
しかし、共有者の集会出席権は原則的には許されるべきであり、共有者の集会出席権の原則
的な否定は、集会会場での区分所有者の共有者間の議題に賛成するか否かの相談をする行為
権等さえも否定していることになると考えます。
さらには、区分所有者としては当然の権利の集会傍聴権も否定していることになりますので、
誤った見解だと考えますがいかがでしょうか。
また、偶然なのですが、「弁護士に聞きたい!マンションの紛争 Q&A」 馬場・澤田法律事務所編
中央経済社 2,800－＋税 2008．6 の p．102 に、「共有者は、すべて総会への出席は認められる」
としての以下のような見解もあります。著者の見解とは正反対の見解だと考えます。同時に当方
として支持する見解です。以下に転記しておきます。
「区分所有建物を共有している場合、その共有者はすべて区分所有者であり、且つ管理組合
の組合員ということになります。したがって、共有者は、すべて総会への出席が認められ、A さん
夫婦も認められます。しかし、共有の場合はそのうちの 1 人だけしか議決権を行使できません。A
さん夫婦も議決権を行使できるのは１人だけということになります。したがって、A さん夫婦主張
の 2 人分の議決権行使は認められません。
総会には、区分所有者であれば出席が認められるのが通常です。共有の場合にも共有者す
べてが区分所有者である以上、そのすべての人が出席できます。区分所有者の家族も特別の
事情がない限り、出席を認めてよいでしょう。
それ以上にどのような人が総会に出席できるかは、理事会が判断することになります(標準管理
規約 45 条 1 項参照)。通常、管理会社の担当者などの出席が認められています。」

※ 住宅新報社の回答
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中野 誠 様
大変お世話になっております。日頃から弊社書籍をご利用いただき誠にありがとうございま
す。さて、中野様から頂戴していた弊社書籍『区分所有法の解説』の内容に関するご質問につ
き、執筆者の渡辺晋先生に問い合わせたところ、以下のような回答がありました。メール本文を
そのままコピーしてお送りしますので、御確認のほどお願い申し上げます。
――以下、執筆者からのメールです――
① 拙著２３８頁の記載は，「議決権ばかりでなく，集会の出席権や意見陳述権も共同して１個の
権利です。したがって，原則として複数の共有者の集会出席や意見陳述をすることはできませ
ん」となっています
② この点，立法担当者の書籍である「新しいマンション法」（法務省民事局参事官室編）237 頁に
は，法 40 条について，「討議における意見陳述権，さらには集会への出席権についても，同様に
解してさしつかえないと解されます」と記載されています。法 40 条の原則は，共有者のうちの１人
だけが，意見陳述・集会出席の権利をもつということになります
③ 同書には，引き続いて「共有者二人をともども出席させるかどうかは，集会の招集者又は議
長の裁量の問題」とされています。拙著も，これと同様に，「議長の裁量の範囲内であれば，議
長が複数の共有者の集会出席や意見陳述を認めることもできます」と記述しています
④ さて，馬場・澤田法律事務所編 中央経済社の記述は，共有の場合にも共有者すべてが区
分所有者である以上、そのすべての人が出席できます。区分所有者の家族も特別の事情がな
い限り、出席を認めてよいでしょう，と記載されているとのことですが，これは，法的な分析をして
いるのではなく，実際の取り扱いについての説明（どのように取り扱うのが適切か）だと思われます。
法的には，「新しいマンション法」（法務省民事局参事官室編）および拙著の記述のとおりであり，特
段に異論があるわけではなく，馬場・澤田法律事務所編中央経済社も，これと異なる法的見解を
示しているものではないと考えられます。
――執筆者からのメールはここまでです――
最後になりますが、ご返信にお時間がかかってしまい誠に申し訳ございませんでした。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
株式会社 住宅新報社 出版・企画グループ
※ アドバイザーへの問い掛け
専有部分を複数の者が共有しているときに、複数の共有者が集会に出席したり、意見陳述権
を行使することは許されるか？
別紙のような問い合わせを「最新 区分所有法の解説 5 訂版」 渡辺晋氏に行い、メールにて
著者からの返事をいただきました。
渡辺氏の見解のように、｢複数の区分所有者が専有部分を共有しているときには、議決権ば
かりでなく集会の出席権や意見陳述権も共同して 1 個の権利です。したがって、原則として複数
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の共有者が集会出席や意見陳述をすることはできません。｣ということが正しいのでしょうか。
「新しいマンション法」（法務省民事局参事官室編）の記述を根拠にしていることを含めて、なんとも
納得できないのですが、どのように考えるべきなのか教えてください。
※ アドバイザーの返事
① まず、共有とは何かから考えてみました。専有部分の共有者が２名の場合、２名の共有者
は、各自専有部分の２分の１についてのみ所有権を行使できると考えるべきではなく、２名の
共有者は各自専有部分全体について所有権を行使できるものと考えます。この点は、専有部
分の使用のことを考えると首肯できるところと思います。
したがって、本来、２名の共有者は、それぞれ区分所有者として、集会に出席し、意見を陳
述し、議決権を行使することができると考えるべきです。
② しかし、２名の共有者が、区分所有者として合計２つの議決権を行使すると、1 名の区分所
有者が専有部分を所有している場合と比較して、２倍の議決権を行使できることになり、不平
等・不公平になります。
③ そこで、建物の区分所有等に関する法律第４０条は、『議決権行使者の指定』という規定を
設けて、議決権行使者を共有者のうちの１名にすると定めたのです。
この規定については、当然のことを定めたという意味の確認規定ではなく、わざわざこの規
定を設けたという意味での創設規定と考えるべきです。
そう考えますと、共有者が集会に出席し、意見を陳述するという権利については、本来、区
分所有者の権利として存在し、当然に共有者のうちの１名に制限されるいわれはありません。
④ 渡辺晋氏は、共有者の出席資格及び意見陳述権についても１名だけが有するとした根拠に
ついて、『議決権行使の前提ですから』としていますが、共有者も区分所有者であるとの大原
則と比較して、安易な根拠付けと言わざるを得ず、共有者の区分所有者として集会出席権、
意見陳述権を制限する理由とはなりえないと考えます。
さらに、理念として、共有者が集会に出席し、意見を陳述することは、管理組合の運営にと
って、好ましいことでありこそすれ、何ら障害となるものでもありません。
⑤ また、渡辺晋氏が、法務省民事局参事官室編の「新しいマンション法」の記述を根拠とするこ
とについても、新しいマンション法の記述の根拠が示されていてその理由が納得できるもので
あればともかく、単に法務省参事官室編であるからとのことであれば、事大主義的な理由付け
であって納得できるものではありません。
なお、渡辺晋氏及び「新しいマンション法」が、集会の議長の裁量によって共有者を２名以
上出席させることも可能としている点も、共有者の集会出席及び意見陳述権を認めない理由
が『議決権行使の前提ですから』とのことであれば、論理の必然として、裁量によっても共有者
を２名以上出席させることは許されないとすべきであって、論旨に矛盾があることになります。
そして、渡辺晋氏が、集会の議長の裁量によって共有者２名以上出席させることも可能とす
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る論をマンション標準管理規約第４５条第１項により根拠づけようとするのであれば、それは
『議長の裁量によること』と同条第１項の『理事会が必要と認めた者』の場合とを混同するもの
で、採用しえない主張というべきであり、また、新版マンション標準管理規約の解説（監修 国土
交通省住宅総合整備課マンション管理対策室、編著 民間住宅行政研究会）が、第４５条の解説におい

て、『もっとも、その他の共有者も組合員であることには違いないから、特に、第１項の理事会
の承認という手続きを踏むまでもなく、総会の招集者又は議長の裁量によって、共有者を２名
以上出席させることとしても差し支えないであろう。』としている点も、渡辺晋氏と同じく、裏から
共有者の集会出席権、意見陳述権を認めたもので論理が破綻しているものと考えます。
※コメント
納得のいくご返事ありがとうございました。
そもそもが、「新しいマンション法」の記述内容は、著者が多数にわたっているためでしょうが、
絶えず検証しながら読まなくてはならない本だとの印象もありました。渡辺氏のように、本来な
ら、論理的な裏付けを持った自分の主張ができると思われるような職業の方が、自説の裏付け
として、単純に、官僚の書籍を引用することに対する不信感もありました。
また、最近多くの著者に直接問い合わせをする場合がありますが、渡辺氏と同じような対応を
される方が結構いることにも驚きを感じていました。
当方も、あまり厳密な論理的な裏付けもないままに少なくとも自分にとって納得のいく主張に
対しては、刊行本の「おいしいところ」だけを引用してしまいがちですが、間違っていれば正せば
よいといった感覚で、極力論理的な裏付けを持った自分の主張ができるようになりたいと自省も
しています。今回は、ありがとうございました。
(追記)2014/01/30
原則としては、集会に出席し、意見を述べ、議決できるのは一人に限定される(議決権の行使は
一人に限定されるが、議題によっては共有者全員が集会に出席した方がよい場合もあるであろうから、複数人の
出席や発言を認めるかどうかは、議長の裁量権の範囲である)。との見解が「コンメンタール区分所有法」

p．145 にあったが、「コンメンタールマンション区分所有法」や「基本法コンメンタール」には、発言
者は一人に絞るべきだとの主張はあるが、「出席者が一人に限定される」かについては、言及さ
れていなかった。いずれにしても、「共有者は全てが出席できる」との認識で集会(総会)は運営さ
れるべきだと考える。
※ 「新しいマンション法」の評価については、「実践 区分所有法 など」p．403 or p．399（編者追）を参照してくだ
さい。(参照：「実践 区分所有法 など」p．212 or p．209 ｢共有者の集会(総会)への出席は許されるべきです｣)

臨時集会(総会)開催請求権の行使は、議題提案の動議と同様の価値があります。
---30 人程度の小・中規模マンションでは、6 人の頭数と、全議決権の 5 分の 1 がそろえば請求で
きる臨時集会(総会)開催--臨時集会(総会)開催請求権は、臨時集会(総会)の開催を区分所有者(住戸所有者)の頭数の 5 分の
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1 と議決権の 5 分の１以上のメンバーの連名で請求する方法です。
法３４条に基づく臨時集会(総会)開催請求するのは、臨時集会(総会)での議題として理事会が取
り上げて欲しいと考える時の一つの手段です。議題提案の動議と同様の価値があります。
法３４条(集会の招集）３項 区分所有者の 5 分の 1 以上で議決権の 5 分の 1 以上を有するもの
は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求
することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
４項 前項の規定による請求がされた場合において、2 週間以内にその
請求の日から 4 週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発
せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集
することができる。
これらの臨時集会(総会)開催請求権(招集権ではありません)は、区分所有者(住戸所有者)30 人程度
の小・中規模マンションでは、6 人の頭数と、全議決権の 5 分の 1 がそろえば請求できるという、
現実的な権利なのです。
当該臨時集会(総会)開催請求権を行使する目的は、法第 34 条 3 項の規定に基づき臨時集会
(総会) そのものを開催させることなのであり、提案する議案あるいは議題は、その臨時集会(総会)

の目的として明確にする必要はあります。
臨時集会(総会)開催請求で明記しておくべきは
① 法第３４条第３項に基づく臨時集会(総会)開催請求である事。したがって請求から２週間以
内に請求の日から４週間以内の臨時総会招集の手続きが実行されないようであれば、３４
条４項にもとづき、われわれに臨時集会(総会)招集権があること。
② 臨時総会開催請求の目的である提案する議題及び議案
③ 区分所有者の頭数の 5 分の 1 と議決権の 5 分の１以上のメンバーの連名あるいは代表者
名を記載。
したがって、すでに別の目的の臨時集会(総会)が予定されているような場合には、その臨時集
会(総会)で、要求している議題あるいは議案が採用される可能性があり、採用されることが明確で
あれば、われわれの独自の臨時集会(総会)開催請求は一時保留することは銘記しておく必要が
あると考えます。
しかし、予定されている臨時集会(総会)でも、要求した議題あるいは議案が採用されないとなれ
ば、実質的な、要求した臨時集会(総会)の開催拒否ですので、臨時集会(総会)の開催請求をした者
達には、法第 34 条 4 項に基づく独自の臨時集会(総会)開催招集権を持つことができることになり
ます。
この集会(総会)を招集する要求をする場合、集会(総会)開催の目的を明確にする必要があります
が、あくまで集会(総会)の目的を明確にすることが求められているだけであって、あらゆる議題(議
案を含む)がテーマとして取り上げることが許されています。
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このとき注意をすべきなのは、集会(総会)の成立のためには、規約で決められている定足数を
満たさなくてはならないことと、集会(総会)の目的が自分たちの提案する議案の決議を目的として
いる時は、その裁決を確保できる定数をも確保する必要はあります。
臨時集会(総会)開催請求権を行使しようとする人たちは、とかく、このことを忘れがちですので注
意が必要です。

理事長に総会招集の請求をするには--議題提案の動議と同様の手段－2――
別冊 p．236 臨時集会(総会)開催請求権の行使は、議題提案の動議と同様の価値があります。
---30 人程度の小・中規模マンションでは、6 人の頭数と、全議決権の 5 分の 1 がそろえば請求できる臨時集会
(総会)開催---」での提案と同趣旨の記述が、合人社計画研究所の「明解

マンション管理の法律

シラブル相談集 Q&A」に掲載されていました。

Q
理事会に、駐車場の増設について総会で審議してほしいと要請したのですが、理事会(理事長)
としては増設の必要がないので総会にはかるつもりはないとのことでした。しかし、多数の人が
駐車場不足で困っており、増設の余地もあると思われますので、ぜひこの問題を協議したいので
す。どうしたらよいでしょうか。

A
まず、相当数の駐車場増設の立場をとる人が再度理事会(理事長)に要請してみてください。そ
れでも理事会の態度が変わらない時は、以下の要件を満たせば区分所有者から理事長へ臨時
総会の招集を請求することができます。
その要件とは、(1)区分所有者の５分の１以上かつ議決権の 5 分の１以上を有するもの(この数
は規約の規定により減じてあることがあります)が(2)会議の目的たる事項(議題)を提示して臨時総会の招

集を請求することです。
この要件を満たす区分所有者から臨時総会招集の請求があった場合、理事長はその請求の
あった日から２週間以内に、その請求日から４週間以内の日を会日とする総会の招集通知を発
しなければならないことになっています。
理事長から期間内に通知が発せられなかった場合は、上記(1)・(2)の要件を満たす区分所有
者が、直接臨時総会を招集することができます。
以上は、あくまで区分所有法の定めにより、臨時総会を招集する非常事態というべきケースであ
って、基本は話し合いで解決すべきです。よく話し合って、本当に必要ななら理事会も取り上げる
はずですし、緊急を要する事項でない場合には、臨時総会によらなくても、定時総会まで待って
定時総会の議題にするなどの方法もあるかもしれません。

総会での理事会としての説明義務について―会社法より―
総会において、組合員から特定の事項については説明を求められたら、理事長は理事会を代
表しての説明義務を負い、監事もその役職から同様の義務を負うと考えられます。
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区分所有法には、理事会制度がないため、総会での理事会としての説明義務について明記
がありません。ただ、管理者に擬制されている理事長には、総会を開いて、管理者としての報告
義務と理事会業務の報告義務があり、報告するからには当然に結果についての承認を求める
必要があり、毎会計年度の収支決算案などについても同様です。ただその報告が管理者として
の報告義務と理事会としての報告義務であり理事長は理事会を代表しての説明義務を負うので
すから、理事長に限定されるものではなく、理事会のメンバーはが補足的に説明することも許さ
れると考えます。
会社法 314 条中に株主総会における会社側の説明義務についての規定があります。また、説
明義務を免れる具体的なケースについ会社施行規則 71 条に規定がありますので書き出してみ
ました。
会社法 314 条（取締役等の説明義務） 取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会に
おいて、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事
項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総
会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより
株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として
法務省令(施行規則 71 条)で定める場合は、この限りでない。
会社施行規則 71 条（取締役等の説明義務） 法第 314 条 に規定する法務省令で定める場
合は、次に掲げる場合とする。
一

株主が説明を求めた事項について説明をするために調査を
することが必要である場合（次に掲げる場合を除く。）
イ 当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項
を株式会社に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく
容易である場合

二

株主が説明を求めた事項について説明をすることにより株式
会社その他の者（当該株主を除く。）の権利を侵害することとなる
場合

三

株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について
繰り返して説明を求める場合(同じ質問を蒸し返すことは、会社に対す
る嫌がらせと判断)

四

前三号に掲げる場合のほか、株主が説明を求めた事項につ
いて説明をしないことにつき正当な理由がある場合

決議について
議決権行使書の様式の提案
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インターネットで検索した「議決権行使書」では、「※行使内容に○表示がない場合は、賛成と
みなす」とされていました。
提案では、「※行使内容に○表示がない場合は、議決権行使書は無効とみなします。ただし総
会への出席はなされたとみなします。」と変更します。又、「棄権｣を付け加えます。

議決権行使書
私は、○○年○○月○○日開催の○○○○管理組合第○期・通常総会
の議案について、下記の通り議決権を行使いたします。
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

賛成
賛成
賛成
賛成
賛成

・
・
・
・
・

反対
反対
反対
反対
反対

・棄権
・棄権
・棄権
・棄権
・棄権
以上

○○年○○月○○日
○○○○管理組合 殿
住居番号

区分所有者

印

※行使内容に○表示がない場合は、議決権行使書は無効とみなします。
ただし総会への出席はなされたとみなします。
区分所有者(住戸所有者)の頭数と議決権(持分権)が併用される意味
---区分所有者(住戸所有者)の頭数の採用の意味がもう一つ理解できませんでした--このことは、すでに、｢実践 区分所有法 など｣p．220 orp．217「マンション標準管理規約で区
分所有者(住戸所有者)の頭数と議決権(持分権)が併用されない意味」の冒頭で記述していますが、民
法の意思決定方法に採用される持分に相当するものとしての議決権(持分権)はすぐに理解でき
たのですが、区分所有者(住戸所有者)の頭数の採用の意味がもう一つ理解できませんでした。
しかし、｢マンション法｣p.69 に、｢区分所有関係は、共用部分等の共同所有関係であると同時
に共同利用の関係にあるから、一方では、各区分所有者の共用部分共有持分の大きさが議決
権の大きさに通じ決議に反映されるべきであるが、他方では、各区分所有者がその共用部分共
有持分の大小とは無関係に頭数によって議事参加権を有するのが相当との理由による｣とされ
ており、理解を深めるのに役立ちました。
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(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．220 or p．217「マンション標準管理規約で区分所有者《住戸所有者》の頭数と
議決権《持分権》が併用されない意味」)

白紙委任状有効の判例
白紙委任状を総会議長に一任とし、賛成票として扱ったことが有効となった判例＝横浜地判
平成 3 年 12 月 12(判時 1420 号 108 頁)(マンション管理判例集 vol.5)
(参照：「実践 区分所有法 など」p．238or p．235「白紙委任状も有効な委任状として扱って問題なし。」)

可否同数の時の議長決済は、1983 年改正区分所有法時代から無効扱い
旧マンション標準管理規約では、「可否同数のときは、議長の決するところによる。」とされてい
ましたが、すでに、1983 年区分所有法改正後の早い時期から無効とする見解があった様です。
1997 年 2 月初版第一刷発行の「注解不動産法」p．223 において、次のように記述されていま
す。「決議について、規約の別段の定めとして、可否同数の時は議長が決するところによると規
約に定められているときはこのような効力はどのように解すべきであろうか。
議長が区分所有者でないときはこのような効力を認めることはできないし、また、議長が区分
所有者のときにも、そもそも議決権が二つはないのであるから二重の議決権を行使させるべき
ではないのでこのような効力認める必要はない。」
この見解は当然ものと考えますが、「可否同数のときは、議長の決するところによる。」との標
準管理規約の規定が、2004 年 1 月のマンション標準管理規約第 3 回改正まで残されていたこと
は不思議に思います。ただ、国会などでの裁決の際には、議長に最初の議決権がないことが前
提の慣例となっているようですので、そのような前提で採用されていたのかもしれません。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．213 or p．210「集会《総会》の議事は、賛否同数の場合は否決されたものとみ
なす。」)

議決権行使書に賛否の記載のないときの扱いについて
---「賛否の記載のないときに賛成として扱う規約」を設けることは避けるべき---区分所有法に定める書面投票(表決権行使)に類推適用される会社法施行規則(第 66 条 1 項 2 号)
では、例外的に議決権(表決権)行使書に、あらかじめ「いずれの記載もないときは、賛成、反対ま
たは棄権のいずれかの意思表示があったものとして取り扱う」旨の記載をすることができるとさ
れ、いずれの記載もない議決権(表決権)行使書を「賛成とみなす」のか「反対とみなす」のか「棄権
とみなす」のか明かにしてから投票を行う必要があるとされています。
そしてこの規定からだと思われますが、「召集権者が送付した議決権行使書において賛否の
記載のないときは、賛否のいずれかに意思表示があったものとして取り扱う規約を定めても有効
である(「注解不動産法 5」p．221)」として、さも、「賛否の記載のないときに賛成として扱う規約」を設
けることも許されるとの見解があります。
しかし、「区分所有者(住戸所有者)が議案の賛否いずれにも表示をしないで書面(議決権行使書)を
提出してきた場合に備えて、そのような場合は議案に反対したとみなす旨あらかじめ記載してお
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くことも許されます。」とし、「なお、棄権したとみなす旨記載することも差し支えありませんが、賛
成したとみなす旨記載するとことについては、積極的な賛成の意思表示がないのにこれを認め
ることは疑問がありますので避けたほうが良いと思われます」(「マンション管理組合総会運営ハンドブ
ック」p．319)との見解があります。

トラブルを防ぐ意味からも、「避けたほうがよいと思われます。(「マンション管理組合総会運営ハンド
ブック」p．319)」の見解を支持したいと考えます。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．233 or p．229「『賛成』『反対』『棄権』のいいずれの意思表示もない書面投票
《電子投票を含む》は無効--「棄権」については、意思表示をしたものとして議決権《表決権》行使書は有効と考え
ます—」)

「実践 区分所有法 など」p．232 or p．229「特別決議の表決権条件の無効(無効規約
の実例。)」の記述をアンターライン部分に修正
※ 原則として、特別決議については、「組合員総数(頭数)の 4 分の 3 以上および議決権(持分権)
総数の 4 分の 3 以上」の両方が必要であり、例外的に「変更」については、管理規約(規約)でそ
の頭数を過半数まで減らすことはできますが、議決権(持分権)総数の 4 分の 3 以上は減らすこと
はできません(法第 17 条 1 項ただし書)。
ただし、議決権(持分権)については、規約で共用部分の持分ではないカウントの仕方にしたり、
持分の差が少ない時などは、規約で同一持分の議決権(持分権)に変更(改正)することはできます
(法第 38 条)。

区分所有法における「代理する」との表現について
---「個人的に代理する」という意味はまったく含まれていない--区分所有法の条文で「代理する」といった表現が出てきます。この場合の「代理する」には、
「統括的に代理する」あるいは、「区分所有者(住戸所有者)全体を代理する」という意味が含まれて
いるのです。
したがって、「個人的に代理する」という意味はまったく含まれていないのです。この使い方は、
区分所有法独特ともいえる表現方法であり、ともすると、「区分所有者(住戸所有者)個人の代理」と
理解しやすく、正しくは把握していないと、混乱が生じます。
世界大百科事典 第２版の解説(インターネット)
だいり【代理】
本人と一定の関係にある者が本人に代わって意思表示をなし，または第三者の意思表示を
受けることによって，直接本人にその効力を生じさせることをいう。
とされているように、「代理する」とは、「『区分所有者(住戸所有者)全体を代理』し、『区分所有者(住
戸所有者)全体』に代わって意思表示をなし，または第三者の意思表示を受けることによって，直接

『区分所有者(住戸所有者)全体』にその効力を生じさせる」という意味になるのです。

区分所有者を代理する権限について―代表するとは区分所有者全員を代理する旨――
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ともすると、「代理」という文言が、個人を代理するといった意味に使われることが多いため、区
分所有法で使われる「代理」という文言の理解に戸惑いを感じることがあります。
法第 26 条 2 項では、｢管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。・・・｣とされていま
す。この趣旨は、管理者が対外的な法律行為をする際に、区分所有者(住戸所有者)全員の代理人
として行い、その効果は区分所有者(住戸所有者)全員に帰属するということです。
「代理」という文言を用いていますが、それは各区分所有者(住戸所有者)からすれば代理というこ
とになるためであって、趣旨は区分所有者(住戸所有者)全員にいわば総有的に帰属している権利
義務を代表するということになります。
したがって、各区分所有者(住戸所有者)から管理者宛の個別の委任状は必要ありません。管理
者としての行為の効果は、権限内の行為であるかぎり当然に区分所有者(住戸所有者)全体に及び
ます。(「これからのマンションと法」p.350)
なお、管理組合法人の場合は、法人が区分所有者全員を代理し(法第 47 条 6 項)、その法人を代
表するものとして必ず理事(法第 49 条 3 項)を置かなくてはならない(法第 49 条 1 項)ことになっていま
す。
代理・・・・ 民法上の用法では、本人に代わって別の人間が意思表示を行うことにより法律行
為（契約等）を行い、その効果が本人に帰属する制度をいう。
代理によってなされる法律行為のことを代理行為と呼ぶ。代理行為を依頼した人
物を本人、代理を行う者を代理人と呼び、これら以外の代理行為の当事者を相手
方と呼ぶ。代理の効果は直接本人に帰属し、本人に帰属させる意思を代理意思と
いう。代理を行う権限を代理権という。
民法における代理とは、法律行為の効果帰属主体と意思表示の主体（行為主体）
を分割する制度である。そのため、本人がいかなる法律行為をするか決め、その意
思表示を伝達するにすぎない使者とは異なり、代理人が、代理権の範囲で、代理
人自身の判断でいかなる法律行為をするか決め、意思表示をするのである(ウィキペ
ディア)。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．278 or p．274「管理者《に擬制された理事長》は、管理組合の代表者か区分
所有者の単なる代理人か」)

「賃借人等(占有者)に決議の効力を主張できなくなる」の意味
---賃借人等(占有者)は、その決議に従う必要がないということです。--賃借人等(占有者)に対する招集手続き(法第 44 条 2 項)に違反した場合、集会(総会)決議の効力を
主張できなくなるとの意味は、このような場合の集会(総会)決議は区分所有者(住戸所有者)に対して
は拘束するものとして有効な決議になるが賃借人等(占有者)にはこの決議の効力は直接及ぼす
ことはできなくなるということです。たとえば、集会(総会) でペットの飼育禁止が決議されたとして
も、区分所有法 46 条 2 項の規定があるにもかかわらず、意見を述べる機会(44 条)を与えられな
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かった賃借人等(占有者)は、その決議に従う必要がないということです。(参照：｢実践 区分所有法
など｣p．240 or p．237 「賃借人等《占有者》に対する招集手続が違反したときはどうなるのでしょうか?」)

※「意見を述べる機会」と｢意見陳述権｣とは異なる概念である事を知っておくべし。
(参照：別冊 p.410「「意見を述べる権利(陳述権)」と「弁明する機会」は異なることか?の問い合わせ№1㈱法学書
院 編集部様)

ファクシミリは書面(紙)と同様には扱える。しかし、電磁的方法とはされてはいない理
由。---電磁的方法とは、電子メールやウエブサイト(ホームページ)、フロツピーデスクや CD―ROM
を指します---※ 電磁的方法とは
建物の区分所有等に関する法律施行規則(平成 15 年 5 月 23 日法務省令第 47 号)
建物の区分所有等に関する法律（昭和 37 年法律第 69 号）第 30 条第 5 項、第 33 条第 2 項、第 39
条第 3 項、第 42 条第 4 項及び第 45 条第 1 項の規定に基づき、建物の区分所有等に関する法
律施行規則を次のように定める。
第 3 条（電磁的方法） 法第 39 条第 3 項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法と
する。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で
接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送
信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるも
の
二 第 1 条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法
２ 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成する
ことができるものでなければならない。
解説
電磁的方法による議決権行使の具体例には、本条 1 項一号の方法としては、電子メールの送
受信やウエブサイト(ホームページ)への書き込みの利用が考えられる。
本条１2 項二号の方法としては、規則 1 条に規定する「電磁的方法」、例えばフロツピーデスク
や CD―ROM の交付が考えられる。 ただし、本条 2 項において、規則 1 条の方法をとったとして
も、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなけれ
ばならないとしている。(「コンメンタール区分所有法」p．306)
※ファクシミリとは
〔ウィキペディア〕 ファクシミリ（英語： facsimile）は、画像情報を通信回線を通して遠隔地に伝送す
る機器、あるいは仕組みのこと。
日本の電波法施行規則では「ファクシミリ」は「電波を利用して、永久的な形に受信するために
静止影像を送り、又は受けるための通信設備」と定義されている（電波法施行規則 2 条 1 項 23 号）。
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〔世界大百科事典 第２版の解説〕
ファクシミリ【facsimile】 文字、図形、写真などの二次元画像を光電変換系により電気的信号
に変換し、これを通信回線を通して遠隔地に送信し、受信側において記録変換系により電気信
号から原画像を再生し、永久的に残る形の記録画像として原画像のコピーを得る方式を総称し
てファクシミリという。ファクシミリの語源はラテン語の facsimile で，英語の make(it)similar(同形の
物を再生する)に対応し，略してファックス fax ともいう。

〔IT 用語辞典 e-Words〕
FAX【Facsimile】ファックス/ファクシミリ 公衆回線を使って画像を転送するシステム。書類を読み
取って画像データに変換する装置と送られてきた画像データを印刷する装置が組み合わさった
専用の送受信機器を使う。パソコンを回線につないで利用することもできる。現在のアナログ回
線 で 利 用 で き る G3(Group3) 規 格 が 最 も 普 及 し て お り 、 ISDN 回 線 で 利 用 で き る 高 品 質 の
G4(Group4)規格はあまり普及していない。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．221 or p．218「ファクシミリも書面《紙》による議決権《表決権》行使の一種」)

特別決議事項の決議要件について

――「仏作って、魂入れず 1｣----

---定足数の規定での定足数の数値を定める意味はなにか---「集会(総会)規定があって、集会(総会)定足数の定めがない規約」とは、規約の規定で集会(総会)の
開催などが規定されていながら、集会(総会)の成立の前提条件となる集会(総会)定足数の定めが
ない規約ということです。まさに、「仏作って、魂入れず｣の状態といえると思います。
区分所有法では「集会を開き、規約を定め、および管理者を置くことはできる」(法第 3 条)とさ
れ、規約を定め、および管理者を置くことを含めて、集会(総会)を開くことも任意規定とされていま
す。すなわち、法律上は集会(総会)を開いても開かなくてもよいのです(参照：「実践 区分所有法

な

ど」p.61or p.60「※ 国会の質疑より」)。

ただし、法第 3 条では、「この法律で定めるところにより」とされ、「集会を開き、規約を定め、お
よび管理者を置く」場合は、法律に定める方法でしなくてはならないとされています。
この規定にもとづき、区分所有法では、「集会を開く手だて」(法第 34 条等)や「規約を定める手だ
て」(法第 30 条等)そして、「管理者の選任」(法第 25 条等)についても法定されています。
ここで問題にしたいのは、「集会(総会)」についてです。区分所有法では、管理組合(法第 3 条の団
体)が原則として定期的に「集会(総会)」を開催することを前提とした規定を設けています。

そして、「集会(総会)」の規定を採用する限りは、原則として管理組合(法第 3 条の団体)の運営上
の全ての事項については、「集会(総会)」で決定することが前提とされています(決議方法の例外規定
として法第 45 条 1 項・2 項があります。)。

そして、区分所有法では「集会(総会)」の成立した場合には、法第 42 条(議事録)1 項・2 項 3 項に
て証明できるようにされています。しかし、「集会(総会)」を成立させるための前提条件についての
規定は明示されていません。
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「集会(総会)」の開催は任意規定のため、「集会(総会)」そのものの必要性だけを決めておけば、
その成立の前提条件については、管理組合(法第 3 条の団体)の自主性にまかされているのだと考
えます。
そして、「集会(総会)」を成立させるための前提条件一つの方法として、マンション標準管理規約
第 47 条 1 項では、「総会(集会)の会議は、前条第 1 項に定める議決権総数の半数以上を有する
組合員が出席しなければならない。」として、定足数の規定を設けているのだと考えます。
したがって、管理組合(法第 3 条の団体)の規約に「集会(総会)」を成立させるための前提条件とな
る方法が明記されていない規約があるとすれば、その規約は、「集会(総会)」を成立させるための
裏付けのない、あまりにも不十分な規約といえると考えられますので早急に規約改正をすべで
あると考えます。
一般的には、「集会(総会)」を成立させるための前提条件となる方法は、定足数の規定です(憲
法第第 56 条)。そして、本来は、この定足数は、最低、普通(過半数)決議事項が議決できるように団

体構成員の半数は確保されるべきであり、特別決議事項も議決できるようにするためには、団
体構成員の 4 分の 3 以上とすべきだと考えます。
ただ、定足数の規定での定足数の数値を定める意味は、「集会(総会)」を成立させることの前提
条件の方法の一つであり、実質的には、「集会(総会)」が開催できるような最低限の数値としてお
き、構成員にあまり強い影響力のない普通決議事項ぐらいは、出席者で決議できるようにとの配
慮から、専有部分の床面積がほぼ同じようなマンションを基準として作成されている標準マンショ
ン管理規約では、議決も議決権数だけでカウントできるようし、議決権総数の半数以上を有する
組合員の出席とされているのだと考えます。
なお、普通決議事項や特別決議事項で扱われる議決権については、法第 38 条で、議決権(持
分権)の割合は管理規約(規約)で別段の定めができるとされています。

しかし、法第 39 条によれば、特別決議事項の場合は区分所有者(住戸所有者)の頭数と議決権の
定数は法定されており、規約で変更できません。したがって、法第 38 条により、規約で別段の定
めができるのは議決権(持分権)の割合についてだけです。
したがって、特別決議事項の場合は、決議定足数が法定されているも関わらず、法第 38 条の
解釈から議決権(表決権)割合の変更は許されるとして、特殊な場合や「各住戸の面積があまり異
ならない場合」といった制約も設けずに、実質的な議決権の矮小化を認める解釈には疑問が沸
きます。
4 分の 3 を必要条件とする特別決議や 5 分の 4 を必要条件とする建替え決議等での議決権(持
分権)は、原則(法第 14 条 1 項)に基づいた、持ち分についての原密な計算に基づくべきであり、特殊

な場合以外は、議決権(持分権)と区分所有者(住戸所有者)の頭数を一致させて、区分所有者(住戸所有
者)の頭数だけで 4 分の 3 あるいは 5 分の 4 のみの決議でよいといった裁決方法はすべきではな

いと考えます。
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いずれにしても、管理組合(法第 3 条の団体)の規約で、マンション標準管理規約と同等の定めが
されている場合には、特別決議事項を議決するために、「集会(総会)」成立の前提条件としての集
会(総会)の定足数のカウントを、この議決権だけで過半数の出席であることを確認した上で、全区
分所有者の頭数と議決権の両方の 4 分の 3 以上での賛成が必要であるとの法定上の規定は守
って、全区分所有者(住戸所有者)の議決権の 4 分の 3 以上で決議することになります。
なお、決議をするためには、代理権や議決権行使書の使用は認められています(法 39 条 2 項)
が、定足数のカウントの際には、「『集会(総会)は、区分所有者(住戸所有者)の半数以上が本人また
は代理人によって出席しなければならない』との管理規約(規約)がある場合には、議決権(表決権)
行使書の提出(書面投票)をもって出席とみなすことはできません。
この場合は、区分所有者(住戸所有者)の半数以上の出席という実質的な条件を満たした上での
集会(総会)の決議が必要となる」との見解(「マンションコンメンタール区分所有法第 2 版」稲本洋之助・鎌野
邦樹著)があります。

実際に、管理組合(法第 3 条の団体)運営に際しては、特別決議事項を決議するための所定の決
議数を確保するためには、現実の「集会(総会)」出席者だけでは足りず、議決権行使書(法第 39 条 2
項)を集めたり、代理人(委任状)(法第 39 条 2 項)を集めたりして、実質的に、決議のための「集会(総
会)」出席者が特別決議事項を決議するための所定の決議数と同等以上となるように努力されて

いるのではないでしょうか。
なお、決議方法の例外規定であるとした法 45 条 1 項(2002 年法にて新設)は、規定されている決
議方法について全員一致の合意があれば、同様の決議方法が採用でき、その結果は、「集会(総
会)」決議と同等のものとして扱われ、同じく例外規定である法 45 条 2 項(1983 年法では、1 項)は、議

案の対する全員の一致があつたものについてだけが、「集会(総会)」決議と同等のものとして扱わ
れます。
(参照：「実践 区分所有法 など」p.176 or p.174「区分所有法の決まりでは、出席者一人でも集会(総会)は成立し
ます」、同「集会(総会)成立の為の条件としての定足数を定める必要性」)

特別決議事項は、集会(総会)定足数とは関係なく、全区分所有者(住戸所有者)の頭数と
議決権の両方の 4 分の 3 以上が決議要件 –仏作って、魂入れず-2—
---集会(総会)の役割については謳っていても、その裏付けとなるものの規定はない—区分所有法でも集会(総会)の招集方法とその役割は定めており、かつ、集会(総会)での議決要
件については定めていますが、その前提となる集会(総会)の開催については任意的なものである
ためか、集会(総会)の成立を証明するものは、集会(総会議事録そのものであって(法第 42 条 1 項・2
項・3 項)も、集会(総会)成立のための前提条件についてはなにも定めていません。

したがって、区分所有法の集会(総会)についての規定は、集会(総会)の役割については謳ってい
ても、その裏付けとなるものの規定はなく、集会(総会)の成立の裏づけとなる定足数などの成立の
ための前提条件などは、規約で定めるしかないことになっています。まさに、「仏作って魂入れ
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ず」の状態だと判断しています。
また、それなるが故に、規約で集会(総会)成立の前提条件のための定足数を定めておかなくて
はならないことになります。そして、マンション標準管理規約第 47 条 1 項では、「総会(集会)の会議
は、前条第 1 項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」と
規定しているのです。
また、同 3 項では、「次の各号に掲げる事項に関する総会(集会)の議事は、前項に関わらず、組
合員総数の 4 分の 3 以上および議決権総数の 4 分の 3 以上で決する」とされています。この 3
項での対象議案(特別決議事項)には規約の制定、変更又は廃止も含まれます。
この場合の「前項」とは、2 項の「総会(集会)の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決す
る」との規定を指しているため、規約の制定、変更又は廃止についても、47 条 1 項での「議決権
総数の半数以上を有する組合員が出席」した上で、「組合員総数の 4 分の 3 以上および議決権
総数の 4 分の 3 以上で決する」必要があります。
現在、区分所有法の規定で要求されているのは、集会(総会)成立の前提条件が宙に浮いたま
まで(規約任せで)、集会(総会)での議決が普通決議事項については、区分所有者(住戸所有者)の頭数
と議決権の両方の過半数、規約改正などの特別決議事項については、区分所有者(住戸所有者)の
頭数と議決権の両方の 4 分の 3 の確保となっているのです。
そして、集会(総会)の成立が規約による定足数の定めにより実体性を持つようになり、集会(総
会)での報告等ができるようになったとしても、集会(総会)で決められる決議事項で集会(総会)の役割

が強く現れるのは、規約で集会(総会)参加者の過半数で決議できるとされた普通決議事項だけで
あり、特別決議事項については、集会(総会)で決議することが謳われていても、集会(総会)出席者
の定足数とは関係なく、全区分所有者(住戸所有者)の頭数と議決権の両方が 4 分の 3 以上(建替え
決議については 5 分の 4)であることが決議要件となっています。

したがって、特別決議事項を可決させようとするような場合には、集会(総会)定足数の確保によ
り、集会(総会)成立のための前提条件を作り上げるとともに、すなわち、マンション標準管理規約
では、議決権数の半数以上を有する組合員が集会(総会)に出席していることを前提として、議決
参加者の数(マンション標準管理規約では議決権数)が集会(総会)参加者と代理人(委任状を含む)および
議決権投票者の総合計で、全区分所有者(住戸所有者)の頭数と議決権の両方が 4 分の 3 以上(建
替え決議については 5 分の 4)となるようにしなくてはならないのです。
(参照：「実践 区分所有法 など」p.176 or p.174「区分所有法の決まりでは、出席者一人でも集会(総会)は成立し
ます」、同「集会(総会)成立の為の条件としての定足数を定める必要性」)

定期集会(総会)も法 45 条 1 項・2 項の集会(総会)を開かないで決議する方法の採用は
許されるのでは
法で認められている会議を省略しての決議方法(法第 45 条１項・2 項)において、集会(総会)の決議
事項につき、会議を省略して書面又は電磁的記録をもって決議することを区分所有者全員が賛
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成した場合で、書面又は電磁的記録で提案内容に賛否の意思を表示して決議した場合には、集
会決議があったものとみなす旨の規定(法第 45 条１項)、または、集会(総会)の決議事項につき、会
議を省略して書面又は電磁的記録をもって提案された内容に総区分所有者(住戸所有者)が賛成の
意思を表示した場合には、集会(総会)決議があったものとみなす旨の規定（法第 45 条 2 項条）があり
ます。
これらの方式の採用は、決議すべき事項が出てきたときごとに、採用することを決めなくては
ならず、規約等で決議事項は全てこの方式で行うなどと決めておくことはできないとされていま
す。
なお、これらは、決議の方法についての決まりですが、年 1 回の管理者(に擬制された理事長)に
義務付けられている業務報告のための定期集会(総会)については、必ず年 1 回開かなくてはなら
いない(法第 34 条 2 項)という見解と定例集会(総会)を招集せず、議案を書面(紙)等(コンピューターの利
用を含む)で賛否を投票決議するという方式(法第 45 条 1 項)や書面(紙) (コンピューターの利用を含む)合

意確認(法第 45 条 2 項)を行って集会(総会)招集を行わないとすることは、｢集会(総会)決議とみなす｣
(法第 34 条 2 項)とされ、｢集会(総会)決議と同一の効力を有する｣(法第 34 条 3 項)とされているのだか

ら許されるとの見解があります。このことは、法第 71 条 1 項 4 号の罰則の対象となるかならない
かの問題でもあります。
※ 会社法との比較で考えると定期集会でも 45 条 1 項・２項の方法は認められるのでは
会社法では、取締役が株主の全員に対して株主総会(集会)に報告すべき事項を通知した場合
において、わざわざ当該事項を株主総会(集会)を開催して報告することを要しないことにつき株主
の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項について株主総
会(集会)への報告があったものとみなす旨の規定が設けられています（会社法第 320 条）。
この考え方を採用した場合、総会を開催しないで報告に対する決議をする区分所有法第 45 条
1 項の決議方法や同じく総会を開催しないで区分所有者の賛否を問い、全員の一致の合意があ
つた場合は総会決議があったものとみなす区分所有法第 45 条 2 項の方法は、定期総会のばあ
いも認められるのではないかと考えます。
※ 区分所有法第 45 条 1 項・2 項の方法は、定期総会の場合も認められとの主張
区分所有法第 45 条 1 項の事前の区分所有者全員の合意があれば、総会を開かずに区分所
有者の書面による決議を行うことができ、その決議は総会決定とみなすと規定は、2002 年の区
分所有法改正で新設された規定ですが、それ以前から、総会を開かずに区分所有者の書面に
よる全員の合意があれば総会決議とみなすとの規定がありました(1983 年改正法では、45 条 1 項でし
たが、2002 年改正法では 45 条 2 項と変更されました)。

その当時から、区分所有法第 34 条 2 項は、管理者は少なくとも年一回集会を招集しなければ
ならないと定め、区分所有法第 43 条は、「管理者は集会において、毎年何年一回一定の時期
に、その事情に関する報告をしなければならない」と定めています。
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これについて、区分所有法 45 条 1 項(2002 年改正法の 2 項)の書面決議は集会が招集されたこと
に対する効力まではないのであるから、年 1 回の招集の義務は免除されないとする反対説も有
力です(法務省民事局参事官室編「新しいマンション法」・・・・《注》1983 年改正法の解説書)。
しかしながら、区分所有法 45 条 1 項(2002 年改正法の 2 項)で書面による合意があったときは、集
会の決議があつたものとみなす(2002 年改正法の 2 項では、書面による合意があつたときは、書面による決
議があつたものとみなす)としているのは、集会の議題について決議をする以上必ず招集手続きがな

されていることがその前提条件となっているものですから「集会が招集され、そこで決議がなされ
たもの」とみなす意味でなければ理論上の整合性を欠くことになります。
反対説は文理にとらわれて実態を看過したものといわざるを得ません。また、決議事項をすべ
て書面決議により終了し、報告事項もすべて受けたことの書面による合意(2 項)(決議・・・1 項)が成
立してしまっている以上、あえて集会を招集することは全く無意味なことです。
管理費の値上げ等直接に利害の響く問題でもなければ、集会の集まりは極めて悪いのが実
情であり、この実情を踏まえて書面決議の制度ができたものであること、さらに区分所有法 34 条
2 項、43 条に定める「年一回招集――報告事項の報告」という制度は、区分所有者の団体の規
模が大きくなる等して書面決議に親しまなくなったところにおいて、機能させれば充分(・・・・1 項に
ついては、むしろ、団体の規模が大きくなり、全体が一同に集まることが難しくなる場合にこそ機能させれていくべ
き)であり、書面決議により円滑にいっているのに、わざわざ集会を開く共同生活上の必要性もな

いこと等からこの問題は組合自冶の範囲に委ねられるべきものと考えられます。
このような点から考えても、さらに、条文の配列上の位置関係から考えても区分所有法 45 条 2
項(2002 年改正法の 1 項・2 項)は、同法 34 条、43 条の特則をなしており右 45 条のほうが優先的に
適用されるべき関係に立っていると解されます。
以上のことから区分所有法 43 条(年一回の報告)には罰則が定められていますが、その年のす
べての決議事項(報告事項も含む)が書面決議でされたときは、その適用がないと解さられます。
ちなみに、右区分所有法 43 条は管理者が決まっている場合のみに適用のあるもので、したが
って管理者の有無により、年一回の集会報告の義務が左右され、かつ、また罰則の発動がされ
たりされなかったりすることは、はなはだ不合理なところと考えられます。(「改訂新版 マンション管理
組合総会運営ハンドブック」p．63 一部修正)
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．246 or p．243「集会《総会》を開かずに決議する方法は、二つの方法だけが
許されています」)

議決権行使書で「保留」、「多数決に従う」などの記載のものは棄権とするのが妥当
法第 39 条 2 項によれば、議決権は書面によって行使できます。これは、法が書面投票制度を
採用すること認めたもので、これにより区分所有者(住戸所有者)は、集会(総会)に現実に出席しなくて
も、集会(総会)で審議される議案について議決権を行使(書面投票)することができ、区分所有者(住
戸所有者)が遠隔地に居住していたり、組合の運営に無関心である等の事情で集会(総会)が流会に
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なる等の事態を防止する効果がありますとされています。
なお、この議決権を行使する方法としては、規約や集会(総会)決議を経れば、書面だけではな
く、電磁的な方法も認められています(法第 39 条 3 項)。ただし、集会(総会)の開催をせずに、すべて
の議決を書面や電磁的方法で行うこと(書面決議)は、区分所有者(住戸所有者)全員の事前の合意が
なくては認められていません(法第 45 条 1 項)。
書面(電磁的な方法を含む)による議決権行使(書面投票)は、代理人という第三者を介する事無く、
区分所有者(住戸所有者)が書面(電磁的な方法を含む)(の記載)により直接賛否の意思を表示するので
すから、区分所有者(住戸所有者)の議案に対する意思は確実に表示される訳です。この議決権行
使(書面投票)のための書面を「議決権行使書面(電磁的な方法の場合の呼称?)」といいます。
「議決権行使書面(電磁的な方法の場合の呼称?)」は、区分所有者(住戸所有者)から任意に提出でき
ますが、集会(総会)招集者がその様式を作成し、招集通知に同封して区分所有者(住戸所有者)に配
布、配布するのがよいようです。「議決権行使書面(電磁的な方法の場合の呼称?)」の様式も統一さ
れ、提出も促進されると考えるからです。書面投票(電磁的な方法の投票を含む)を採用した場合で
も、区分所有者(住戸所有者)が自ら出席し、または代理人行使を選択して代理人を出席されること
ももとより差し支えありません。
「議決権行使書面(電磁的な方法の場合の呼称?)」をどのような様式で作成するかについては、こ
れを定めた法令の規定はありません。したがって、任意の様式で差し支えない訳ですが、書面そ
のものから区分所有者(住戸所有者)の議案に対する賛否の意思が明瞭に判定できるものであるこ
とを要します。
区分所有者(住戸所有者)が議案の賛否いずれにも表示をしないで書面を提出してきた場合に備
えて、そのような場合には議案に「反対したとみなす」旨あらかじめ記載しておくことは許されます
(なお棄権したとみなす旨記載することも差し支えありませんが、賛成したとみなす旨記載することについては、積
極的な賛成の意思表示がないのにこれを認めることには問題があると考えますので避けるべきです。)。

ただし、「保留する」とか「多数決に従う」などと記載された「議決権行使書面(電磁的な方法の場
合の呼称?)」は、賛否のどちらにも積極的な意思表示をしているとは考えられず、むしろ議案に対

する意思の表明を放棄したものとして、棄権したものと解するのが合理的と考えられます。
また、「議決権行使書面(電磁的な方法の場合の呼称?)」に、賛否のいずれにも表示がない場合は
「反対したものとみなす」旨あらかじめ記載しておくことができることは前述のとおりですが、「保
留する」とか「多数決に従う」などとあらかじめ記載されているような場合でも、賛否を表示しない
うえさらに「保留する」などと記載されてる場合には、「反対とみなす」ことはできず、棄権と解する
べきものと考えられます。
「議決権行使書面(電磁的な方法の場合の呼称?)」は、書面の提出自体が議決権の行使となるも
のですから、「議決権行使書面(電磁的な方法の場合の呼称?)」と認められる書面が集会(総会)の招集
権者に提出されたときは必ずその区分所有者(住戸所有者) を集会(総会) の出席者に算入し(反論あ
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り・・・いずれも規約で出席と明記されるべきと考えます)、議決権を行使したものとして取扱わなければな

りません。
したがって、「保留する」とか「多数決に従う」などとあらかじめ記載されているような書面もこれ
を意味のない書面として取扱うことは許されず、集会(総会)出席者として取り扱い、議決権行使と
しては棄権者として扱うべきことになります。(「改訂新版 マンション管理組合総会運営ハンドブック」p．
318 参照)

※ なお、会社法では、「株主が賛否の記載をしないで議決権行使書を提出(書面投票) したとき
は、会社は各議案について賛成、反対または棄権のいずれかの表示があったものとして取扱う
旨記載することができる(会規 66 条 1 項 2 号参照)」。とされていますが、判例(大阪地判平 13.2.28 資料
版商事法務 204-293)でも株式会社との特殊性から議案について賛成とし取扱う旨記載することも

認められていると同時に、棄権として扱うことも容認しています。
過去において、あるマンションの顧問弁護士が議決権行使書に賛成、反対のいずれかの表示が
ない場合は「賛成」とし取扱う旨記載することは違法ではないとの判断を下した事例があります
が、区分所有法に明確な規定がない事を根拠に、マンションという特殊性を無視して、会社法の
規定を応用的(?)に採用して、違法でないとする判断(いかに法律の専門家であるとはいえ、マンションと
いう特殊性を無視して、マンション管理がどうあるべきかの配慮もなく、法律違反であるかどうかだけを判断基準と
したことに、マンション管理組合顧問としての役割への認識不足を感じます。) には大いなる疑問を持ちま

す。(参照：別冊 p．241「議決権行使書に賛否の記載のないときの扱いについて」)

書面投票制度と電子投票制度
区分所有法では、書面投票(規約または集会の決議により電子投票)制度の採用が強制され、集会
(総会)に出席しない区分所有者(住戸所有者)は「書面」(規約または集会の決議により電子)によって議決権

を行使することができます(法第 39 条 2 項・3 項)。
書面投票(規約または集会の決議により電子投票)制度は、具体的には、管理組合が集会(総会)の招
集の通知に際して送付した(法律上では、配布が義務付けられてはいません。)議決権行使書に、区分所
有者(住戸所有者)が所定の事項を記載して、集会(総会)開催までに提出する方法によることで議決
権行使を認める制度です。
ただし、区分所有法では、この方式が認められているだけで、会社法のように議決権行使書
についての細部の規定が定まっているわけではないため、書式も自由で有り、投票である限りは
集会(総会)催までには提出する必要があると考えますが、事前に書面が配布されることが強制さ
れているわけでもなく、具体的にいつまでに、誰にとの規定も定められていません。
書面投票(規約または集会の決議により電子投票) は「集会(総会) に出席しない区分所有者(住戸所有
者) 」の「行使することができる権利」であり、この書面投票制度は必ず採用しなくてはならないと

考えます(法第 39 条 2 項・3 項)ので、規約の定めがない限り、組合から配布される議決権行使書面
そのもの書式にこだわる義務はなく、議決権行使書面が配布されなかったとしても、各自、自由
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に様式を決めて議決権行使書面による書面投票をすることができます。
したがって、それらについてはすべて規約で定めておくべき事項であり、規約で定めておかな
いと、トラブルの元になるでしょう。
また、書面投票制度を否定するような「集会(総会)招集手続」が行なわれたとすれば、法令に違
反した招集手続として決議取消事由になると思われます。
なお、書面投票制度は、区分所有者(住戸所有者)が集会(総会)に出席せずに議決権を行使できる
制度であり、「書面決議(法第 45 条 1 項)」ではないですから、集会(総会)の開催自体を省略すること
はできないことに注意が必要です。
※ 議決権行使書に関する論点(電子投票制度の場合には状況が異なる)
(1)私製の書面によることの可否
規約の定めにより、組合から投票の際の所定の書面として議決権行使書が招集通知に添付
して送付されている場合、区分所有者(住戸所有者)が用紙紛失等の理由により私製の書面で議決
権を行使しても、組合はこれを無効なものとして取扱うことができます(ただし、絶対的な無効なもので
はなく、事務処理の負担等にもかかわらず、組合が自己の責任において有効な議決権行使として取扱うことがで
きるとする見解として、新版注釈(6)〔神崎〕639 頁)。

区分所有者 (住戸所有者) から用紙紛失等を理由に議決権行使書の再交付を求められた場合
に、組合がこれに応ずることは差し支えありません。
その場合、二重行使をチェックするため、用紙の色を変えるとか「再発行」の印を押捺しておき
ます。
再交付した書面と当初招集通知に添付した書面がともに組合に返送された場合には、原則と
して日付の新しい書面が優先するとの見解(会社法論中巻〔第 3 版〕有斐閣 74 頁)と当初の書面が「紛
失」として届けられ再交付申請がなされた経緯からして再交付した書面による投票を優先して取
り扱うという考え方があり得ますが、そのような場合にそなえて、あらかじめ書面投票同士が重
複してなされた場合の取り扱いについても定めておくことも考えられます(会規 63 条 3 号へ(1))。
(2)議決権行使書の提出日と場所
区分所有法では、議決権行使書の提出日時については法定されていません。しかし、招集通
知にも議決権行使期限を明記することが必要であり、「特定の日時」を定めることはできます。
この「特定の日時」として集会(総会)の前日のいずれかの時点を定めた場合には、招集通知発
送の日から当該「特定の日時」が属する集会(総会)の前日までに中 7 日間(規約で 2 週間前の開催と
なっている場合は 14 日間)を置くことが必要となり、実際には、招集通知発送の日から集会(総会)の日

までの間に中 8 日間(規約で 2 週間前の開催となっている場合は 15 日間)を置くことが必要となることに
留意が必要です。そして、この規定に反する招集通知および集会(総会)決議は、規約に違反した
招集手続として決議取消事由になると思われます。
(3)書面投票撤回の可否
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いったん提出された議決権行使書については、事務処理上の混乱を避ける意味からも、撤回
を認めたくないのが実務一般の感覚でしょうが、区分所有者(住戸所有者)が議決権行使書の委任
状を提出してきたり、総会当日に出席した場合には、書面による議決権の行使に代えて、自ら(ま
たは代理人によって)決議に参加する意思が明らかですから、撤回を認めることとなります。

もっとも、撤回が許されるとするのはこの方法に限られ、その他の方法(例えば口頭)による場合
にまで、不確実な処理を甘受する必要はありません。
(4)議決権行使書の記載事項()
議決権行使書の記載事項については、会社法施行規則(会則)66 条に以下のように定められて
いますので、参考書類として掲載します。
なお、会社法では、これに違反して作成された用紙は無効であり有効な議決権行使書とは認
められませんが、区分所有法では、これらの規定はなく、組合で守るべきものとして規約で定め
るべきものであると考えます。
(会則 66 条 1 項一号) 各議案についての賛否（棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。）を
記載する欄
(会則 66 条 1 項二号) 株主が賛否の記載をしないで議決権行使書を提出したときは会社は
各議案について賛成、反対または棄権のいずれかの表示があったも
のとして取扱う旨の記載をすることができる。この取り扱いをする事に
ついては取締役会で協議する。
※ この規定については、管理組合の場合は、「賛成」の記載として扱う旨
の記載をすることには問題があると考えます。
(会則 66 条 1 項三号) 議決権行使書またはインターネットによる議決権行使が重複死活内
容が異なる場合の取扱いを定めたときはその旨
(会則 66 条 1 項四号) 議決権の行使の期間
(会則 66 条 1 項五号) 議決権を行使すべき株主の氏名または名称および行使することがで
きる議決権の数を記載すること。以下略
※ 会規 66 条 1 項一号～四号に記載の事項は招集通知に記載してあれば、議決権行使書
からは省略できる(会則 66 条 4 項)
具体的な記載様式について、特に定められたものはないですが、一枚のはがき大の用紙に収
まるようレイアウトされることが多い(具体的な記載様式については、全株懇モデル 333 頁以下、経団連ひ
な型解説 599 頁以下が詳しい)。(「株主総会の準備事務と議事運営 第 3 版」p．91 参照)

多数決要件への警鐘
---聖心女子大学教授・弁護士 升田 純氏の発言より。--升田 実務的には、多数決要件というのは最初にその数ありきではなくて、基本的に全員合意を
目指さないとスムーズに手続きが進まないのです。全員合意で努力したけれどもこの程度の人
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数しか同意が得られなかった。そのときに、やろうかやるまいかという分水嶺が 4 分の 3 とか 5
分の 4 なのです。最初から、その数だけを得れば突っ走る、というのはマンションの色々な権利
の調整や紛争の発生の実態を見ると非常に危険だという気がします」
Jurist NO．1249 2003・7・15 号-特集新しいマンション法制 「座談会 区分所有法等の改正と今
後のマンション管理」p．32 における聖心女子大学教授・弁護士 升田 純氏の発言より。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．349 or p．345「『変更』か『管理(日常管理《狭義の管理》)』かの判断基準 ―特
別決議か普通決議か――」)

電磁的方法による議決権の行使は集会の決議によってもできる。
―そうはいっても、この決議はいったいいつやればよいのか悩んでしまいます---電磁的方法による議決権の行使は、規約の定めがなくても、集会(総会)の決議があれば実施
できます。区分所有法 39 条 3 項では、「区分所有者は、規約又は集会(総会)の決議により、前項
の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することが
できる。｣とされているからです。
しかし、「集会(総会)の決議があれば実施できます」の条文には違和感を感じます。電磁的方法
でよいとの決議は何時やるのかについてです。
集会(総会)を開催している時に議決権は電磁的方法でも行使できますと決議しても、役に立ち
ません。となると、臨時集会(総会)でも開いて、次期集会(総会)決議については「電磁的方法でも行
使できます｣と決議しておくのでしょうか。それとも、ある特定の集会(総会)で、以後のすべての集
会(総会)決議においては、「電磁的方法でも行使できます｣と決議するのでしょうか。
規約で、「集会(総会)決議は電磁的方法でも行使できます｣と規定するには、特別決議が必要で
すが、集会(総会)で決議する場合は普通決議でできます。ということは、法 39 条 3 項の規定は、
「電磁的方法でも行使できます｣とすることは、「普通決議でも特別決議でもよいです」という意味
でしかないことになります。
いっそのこと、「総会決議は規約で決めることによって電磁的方法でも行使できます｣としたほう
がすっきりします。
【参照】
2014 年度マンション管理士試験
《問 6》 1． 区分所有者は、規約の定めによらない限り、書面による議決権の行使に代えて、
電磁的方法によって議決権を行使することはできない。
《解答》 ×

議決権の不統一行使は認められません ―当たり前のことですが―
議決権が床面積による場合、一人の人が 2 住居以上を所有している場合、議決権は 2 以上に
なる場合があります。標準管理規約のように、決議を議決権だけで行うような場合、この 2 議決
権のうち、１票は賛成票、１票は反対票とすることを議決権の不統一行使といいますが、このよう
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な議決権の行使方法は、マンションなどの総会決議では道義的に考えても許されません。このこ
とは当然のように思われます。以前に、一度だけマンション管理士試験にも出題されたことがあ
ります。※議長に代理権が集中しているような場合、旧標準規約のように賛否同一議長の一票が決着をつける
ような場合、代理権を代理の賛否に合わせて分散すべきかの問題があります。

しかし、これが許される場所と場合があるのです。会社での総会決議です。会社では、株式そ
のものが議決権となり、一人の人間が他人の株式を所有している場合、具体的には一株は自分
の株、他の一株は他人のために所有しているケースがあるのです。このような場合、会社は不
統一行使を拒めないのです。もっとも、会社にもいろんな種類があり、取締役会設置会社におい
ては、株主総会の日の３日前までに議決権の不統一行使をする旨および理由を会社に通知す
る必要があります。
ただし、当然と考えますが、株主が他人の株式を所有しているのではない場合には、議決権
を不統一行使することは拒否されます(会社法 313 条 1 項・2 項・3 項)。
会社法第 313 条（議決権の不統一行使） 株主は、その有する議決権を統一しないで行使すること
ができる。
２ 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前
までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使
する旨及びその理由を通知しなければならない。
３ 株式会社は、第 1 項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項
の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。

議決権の不統一行使は認められません その 2
――規約で不統一行使の禁止を明確にうたっておくべきなのではないでしょうか――
以前、議決権の不統一行使ということは非現実的な出来事との認識をベースに、「議決権の
不統一行使は認められません」との主張の記述を書きました。そのために状況設定として、「議
決権が床面積による場合、一人の人が 2 住居以上を所有している場合、議決権は 2 以上になる
場合があります」としました。この場合は、一人の人が反対と賛成の両極端に異なる議決権行使
をすることは、当然に不自然な行為として認められないと考えました。 以前の記述でも議決権
の不統一行使が認められる場合として、会社法の規定を紹介しました。さらに、不統一行使を反
対する立場からは「これは限られた状況で例外中の例外として認められるものですので、マンシ
ョン管理組合の集会に類推する余地はまずないと考えます」(2004 年 1 月 15 日発行マンション NPO 通
信第 11 号法律相談 Q&A)とされていました。

しかし、現実には、数人の代理、すなわち、共有者を代理するような場合ではなく、他の区分
所有者を代理するような場合には、「不統一行使」は考えられるではないかとの疑問がわいてき
ました。現実に直面する問題のように思えてきたのです。特に、よくあることでしょうが議長への
委任状(代理方式の一種)で、その中身の意見が賛成と反対が混ざっていた場合(一任であれば、議長
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の意見表明に統一されると考えます) はどうすべきかといった問題として生じてくるように思えるので

す。
とくに、会社法で不統一行使の規定が「これは限られた状況で例外中の例外」との見解があり
ましたが、会社法の規定を読む限り、「不統一行使自体は可能ですが、会社は不統一行使を拒
むこともできます。しかし、その理由が他人のために株式を有することである時は(具体的には、1 株
は自分の株、他の一株は他人のために所有しているケース)、会社は不統一行使を拒めません。なお、取

締役会設置会社(管理規約でいう理事会制度採用の管理組合に類似と理解)においては、株主総会の日
の 3 日前までに議決権の不統一行使をする旨および理由を会社に通知する必要があります(会
社法 313 条)とされています。したがって、会社法では、自分自身の意見と代理人としての意見を異

にして議決権を行使する「不統一行使」は理由を通知すれば認められる場合があるとされていま
す。そのうえ、「株主が他人のために株式を有する者でないときは、不統一行使を拒むことがで
きる。」とされ、不統一行使の理由が正当なものでなければその行使を拒否することができます。
したがって、 不統一行使を実施することが、例外中の例外とする見解には疑問を持ちます。
マンション管理士試験の回答のように、正式に不統一行使を禁止したいのであれば、規約で不
統一行使の禁止を明確にうたっておくべきなのではないでしょうか。
なお、共有者の場合は議決権行使者を一人に限定することを要求されていることから当然に不
統一行使はできないものと認識しています。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．221 or p．217「複数の専有(住戸)部分を所有する区分所有者(住戸所有者)の
議決権(表決権)を分散できるのでしょうか?(H．19 マンション管理士試験より)」

議長について
集会(総会)議長の選任は、集会(総会)決議が優先する
---規約で別段の定めをしていても、集会(総会)の決議が議長を選任した時--集会(総会)の議長は規約に別段の定めをしておけば規約で定められた者が議長となります(法第
41 条)。しかし、規約で別段の定めをしていても、当日の集会(総会)の決議で他の者が選任された

ときは集会(総会)の決議が優先しその者が議長になります。
これは集会(総会)の決議で、議長不信任や議長交替を決議できることからして、当日の集会(総
会)の決議を優先させるべきであるからです(「注解不動産法 5」p．175)。

(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．328 or p．324「議長不信任決議が出せる場合」、第 41 条の内容･･･326 ペー
ジ参照 or324 ページ参照

議事録・閲覧・保管
総会(集会)議事禄に関連する資料の閲覧請求――議事録、会計帳簿、財産目録、区分所
有者(住戸所有者)名簿の閲覧は、実質的な保管の委託者として閲覧請求が認められる--質問
理事長に対して、総会(集会)招集を請求するため、議事録、会計帳簿、財産目録、区分所有者
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(住戸所有者)名簿などの閲覧を請求しましたが、会計帳簿や財産目録は、議事録ではなく、また、

区分所有者(住戸所有者)名簿はプライバシーに触れるからといって閲覧を拒否されました。不当で
はないでしょうか。また、区分所有者(住戸所有者)以外の利害関係人には、どの範囲で閲覧請求を
拒否することができますか。
回答
1． 閲覧請求者が区分所有者である場合は、総会(集会)議事録はもちろんのこととして、会計帳
簿、財産目録、区分所有者(住戸所有者)名簿その他区分所有建物に関する一切の書類につい
て、保管者に対する委任、準委任又は寄託の委任者の地位に準じ、閲覧を請求することがで
きますので、この閲覧請求を拒否するのは不当です。
2． 閲覧請求者が利害関係人でない場合は、総会(集会)議事録を含め、関連資料の閲覧を拒否
しても不当ではありません。
3． 閲覧請求者が区分所有者(住戸所有者)以外の利害関係人である場合には、総会(集会)議事録
の閲覧は請求できますが、他方、総会(集会)議事録以外の議事録、会計帳簿、財産目録、区分
所有者(住戸所有者)名簿等を閲覧する権利はなく、閲覧を拒否しても不当ではありません。
説明 (質問の「また、区分所有者(住戸所有者)以外の利害関係人には、どの範囲で閲覧請求を拒否することがで
きますか。」・・・この部分についての説明は省略しています。このことについての説明は、「実践 区分所有法 な
ど」p.257or p.253「帳票類の閲覧は、規約で定めて初めて効力を持つことになる」を参照してください。)

閲覧請求権者が区分所有者(住戸所有者) である場合、総会(集会) 議事録の閲覧権の問題として
は、会計帳簿、財産目録、区分所有者(住戸所有者)名簿等が総会(集会)議事録でない以上、区分所
有法 42 条 5 項、33 条 2 項に基づく総会(集会)議事録としての閲覧請求権はないと考えられます。
しかし、管理者(に擬制されている理事長)や議事録等の書類の保管者は、区分所有者(住戸所有者)
全員のためにその職務を行い、書類等を保管している者です。その関係は、委任(法第 28 条)、準
委任(法第 28 条、民法 656 条)又は寄託(民法 657 条以下)に準ずる関係です。
そこで、管理者(に擬制されている理事長)又は保管者は、実質的に区分所有者(住戸所有者)のため
に書類を保管している者ですから、区分所有者(住戸所有者)から報告を求められたときはこれを報
告し、区分所有者(住戸所有者)間の閲覧請求があれば、これに応じる職責を負っていると考えられ
ます。
すなわち、会計帳簿や財産目録については、管理組合の運営が適切かどうか、組合構成員と
してこれを閲覧し、検査することが許される必要がありますし、区分所有者(住戸所有者)名簿につい
ても、実質的な保管の委託者として閲覧請求が許させるほか、例えば、総会(集会)決議の多数派
工作のための情報として閲覧する必要があります。
したがって、区分所有者(住戸所有者)は、規約について区分所有法 33 条 2 項、総会(集会)議事録
について 42 条 5 項、33 条 2 項に基づき閲覧請求権を有していますが、会計帳簿その他の管理
組合に関する書類についても、その組合構成員として、28 条等の実質的な委託者にあたる地位
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に基づき、それぞれ閲覧権を有していると考えられます。
なお、区分所有者(住戸所有者)からの請求といえども、その請求が不当又は不合理で権利濫用
にあたる場合にこれが許されないのはもちろんのこととして、また、区分所有者からの請求とい
えども合理的な制約に服します。
以上に対し、閲覧請求者が利害関係人でない場合は、総会(集会)議事録を含め、関連資料の閲
覧を拒否しても不当では有りません。他方、利害関係人は、規約及び総会 (集会) 議事録につい
て、閲覧請求権を有しており、これらの保管者は、正当な理由がない限り、これを拒むことはでき
ません(法第 42 条 5 項、33 条 2 項)。
規約及び総会(集会)議事録について、閲覧請求権を有する利害関係人とは、区分所有建物に
ついて法律上の利害関係を有する者のみならず、これからそのような地位を取得しようとする者
も含まれます。したがって、区分所有者(住戸所有者)、賃借人、抵当権者、管理組合の債権者や、
これからその地位を取得しようとする者が利害関係人になります。
不動産仲介業者自身は、利害関係人とは考えられませんが、仲介を依頼した売渡希望者又は
区分所有者(住戸所有者)が区分所有建物を売り出している場合の買受希望者は、利害関係人であ
り、その者の委託で閲覧請求がなされた場合は、閲覧を拒否することはできないと考えられま
す。(「改訂新版 マンション管理組合総会運営ハンドブック」p．398 より)
東京地裁平成４年５月２２日判例時報１４４８号１３７頁の「委任者は、個々の区分所有者では
なく、区分所有者の総体である集会である」としたこととの関係について。
閲覧対象が書類か事務か、請求権者が個々の区分所有者か、集会かを分類して考えてみる
必要があります。区分所有法で定める規約・議事録も、マンション標準管理規約で定める会計帳
簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類も、すべて『書類』が対象の定めです。他
方、民法第６４５条の定めは、対象が『事務』についてです。
東京地裁平成４年５月２２日判例時報１４４８号１３７頁は、区分所有者から管理者に対する
『事務』についての報告請求の案件です。
裁判所は、マンションの場合には、区分所有法第２８条の管理者は委任に関する規定に従うと
している点につき、委任者は、個々の区分所有者(住戸所有者)ではなく、区分所有者(住戸所有者)の
総体である集会であるとしたものです。そして、その根拠として、区分所有法第４３条の『集会』へ
の『事務』報告をあげているのです。したがって、管理者は、区分所有者(住戸所有者)間の閲覧請
求があれば、これに応じる職責を負っていると考えられます。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p.256 or p.253「会計帳簿、財産目録、区分所有者(住戸所有者)名簿の閲覧要求
の正当性」、p.256 or p.253「帳票類の閲覧は、規約で定めて初めて効力を持つことになる」

法律上の利害関係がある者とは ―合人社計画研究所 相談集 第 5 版より―
① 区分所有者および占有者又はその代理人。
② 売買などによって区分所有権を取得しようとする者および専有部分を賃借しようとする者
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③ 管理組合に対して債権を有する者
④ 区分所有者から媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者などその他の規約上特段の定める
ある者
などです。
ご質問のケースの場合(当該マンションに住んでいない区分所有者の親戚という方からの管理規約閲覧請
求)親戚の方がマンション占有者である、または専有部分を賃借する予定があるという理由がな

い限り、ただ区分所有者の親戚というだけでは区分所有法上の「利害関係人」とは認められない
のでしょう。ただし、区分所有者からの委任状があり、区分所有者の代理人として請求してきた
場合は、管理者として閲覧を拒むことはできないと考えられます。

「マンション管理組合コンサルタント」の小西様
--「管理組合の議事録の閲覧について」の回答ついて-「マンションってなによ?」の回答を拝見して参考にさせていただいています。失礼ながら、些細
なことでしょうが、より正確な回答をされる参考として、以下のような指摘をさせていただきます。
悪意によるものでは有りませんので、よろしくご理解ください。ただし、当方の見解に間違いがあ
るようでしたら、ご指摘を戴ければ幸いです。

愛読者

中野 誠

「マンションってどうよ?」の「管理組合の議事録の閲覧について」の回答ついて
本来、このような問題に対する解答は、区分所有法を前提とした回答をすべきであり、すべての
マンションがマンション標準管理規約を前提として運営されているわけではないことを正しく認識
すべきだと考えます。
したがって、マンション標準管理規約は、各マンションとって、規約の設定の「参考」としての役
割でしかないことを正しく認識して回答すべきであると考えます。
理事長に関しては、判例でも管理者に相当すると判断されていますし、マンション標準管理規
約などでも理事長を管理者に擬制していますので、管理者を理事長として解説されることには疑
問はありません。
しかし、理事会については、区分所有法で法定された執行機関でないために、すべて、規約で
定められる対象であることを正しく認識した回答が求められると考えます。
したがって、回答の議事録の閲覧について、｢１． 理事長は、組合員又は利害関係人から書
面による請求があったとき・・・｣とされていますが、法第 42 条 5 では、第 33 条の「規約の保管及
び閲覧」の規定が準用されて議事録の閲覧は認められていますが、｢書面による｣との規定は存
在しません。閲覧は請求すればよいのです。口頭での閲覧請求も認められています。
したがって、｢書面による｣との規定は、規約に定めることによって初めて、守る義務としての拘
束力が生じるものです。そしてその具体例がマンション標準管理規約第 49 条 3 項の規定です。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p.256 or p.252「区分所有法にはなくてマンション標準管理規約だけに定めら
れている、『書面《紙》』による規約や議事録の閲覧請求」・・・別冊読者だけへのメモ)
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「2．総会、理事会の議事については、議長、理事長は、議事録を作成しなければなりません。
議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長、理事長及び議長、理事長の指
名する２名の出席した理事がこれに署名押印しなければなりません。」との記載がありますが、
区分所有法には、「理事会の議事について」は、「議事録を作成しなければない」との規定はあり
ません。また、「理事長は、議事録を作成しなければなりません。」との規定もありません。
そもそもが、区分所有法には、理事会についての規定はなく、理事会関連の事項については、
規約で定めて初めて効力を発揮するものです。
なお、議事録の保管者は理事長です(法第 42 条 5 項)。議事録の作成者は議長です(法第 42 条１
項)。ただ、多くの管理組合においては理事長が議長になることが想定されているため(法第 41 条)

に、実態として、理事長が議事録を作成しているにすぎません。(参照：｢実践 区分所有法

など｣p.252

or p.249「議事録作成の責任者は集会《総会》議長ですが、議事録の保管者は管理者《に擬制された理事長》で
す」・・・別冊読者だけへのメモ)

さらに、議事録には、「２名の出席した理事がこれに署名押印しなければなりません」されてい
ますが、区分所有法の規定は、「集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなけれ
ばならない」(法第 42 条 3 項)としかされておらず「理事」とはされていません。
この点に関しては、現在の標準管理規約でも同様です。ただ、規約で、「２名の出席した理事｣と
しても違法ではないにすぎません。
「3． 総会・理事会の議事録閲覧を拒否した場合は罰則があります。｣と回答されていますが、
総会(集会)議事録の閲覧義務は法第 42 条 5 項で規定されています。そしてこれらについても法
第 71 条１項に罰則規定があります。したがって、「総会(集会)の議事録閲覧を拒否した場合は罰
則があります。」この指摘は正しいです。
しかし、「理事会の議事録閲覧を拒否した場合は」罰則の規定は有りません。区分所有法では
理事会の規定が存在しないために、理事会の義務を規定する根拠がないのです。
また、マンション標準管理規約でも「理事会の議事録閲覧を拒否した場合は」罰則の規定は有
りません。ただし、各自の独自のマシンョン管理規約で、禁止事項として定める事は許されると考
えます。
「4． 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載若しくは記録しなければなりませ
ん。議事の経過とは、議題、議案、討議の内容及び採決方法等を指し、それらの要領若しくは記
録で足りるとされます。議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せ
ず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたときは罰則が適用されます。｣とされていますが、この
記述が総会(集会)議事録に限定されるのであれば正しい指摘であると考えますが、特に後半の
記述の｢議事録に記載し、若しくは記録すべき事項・・・・罰則が適用されます。｣の部分の指摘
が、理事会についての指摘であるとされるならば間違いであると考えます。
質問
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管理組合の議事録の閲覧について
質問者：あきちゃん さん 質問日時：2014/07/27 12:00 回答件数：1 件

組合員より、議事録の閲覧申請がありました。
過去の議事録において、特定の個人に関する記載があったりするので、閲覧に供するかどうか
悩んでいます
(1) 閲覧を拒否することは可能ですか？
(2) 該当者の許可を得てから、閲覧できればいいですか？
(3)許可が得られない場合は、それを理由に閲覧を拒否できますか？
回答者：小西吉弘
回答日時：2014/08/04 19:18:27

「マンション管理組合コンサルタント」の小西です。
議事録及び管理規約原本は、保管先をマンションの見やすい場所（掲示板等）に掲示する法的
義務があります。この責任は理事長にあり、義務を違反した場合、区分所有法では罰則の規定
があります。 議事録及び管理規約原本は、保管先をマンションの見やすい場所（掲示板等）に掲
示する法的義務があります。この責任は理事長にあり、義務を違反した場合、区分所有法では
罰則の規定があります。
1． 理事長は、組合員又は利害関係人から書面による請求があったときは、議事録を閲覧させ
なければなりません。しかし、閲覧請求者が突然見せてくれと言われても困りますので、理事
長は閲覧について、日時、場所等を指定することができます。期間の定めはありませんが、一
週間以内が妥当です。
2． 総会、理事会の議事については、議長、理事長は、議事録を作成しなければなりません。議
事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長、理事長及び議長、理事長の指名
する２名の出席した理事がこれに署名押印しなければなりません。
理事長は、議事録及び前条の書面を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があ
ったときは、これらを閲覧させなければなりません。この場合において、閲覧につき、相当の日
時、場所等を指定することができると定められています。
しかし、総会や理事会の議事録は区分所有者が熟知することが必要ですので、本来はコピー
したものを理事会や総会後に全戸配布されるのが通常です。
3． 総会・理事会の議事録閲覧を拒否した場合は罰則があります。
4． 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載若しくは記録しなければなりません。
議事の経過とは、議題、議案、討議の内容及び採決方法等を指し、それらの要領若しくは記
録で足りるとされます。
議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の
記載若しくは記録をしたときは罰則が適用されます。
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閲覧者が「事前に理事長に報告する」ことは、規約上の閲覧手続きに従っているに
過ぎない---理事長には、組合員からの理事会議事録や総会議事録を閲覧する要求を拒否す
る権限はない---管理組合規約でも第 53 条(理事会の会議及び議事) 理事会の会議は、理事の半数以上が出席
しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。2 項 議事録について
は、第 49 条(第 4 項を除く)の規定を準用する。ただし、第 49 条第 2 項中「総会に出席した組合員」
とあるのは「理事会に出席した理事」と読みかえるものとする(マンション標準管理規約より)。とされ、
同第 49 条 5 項で、「理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方
法による請求があったときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で作成されている時は、当該電磁的
記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像画面に表示する方法により表示したものの当該議事
録の保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当

の日時、場所等を指定することができる(マンション標準管理規約より)。とされています。
規約(マンション標準管理規約)では、理事長には、組合員からの理事会議事録や総会議事録を
閲覧する要求を拒否する権限はなく、管理手続き上から、理事長に保管義務を負わしているに
過ぎないものです。
規約上の規定も、理事長としては、組合員の閲覧要求には必ず応じる義務があることを最大
のテーマにしているものです。したがって、手続違反の指摘を「理事長の許可をえているのか」と
問いかけることで、理事長に閲覧拒否権があるが如き主張をすることは、主客転倒の主張となり
ます。
閲覧者が「事前に理事長に報告する」ことは、規約上の閲覧手続きを行っていたに過ぎず、
「理事長の閲覧拒否権」を前提とした閲覧の許可を取ったものではないことです。この認識が大
切だと考えます。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．256 or p．252「区分所有法にはなくてマンション標準管理規約だけに定め
られている、「書面(紙)」による規約や議事録の閲覧請求」、p．256 or p．253「会計帳簿、財産目録、区分所有者
(住戸所有者)名簿の閲覧要求の正当性」)

理事長が保管する書類について閲覧等の請求があった場合の理事長の対応―2014
年度マンション管理士試験より―
〔問 32〕 理事長が保管する書類について閲覧等の請求があった場合の理事長の対応に関す
る次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。ただし、電磁的方法が利
用可能ではない場合とする。
２ 組合員から媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者が、総会及び理事会の議事録について、
書面による閲覧請求をしてきた場合には、総会の議事録のみを認め、理事会の議事録は拒むこ
とができる。
Ｘ 適切でない。利害関係人に組合員から媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者も入るので、
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総会の議事録だけでなく、理事会の議事録も閲覧させること。
標準管理規約５３条３項
「３ 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求が あったときは、
議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を
指定することができる。」 とあり、では、この３項の「利害関係人」には、誰が該当するかといいま
すと、コメント第 49 条関係
「① 第３項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、賃借
人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある者をい
い、単に事実上利益や.利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならな
い。」 とあり、設問の、「組合員から媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者」が、組合員と同様
に、総会及び理事会の議事録について、書面による閲覧請求をしてきた場合には、理事長は総
会の議事録だけでなく、理事会の議事録の閲覧もさせなければなりませんから、適切ではありま
せん。
３ 組合員が、会計帳簿及び什器備品台帳について、書面による閲覧請求をしてきた場合には、
書面に閲覧理由が記載されていないときは、閲覧を拒むことができる。
○ 適切である。 計帳簿及び什器備品台帳となると、「理由」も必要。
標準管理規約第６４条（帳票類の作成、保管）

理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合

員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面に
よる請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、
相当の日時、場所等を指定することができる。」 とあり、 同じ閲覧であっても、総会の議事録や
理事会の議事録は、単に書面での請求があればできますが、これらと異なり、会計帳簿、什器
備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類の閲覧となるとかなり内部的な帳票ですから、閲覧
に際して、「理由」も必要としていますので、書面に閲覧理由が記載されていないときは、閲覧を
拒むことができ、適切です。(「マンション管理士。管理主任者試験・過去問題・解説」より) (参照:別冊-p．257
「総会《集会》議事録に関連する資料の閲覧請求」)

管理規約の原本が保管されていない場合の管理組合の対応
―合人社計画研究所 相談集 第 5 版より―
集合住宅であるマンションでは、生活スタイルや考え方が異なる人が居住しています。管理規
約は、そのような建物で良好な住環境を確保したり、管理組合の円滑な管理業務を行うことを目
的に作られています。区分所有法第 3 条では、この管理規約の取り扱いについて「管理規約は
管理者(一般的には理事長)が保管すること」「利害関係人の請求があったときには、閲覧を拒めな
いこと」「規約の保管場所は建物の見やすい場所に掲示しなければならないこと」を定め、同法
第 71 条にて義務違反者に対する罰則規定を設けていることからも、その重要性を容易に理解す
ることができます。
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しかしながら、築年数が経過したマンションでは、管理規約の原本を紛失してしまっている場
合もごくまれに見受けられます。そのような場合には、次のような手続きで管理規約原本を整備
しておくとよいでしょう。
① 新築マンション分譲時の管理規約案が残っているとき
総会において、分譲時の管理規約案を原本と認める議案について承認を得る。
② 分譲時の管理規約案が残っていないとき
新たに管理規約案を作成し、総会において承認を得る。
いずれの手続きによる場合でも、管理規約の制定または変更に当たるため、組合員数及び議
決権総数の各 4 分の 3 以上の賛成による特別決議が必要です(区分所有法第 31 条)。お問い合わ
せのマンションは、築後 30 年を経過しているため、現在のマンション事情に合わせて、新たな内
容で管理規約を整備することを検討されてもよいのではないでしょうか。その際国が作成した「マ
ンション標準管理規約」(平成 23 年 7 月改正)を参考にすることをおすすめします。

名簿について
管理組合が居住者名簿を作成する最大の目的は、
居住者名簿の作成にプライバシーを理由に反対する人がいる場合がある様です。しかし、居
住者名簿の作成は、理屈の問題ではないのです。
地震、火災等の災害時の安否確認を容易にするため、居住者名簿は大変重要なものです。ま
た、管理組合の円滑な運営のためには、区分所有者名簿を作成して、誰が組合員であるかを把
握していなければなりません。
また、区分所有者が居住せず、賃貸している住戸がある場合は、居住者名簿も作成しておく必
要があります。なお、管理規約で入居者名簿等を提出する義務が定められているのなら、提出し
ないわけにはいきません。
但し、記入事項については強制ではありませんので、ご自身が必要と思われる事項だけ書いて
出されたら宜しいです。しかし、記入事項はご自身のためにも下記のことは最低限必要だと思い
ます。
・緊急時の連絡がよりスムーズに取れるようにするため
・一人住まいのシニアの方等が病気になられた場合に親族に緊急連絡をするため、
・ 火災警報が鳴った場合や、上階からの水漏れがあった場合等の現況確認等を勤務先に連絡
して早期対応ができるようにするため、
・区分所有者又は賃借人の氏名
・自宅の電話番号
・緊急（非常時）の連絡先
・同居家族とその連絡先
・要介護や寝たきり家族の有無
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(参照：「実践 区分所有法 など」p．266 or p．263「組合員名簿の意義について」)

管理者(に擬制された理事長)・理事会・役員
「管理規約で、『監事は、理事長(管理者)に解任すべき事情があると認めるときは理
事長(管理者)の解任を目的とする臨時総会(集会)を招集することができる。』と定める
ことができるのでしょうか」記述(｢実践 区分所有法 など｣p．320 or p．317)参照条文
※「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般社団・財団法人法)」
第 99 条（監事の権限） 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、法務
省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は監事設置一般社団法
人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
３ 略
４ 略
第 100 条（理事への報告義務） 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれが
あると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認め
るときは、遅滞なく、その旨を理事（理事会設置一般社団法人にあっては、理事会）に報告しなければな
らない。
第 101 条（理事会への出席義務等） 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を
述べなければならない。
２ 監事は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事（第 93 条第 1 項ただし
書に規定する場合にあっては、招集権者）に対し、理事会の招集を請求することができる。

３ 前項の規定による請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2 週間以内の
日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理
事会を招集することができる。
第 102 条（社員総会に対する報告義務） 監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類そ
の他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に
違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告しなけ
ればならない。
※会社法
第 381 条（監査役の権限） 監査役は、取締役（会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与）の職
務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告
を作成しなければならない。
２ 監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報
告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
３ 略
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４ 略
第 382 条（取締役への報告義務） 監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするお
それがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があ
ると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役（取締役会設置会社にあっては、取締役会）に報告しなけ
ればならない。
第 383 条（取締役会への出席義務等） 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、
意見を述べなければならない。ただし、監査役が二人以上ある場合において、第 373 条第 1 項の
規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中か
ら特に同条第 2 項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。
２ 監査役は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締役（第 366 条第 1 項
ただし書に規定する場合にあっては、招集権者）に対し、取締役会の招集を請求することができる。

３ 前項の規定による請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2 週間以内の
日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査
役は、取締役会を招集することができる。
４

略

第 384 条（株主総会に対する報告義務） 監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書
類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定
款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告し
なければならない。

標準管理規約上の「理事」と区分所有法上の「理事」の違い
マンション標準管理規約では、理事会制度を設け、理事会は理事をもって構成されています
(規約第 51 条)。理事は○○マンションに組合員のうちから、総会で選任されます(規約第 35 条 2 項)。

そして、理事長は理事の互選により選任されます(規約第 35 条 3 項)。理事長は管理組合を代表し
ます(規約第 38 条 1 項)。総会で選任された各理事には代表権はなく(法第 49 条 3 項・4 項に相当する
規定はありません。あれば別ですが。)、管理組合を代表するのは、理事長に限定されています。した

がって、理事に就任した場合は、就任承諾(書)(民法第 643 条)が必要であり、理事長に就任したと
きにも就任承諾(書) (民法第 643 条)が必要です。
対して、区分所有法の法人規定では、理事は、集会(総会)で選任されます(法第 49 条 8 項)。そし
て、選任された理事が一人の場合には管理組合法人を代表します(法第 49 条 3 項)。選任された理
事が複数の場合には各理事が各自管理組合法人を代表します(法第 49 条 4 項)。
あるいは、管理組合を代表する理事を規約で定めておいたり集会(総会)の決議で決めることも
できます。その際に、数人の理事が共同して管理組合法人を代表するとすることもできます。ま
た、理事会という制度は規定していませんが理事会的な制度を設けて理事の互選によって管理
組合を代表する理事を定めることもできます(法第 49 条 5 項)。このような代表理事を定めた場合に
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は、各理事の代理権は一時的に制約されると考えられます(会社法の解釈参照)。就任承諾(書) (民
法第 643 条)は、理事に就任したときには必要ですが、各理事はすでに代表権を持って就任承諾を

していますから、代表理事になったときには就任承諾(書)は必要ないと考えます。
法人と非法人で異なる理事と監事の関係
区分所有法上の法人管理組合(法人)の場合には、管理組合法人と理事との利益が相反する
事項については、監事が管理組合法人を代表します(法第 51 条)。
この場合、各理事が代表権をもつていますので、ある特定の理事が管理組合法人の利益と相
反する事項については、他の代表権を持つ理事が管理組合法人を代表することができます(法第
49 条 4 項)。

したがって、監事が管理組合法人を代表する場合は、すべての理事が管理組合法人の利益
と相反する場合と考えられます。具体的には、法人で理事会組織がある場合には、理事長が理
事会決定を代表するという意味で理事会決議が管理組合法人の利益と相反する事項といった
場合も含まれるのではないでしょうか。
マンション標準管理規約上の管理組合(非法人)の場合には、代表権を与えられている理事は、
理事長に限定されますから、一般的な監事の役割(規約での明記はありませんが)として、理事長の行
為が管理組合の利益と相反する事項の場合には、監事が管理組合を代表することになります。
念のため記しますが、各理事には代表権は与えられていませんから、他の理事が理事長の代
わりに管理組合を代表することはできません。
この点で、区分所有法上の法人管理組合の理事とマンション標準管理規約上の理事の違い
からくる、利益と相反する事項に対する監事の役割の違いを正しく認識しておく必要があると考
えます。

管理者の代理権の制限について
---民法第 110 条の規定の適用を排除する趣旨と解すべき---管理者の代理権について規約、集会(総会)の決議、集会(総会)の決議に代わる書面による合意
によって制限を加えた場合、この事を知っている第三者(悪意の第三者)に対しては代理権の制限
を対抗(主張)できるが、知らない第三者(善意の第三者)に対しては代理権の制限を対抗(主張)でき
ない、と規定されている(法第 26 条 3 項・・・1962 年区分所有法第 18 条 3 項)が、これは、民法第 110 条の
規定の適用を排除する趣旨と解すべきであろう。
民法第 110 条（権限外の行為の表見代理）： 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為
をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由
があるときについて準用する。
したがって、法第 26 条(権限)3 項(1962 年区分所有法第 18 条 3 項)は、民法第 110 条の場合と違って、
第三者の無過失まで要求されていないから、結果的には、第三者に対する保護がそれだけ強化
されていることになる。
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区分所有法第 26 条(権限)3 項：管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗する
ことができない。
管理者が代理権の制限を越えて代理行為をした場合、善意の第三者は、区分所有法 26 条 3
項(1962 年区分所有法第 18 条 3 項)によって保護され、その代理行為の効果を主張することができる(結
果的には有権代理行為とおなじことになる)。これに反し、悪意の第三者は同条項によって保護されな

いから、いわゆる無権代理行為となり、民法第 113 条以下の適用がある。
民法第 113 条(無権代理）： 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がそ
の追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
したがって、その無権代理行為が契約である場合には、本人(区分所有者)は追認によって有効
な代理行為とすることもできるし、追認を拒絶することによって、無権な代理行為として確定させ
ることもできる。
後者の場合は、第三者は、管理者に対し、その無権代理行為の履行を請求してもよいし、また
損害賠償の請求をしてもよい、ということになる。(「建物区分所有法の現代的課題」p．230)(参照：｢実践
区分所有法 など｣p．72 or p．71「第三者への区分所有者《住戸所有者》の責任は分割責任との規定」)

管理者解任訴訟の訴訟費用等の負担
「区分所有者(住戸所有者)の一人が裁判所に解任の訴えを提起し勝訴した時は、他の区分所有
者(住戸所有者)に対し、その訴訟に要した費用および弁護士費用の分担を、規約で定める管理に
要する経費の負担割合、または、14 条に定める割合にしたがって求めることができると解する。」
(「基本法コンメンタールマンション法」p．52)
(参照：「実践 区分所有法 など」p．301 or p．298「管理者を裁判所に訴える二つの方法」)

解任請求の裁判による解任後の管理者の選任方法
イ) 規約で特定の者を管理者と定めている場合
この場合には、解任請求の裁判による解任の効力の発生により、規約中のその者を管理者と
する旨の規定は当然にその効力を失うものというべきである。そして、後任の管理者は、規約に
他に特段の定めがなければ、原則どおり集会の決議によって選任することになる。
ロ) 集会の決議等によって選任された管理者の場合
かかる管理者の解任を集会の決議等によらず裁判によってなすのは、管理者に同調する区分
所有者が多数派を占めている場合である。かかる場合に裁判により従前の管理者が解任されて
も、新たな選任手続をとればその管理者がそのまま再び管理者に選任されることになりかねな
い。
現行法上は、解任された管理者の再任を禁止する規定はなく、また管理者が裁判権により解
任されたことにより反省する可能性もあるだけに、その再任を禁止する解釈を導き出すことは困
難であるが、逆に解任された管理者が再任されて、原告となった区分所有者に対して村八分的
な行動に出る可能性すらあるだけに、その再任を一定期間禁止する等の規定を設けることが検
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討されるべきである(なお、極端な場合には、再任決議自体が公序良俗違反となる場合もあり得よう)。(「注解
不動産法 5」p．137)
(参照：「実践 区分所有法 など」p．301 or p．298「管理者を裁判所に訴える二つの方法」、p．312 or p．311「管
理者《に擬制された理事長》を集会《総会》以外で単独で解任する方法」)

「区分所有者(住戸所有者)全員」のために、管理者(に擬制された理事長)が原告又は被告
となれる
法第 26 条 4 項では、「管理者は、規約又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、原告又は被告となることができる｣とされています。
ここでの疑問は、区分所有者(住戸所有者)全体の統括的な代理人であるはずの管理者(に擬制され
た理事長)が、「区分所有者(住戸所有者)のために、」という、区分所有者(住戸所有者)個人を代理する

かのような表現が使われているのはなぜなのかについてです。
これは、当該訴訟の原告または被告となり得べき区分所有者(住戸所有者)全員のために、という
意味のようです。「たとえば管理費を滞納する区分所有者(住戸所有者)に対するその支払い請求訴
訟のように、特定の区分所有者(住戸所有者)を相手方とするとき、あるいは逆に、特定の区分所有
者(住戸所有者)が、共用部分たる建物の部分につき、所有権訴訟を提起するような場合、当該区分
所有者(住戸所有者)を除外せざるを得ないと解されるため、『区分所有者(住戸所有者)全員のために』
という表現を用いなかったにすぎない。(「建物区分所有法の改正」p．223)」ようです。

管理者(に擬制された理事長)の保存行為とは
保存行為とは、財産の滅失・毀損を防ぎ、その現状を維持するための事実行為及び法律行為
を指すとされているが、具体的には、エレベーター、給排水設備、空調設備等の運転、点検、補
修を自らなし、またそれらの行為をなすために第三者と契約し、その費用を各区分所有者(住戸所
有者)から取立て、あるいは第三者に支払う等共用部分及び共用部分と同様に管理がなされる敷

地並びに附属施設の効用を維持し、その財産的価値を維持するための一切の行為をいう。
共用部分及び第 21 条による敷地並びに附属施設については、各区分所有者(住戸所有者)も単独
で保存行為をすることができ(法第 18 条 1 項但し書)、それら各区分所有者(住戸所有者)に対する関係
では保存行為をなす義務を負っている関係上、第一次的には管理者(に擬制された理事長)がなす
べきものである。(｢注解不動産法 5｣p．140)( 参照：｢実践 区分所有法

など｣p．326 or p．323「保存《維持》行

為は、まずは管理者《に擬制された理事長》の役割なのではないでしょうか」)

役員に対する報酬について――業務を依頼して、そのための報酬を支払うことを禁止してい
るわけではないのではないか--2013 年マンション管理士試験〔問 31〕の肢問 3「理事長が、役員の活動経費や報償に関する
定めがないにもかかわらず、理事長としての活動に応じる必要経費及び報酬を受領した」事は、
標準管理規約によれば適切ではないとされています。
確かに、標準管理規約第 37 条 2 項では、「役員は、別に定めるところにより、役員としての活
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動に応ずる必要経費の支払いと報酬を受けることができる」とされています。したがって、この設
問では「活動経費や報償に関する定めがないにもかかわらず」「報酬を受領した」ことが、「標準
管理規約によれば適切ではない」ということのようです。すなわち、「報酬を支払う」なら「「活動経
費や報償に関する定め」をすべきであるといいたいようです。
ちょっと微妙な問題ですが、この設問は、民法第 648 条(受任者の報酬)を絡めた設問だと考えま
す。そして、「実践 区分所有法 など」p．310 or p．306 の、「管理組合(法第 3 条の団体)役員に対
する報酬について」で、「管理者(に擬制された理事長)と区分所有者(住戸所有者)との権利義務関係
は、民法の委任に対する決め事により処理されます。委任関係では原則として特約がなけれ
ば、報酬を請求する正当な権利はありません。
ただし、この決まりがなければ「報酬を請求する正当な権利はない」ということであって、業務
を依頼して、そのための報酬を支払うことを禁止しているわけではありません。」と記述していま
す。
この記述と 2013 年マンション管理士試験〔問 31〕の肢問 3 との関係で微妙な疑問が生じてき
ました。すなわち、一般の民法的な人間関係においては、民法第 648 条の解釈として「この決ま
りがなければ『報酬を請求する正当な権利はない』ということであって、業務を依頼して、そのた
めの報酬を支払うことを禁止しているわけではありません。」といった解釈はできるのではないか
との疑問です。
※ ご質問につき、次のとおり考えます(アドバイザーの回答)。
① マンション管理士試験[問 ３１]の解答としては、『マンション標準管理規約によれば適切でな
い。』とするのが、正解と考えます。
② それでは、マンション標準管理規約に経費、報酬の支払いについて定めておかなければ、全
く理事長は経費、報酬を受領できないかというと、検討する余地があると考えます。
③ 管理規約に経費、報酬の定めがないのに、理事長が、自らに経費、報酬を支払うことはお手
盛りになり、支払いの根拠がありません。また、その場合、理事会決議で、理事長に経費、報
酬を支払うことも同様に考えられえます。
④ しかし、事後に、集会(総会)議案として、理事長に対する経費、報酬支払いの件が提案され、
集会(総会)決議(普通決議）がされた場合どうかということです。
この場合でも許されないとすることは、マンション自治、集会(総会)の意思を無視するもので
あり、誤りと考えます。したがって、この場合、理事長に対して経費、報酬の支払いが可能と考
えます。
⑤ そこで、『実践 区分所有法 など』の記載についてですが、『業務を依頼して、そのための報
酬を支払うことを禁止しているわけではありません。』の部分について誤りではないのですが、
その後に『管理者（に擬制された理事長）に報酬を支払うには、理事会決議では足らず、集会(総
会)の決議によることが必要です。』と加筆してはいかがでしょうか。
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ご検討ください。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．310 o r p．306「管理組合(法第 3 条の団体)役員に対する報酬について」)

理事長を管理者に擬制する根拠の判例
---東京地判平 2(1990)年 5.31(判タ 748 号 159 頁)--標準管理規約第 38 条 2 項では、｢理事長は区分所有法に定める管理者とする｣と規定し
て、「理事長を管理者に擬制」しています。
このことが、すでに、東京地判平 2(1990)年 5.31(判タ 748 号 159 頁)の判例として「従来なかった
任意の組織体である管理組合が設立され、その業務を執行する理事長が選任された場合に
は、特段の事情のない限り、理事長を管理者とする旨の議決があったものと解するのが相当で
ある。｣とされていることを根拠とされているようです。
そのことが、「マンション標準管理規約は右判例の趣旨を取り入れ管理組合の役員として理事
(理事長、副理事長、会見担当理事を含み、これらの理事の互選により選任される)を置き、それらは総会で選

任されるとした上で、理事長は区分所有法に定める管理者とするとしている(「改訂版区分所有法」p．
157)。」とされています。

なぜ、理事長は、管理組合からの委任者とされるのか
---理事長も理事として管理組合の集会(総会)で選任される立場--管理者は、規約に別段の定めがない限り、集会の普通決議により選任されます(法第 25 条 1
項)。この場合は、集会(総会)で管理者を直接選任するのですから、管理者は、管理組合から委任

されているとの関係が明確です。
しかし、一般の管理組合においては、集会(総会)で直接に｢管理者｣を選任するのではなく、まず
複数の管理組合の理事を普通決議により選任し、この選任された理事数名の中から互選によっ
て管理者たる理事長を選任する仕組みとなっています(マンション標準管理規約 48 条 13 号、35 条 3
項)。

したがって、理事長も一人の理事として他の理事と同様、管理組合の集会(総会)で選任される
立場にありますから、理事長はこの管理組合から受任者たる立場に立ちます。つまり、委任者
は、管理組合であり、個々の組合員が委任者であると見ることはできません。(参照：「実践 区分所
有法 など」p．315 o r p．311「『理事長を辞めさせたい』その真意は、解任なのか解雇なのか?」)

管理者解任要求の裁判は、管理組合と管理者との両者を被告?新版注釈民法(7)の
見解
「管理者解任要求の裁判は管理組合(法第 3 条の団体)と管理者(に擬制された理事長)との委任契約
ないし委任に近い契約を解除する効果を形成するものですから、形成訴訟となり、その判決の
効力は管理組合(法第 3 条の団体)と管理者との両者におよぼす必要があり、管理組合(法第 3 条の
団体) と管理者 (に擬制された理事長) の両者を被告としなければならない必要的共同訴訟となりま

す」との見解があります。
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そして、「新版注釈民法(7)」p．684 に、管理者解任要求の裁判は「会社法第 854 条 1 項」と同様
の手続きが必要との見解があります。会社法を見る限り、「管理組合(法第 3 条の団体)と管理者(に
擬制された理事長)の両者を被告としなければならない」とされるようです。

会社法第 854 条（株式会社の役員の解任の訴え）1 項： 役員（第 329 条第 1 項に規定する役員をいう。以下
この節において同じ。）の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に

違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案
が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の
決議が第 323 条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、
当該株主総会の日から 30 日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求する
ことができる。
会社法第 855 条（被告）： 前条第 1 項の訴え（次条及び第 937 条第 1 項第一号ヌにおいて「株式会社の
役員の解任の訴え」という。）については、当該株式会社及び前条第 1 項の役員を

被告とする。
※ 「当該株式会社及び前条第 1 項の役員｣とは、管理組合(株式会社)と管理者(役員)を指すと理
解します。そして、管理組合(株式会社)と管理者(役員)は、両者を表わす｢及び｣で結ばれていま
す。
民事訴訟法第 40 条（必要的共同訴訟）： 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確
定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその
効力を生ずる。
２ 前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行
為は、全員に対してその効力を生ずる。
必要的共同訴訟・・・・ 日本では，共同訴訟は以下の 3 種に分類される。 第 1 は、共同訴訟とし
なければならず、かつ全員に同時に同一内容の判決がなされなければな
らないという類型であり、固有必要的共同訴訟と称される。
たとえば，ある夫婦の婚姻の取消し(民法 743 条以下)を第三者が請求する
訴訟は、必ず夫婦両名を共同被告としなければならず、判決も夫と妻とで
内容を異にすることは許されず、必ず夫婦両名に対して婚姻を取り消す
か、取消請求を棄却するかしなければならない。… 〔世界大百科事典〕より
民法 743 条（婚姻の取消し）： 婚姻は、次条から第 747 条までの規定によらなければ、
取り消すことができない。

※ コメント
管理組合と管理者は、委任関係にある。従って、判決によって管理者だけを解任(受任者としての
立場の解任)の結論を出したとしても、管理組合としての委任(委任者としての権限)権限は残ってしま

う。両者の委任契約関係そのものを否定しなくては、管理者を解任する目的は達成できない。
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したがって、管理者解任と同一内容の判決を全員に同時(管理組合にも)に下すことのできる裁
判手続きのことを共同訴訟と称していると理解しました。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．312 or p．309 ｢管理者《に擬制された理事長》を集会《総会》以外で単独で解
任する方法｣)

理事(理事長)は管理組合のトップではない
---理事(理事長)が偉いという意識があっては、適切なマンション管理は行えないでしょう--初めて理事長や理事を引き受けた人は、管理組合を理事長(オーナー)や理事(管理職)が決定権
を持ち、それにしたがって組合員(社員)が動く会社組織のように考えるかもしれません。
しかし、管理組合と会社はまったく別物です。理事会はマンションのトップではなく、管理業務
の内容を独断で決められるわけではありません。マンションのオーナーは各組合員です。
理事会は皆の意見を取りまとめ、それを実行する役にすぎません。管理について理事会が行
うのは規約で決められた作業である予算案、事業計画案などの作成までで、それに賛成か反対
か、どこを修正するかは組合員の合意で決まります。
理事が偉いという意識があっては、適切なマンション管理は行えないでしょう (「マンション管理組
合の理事になったとき最初に読む本」p．14)。

以下の記述は、マンション管理の基本として書かれている内容です。このことは、区分所有法
でも決まっている内容ですし、規約でも決められている内容です。
「理事会は皆の意見を取りまとめ、それを実行する役にすぎません。」とされていることは、管
理組合の物事は、原則として全ての内容が総会の決議で決められます(法第３９条)。ごくわずかな
あまり重要ではない事項については、規約で決めるならば、理事会で決めてよいとすることもで
きるようになっています(法第１８条２項)が、重要な事項については、必ず総会での４分の３以上で
の多数決決議(特別決議)が必要であるとされています。
そして、「理事会で決めてよいとすることもできるようになっている事項についても、最終的に
は年一回の集会(総会)で組合員全員に報告をして了承を得なくてはなりません(法第 43 条)。
また、区分所有法での管理者の役割である管理業務は、規約で理事会が行うようにされてい
ます。そしてこの管理業務を行う理事会の代表者が理事長であるにすぎません。したがって、組
合員から選ばれた理事の互選で選ばれた理事長は、理事会の決定に従う義務があります。理
事会の決定にしたがった行動しか許されません。
なお、「理事会は皆の意見を取りまとめ、それを実行する役にすぎません。」とされているよう
に、管理組合がどのような仕事をするかは、原則として、集会(総会)の決議あるいは規約で決めな
くてはなりませんので、理事会はその内容を「議題」として、集会(総会)に提案することが仕事とな
ります。
そして、どの内容を議題として集会(総会)に提案するかは、理事会での決議(マンション標準管理規
約第５３条１項では、理事の過半数の出席のもとでの過半数)によります。
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この際注意すべきなのは、理事会はあくまで規約で決められている業務や集会(総会)で決めら
れた業務以外にはできませんし、集会(総会)に提案する議題(「決議すべき議題＝議案」を含む)を何に
するかを決議するのであって、提案する議題の内容を決議するのは集会(総会)であるということで
す。そしてその集会(総会)での決議の賛否に参加する権利を持つのは、各理事含んだ組合員で
あるということです。もうお分かりでしょう。理事(理事長をふくむ)にも、一組合員として、賛否に参加
する権利と義務があるということです。
したがって、よく、理事会で議題内容にまで賛成を求め、集会(総会)決議で各理事が理事会決
議とは違う意見を持つこと許されないといった運営がなされる場合があるようですが、理事会で
は、提案する議題の内容について徹底して議論して極力全員一致を求める努力はすべき場合も
ありましょうが、最終的には、どの内容を議題として集会(総会)に提案するかを過半数で決議する
ことまでが理事会としての任務であり、最終決議は集会(総会)での決議であることを忘れてはなら
ないのです。
なお、マンション標準管理規約第 54 条でも、理事会の業務としては、基本的には集会(総会)へ
の議題提案である事を定めています。
第５4 条(議決事項)
理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
ニ 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案
五 第 17 条(専有部分の修繕等)に定める承認又は不承認
六 第 6７条(理事長の勧告及び指示等)に定める勧告又は指示等
七 総会から付託された事項
(追記) 2014/08/07(2014.08.05 Tuesday 村井忠夫のマンション管理ブログ「『決める』意味を考える。69 年昔
の日本と、マンションと・・・」への反論として)

先に、「理事(理事長をふくむ)にも、一組合員として、賛否に参加する権利と義務｣と記して、理事
会での議事について、各理事にも議案に反体を表明する権利があり、総会(集会)でも、理事会の
提案する議案の内容に反対する権利があるとしましたが、これらは、あくまで決議するまでの行
為です。総会(集会)での決議事項には、全ての組合員が拘束されることは当然です。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．281 or p．278｢区分所有法には『理事会』という制度はありません｣、別冊-p．
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理事会で単独で(総会や規約に関係なく)決議できるのは、原則として、共用部分の保
存行為だけです
これが、理事会運営の原則です。しかし、法 18 条 2 項では、「前項の規定は、規約で別段の定
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めをすることを妨げない。」と規定しています。
前項の規定とは、「共用部分の管理に関する事項は前条(法第１７条)の場合を除いて、集会の
決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。｣とされていることを指しま
す。
すなわち、「管理規約(規約)で定めれば、区分所有法によって集会(総会)で決議しなくてはならな
いと決められている事項(法第 57 条 2 項・3 項・4 項・第 58 条 4 項・第 59 条 2 項・第 60 条 2 項)以外の普
通決議事項については、集会(総会)決議を経ず管理者(に擬制された理事長)その他の機関(理事会、
評議会)がこれを決定できるとするといった違う方法で決議することもできます。

保存(維持)行為については、各区分所有者(住戸所有者)の一存ではできず、管理者(に擬制された理
事長)を通さなくてはならないと決めることもできます。」、「ただし、これらの事は、管理規約(規約)で

決めなければその拘束力は生じません。管理規約(規約)で明記されていない場合は、原則どおり
の決まりとなるものとされます。」
※ 管理規約(規約)で明記・・・実例をマンション標準管理規約から抜粋して、最後に、書き出しています。
インターネットのマンション無料相談『マンションって何よ?』において次のようなやり取りがあり
ました。
※インターネット 『マンションって何よ?』より
質問 必要な手続きを教えてください
マンション内の敷地に、よく自転車とぶつかりそうになるところがあります。ミラーを付けたいと
思っていますが、どのような手続きが必要ですか？理事会だけで決められますか？総会での承
認が必要ですか？
以前うちの管理会社の営業担当者が以下の様に申しておりました。「－備品の場合は今年度
に備品として計上している予算内であれば、特に具体的な品目を上げていなくても購入しても問
題は無い」。実際にそのようにしましたが、これは本当に問題無かったのでしょうか
回答 回答者：小西吉弘
備品購入については緊急性のない限り、具体的な購入品目とおおよその金額を予算計上し総
会の承認を得る必要があります。理事会は、原則的に規約および総会で決議されたこと以外は
勝手に何もすることができません。理事会で単独でできるのは共用部分の保存行為だけです。
保存行為というのは、たとえば、切れた電球の交換、割れたガラスの交換、廊下階段等の掃除
等、現状を維持することに尽きます。
次期の通常総会に間に合わない新たな事案に対しては、臨時総会を招集・開催し、総会での
決議(特別決議あるいは普通決議・・・中野)又は、(事前の区分所有者全員の承認に基づく書面による決議《法第
４５条１項》・・・中野)、書面における組合員全員の同意を得る手続き(《法第４５条 2 項》・・・中野)が必要と

なります。
清掃用具・電球・その他文房具代等の備品消耗品費、具体的な品目を上げて予算を組み総
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会の承認を得ている物品に関しては、予算計上内の支出となりますので問題ありません。但し、
総会資料や決算報告書に購入した商品を記載しなければなりません。
どこのマンションでもクレーマはおられます、もしクレームが付いたら管理会社は責任を取って
くれません、困るのは管理組合です。キチントとした手順を踏まれることをお勧めします。
コメント(・・・中野)
管理組合の理事会は何か特別の権限があると勘違いして理事会運営をされている管理組合
に時々出会います。この無料相談の回答のように、理事会で単独で(総会や規約に関係なく)決議で
きることは限定されていることを再確認して欲しいと思います。
以下に、マンション標準管理規約単棟型を例として、規約で定められている理事会決議事項
あるいは承認事項と「規約に別に定めるもの」として列記されている事項について書き出してみ
ました。
※ マンション標準管理規約単棟型(抜粋)
第 56 条（議決事項）
理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
ニ 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の団地総会提出議案
五 第 17 条(専有部分の修繕等)に定める承認又は不承認
六 第 67 条(理事長の勧告及び指示等)に定める勧告又は指示等
七 総会から付託された事項
※ 規約に別に定めるもの(マンション標準管理規約単棟型より)
第 40 条（理事長）
理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行す
る。
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められ
た事項
ニ 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
４ 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
第 42 条（総会・団地総会）
管理組合の総会は、総組合員で組織する。
４ 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集すること
ができる。
第 67 条（理事長の勧告及び指示等）
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区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人（以下「区
分所有者等」という。）が、法令、規約又は使用細則に違反したとき、又は対象物件内における共同

生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対
し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
３ 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区
分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長
は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表
して、訴訟その他法的措置を追行すること
ニ 敷地及び団地共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求
又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟の原告又は被告となること、その他法的措置
をとること
(参照：別冊-p．274 「理事会(理事長)は管理組合のトップではない。--理事長が偉いという意識があっては、適切
なマンション管理は行えないでしょう--」)

区分所有法上の管理者と規約上の理事長の関係と相違点
区分所有法には、非法人管理組合の場合も法人管理組合の場合も理事会の制度はありませ
ん。そして法人管理組合については理事の制度は決められていますが、非法人管理組合の場
合は、理事についての規定はありません。
区分所有法には「理事会制度」は、法人管理組合にも非法人管理組合にもありませんが、規
約で定めることができ、非法人管理組合の場合は規約で理事の制度も定められます。
そして、法人管理組合も非法人管理組合も、総会(集会)で選ばれた理事によって理事会が構成
され、その代表としての理事長が互選で選任され、理事会の代表としての理事長が区分所有法
上の管理者と擬制されています。
このことは判例などでも明確になっていることですが、マンション管理標準規約第 38 条 2 項で
は、「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」と定めています。
したがって、区分所有法上の管理者としての役割は実質的には理事会が負い、理事会を代表
する理事長の行動は理事会の決議に拘束されます。そして、対外的には、理事長が理事会の代
表として扱われます。
その結果、一般的な管理事項については問題が生じませんが、状況によっては、理事長に
は、区分所有法上の管理者としての独自に与えられている役割・権限と、理事会の決議に拘束
される立場との間で、矛盾を生じる場合があります。
「場合があります」としてちょっと遠回りな表現を使った理由を説明しましょう。たとえば、区分
所有法第 34 条(強行規定)では、「集会は管理者が招集する」としています。
したがって、定時集会(総会)にしろ、臨時集会(総会)しろ、集会(総会)の招集は管理者の独自の権
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利・義務として規定されています。
そして、34 条 3 項においては、「区分所有者の 5 分の 1 以上で議決権の 5 分の 1 以上を有す
るものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会(総会)の招集を請求することができ
る。｣とし、さらには、4 項(強行規定)にて「前項の規定による請求がされた場合において、2 週間以
内にその請求の日から 4 週間以内の日を会日とする集会(総会)の招集の通知が発せられなかつ
たときは、その請求をした区分所有者は、集会(総会)を招集することができる。｣として、管理者に
実質的に臨時集会(総会)の開催を義務付けています。
それに対して、マンション標準管理規第 42 条 4 項では、「理事長は、必要と認める場合には、
理事会の決議を経て、いつでも臨時総会(集会)を招集することができる。」とされています。
この規定を、「理事長が臨時総会(集会)を招集するには、理事会の決議を経なくてはならない｣
と解釈してしまうと、区分所有法では臨時集会(総会)の開催を管理者の独自の権限として義務付
けているにもかかわらず、理事長は、規約で定められた理事会の決議を経ないと臨時総会(集会)
の招集ができない、すなわち、理事会で臨時総会(集会)の開催を否決されると、管理者(に擬制され
ている理事長)は、臨時総会(集会)の招集ができないことになってしまい、法で認められた管理者(に
擬制されている理事長)の独自の義務・権利が行使できないことになります。すなわち、法の規定と

規約の規定との矛盾に陥ります。
したがって、この問題は、当然なこととして、法が優先し、このような規約の解釈は修正されな
くてはならないのです。
すなわち、マンション標準管理規第 42 条 4 項では、「理事会の決議を経て、いつでも臨時総会
(集会)を招集することが《できる》。」として、任意規定とされていることです(参照：「実践 区分所有法
など」p．7「『・・・・ができる』は、『任意で・・・・することもできる』の意(法文の読み方について 4)」)。

同標準管理規約第 42 条 3 項のように、「理事長は、通常総会(集会)を・・・・招集しなければなら
ない｣との断定的な規定をしていないことです。
したがって、マンション標準管理規第 42 条 4 項は、法の規定通り、「管理者(に擬制されている理
事長)は、臨時総会(集会)を招集する権利と義務を持ち、理事会としてもその招集を決議することが

できる。ただし、理事会として総会(集会)の招集を拒否する決議をすることはできない。」と解釈す
べきことになります。
このことを裏付けけるように、マンション標準管理規第 42 条 3 項では、「理事長は、通常総会
を、毎年 1 回・・・・招集しなければならない」とし、通常総会の招集について、理事会の決議を必
要とはしていません。
それは、区分所有法第 34 条 2 項(強行規定)の｢管理者は、少なくとも毎年 1 回集会を招集しな
ければならない｣とし、同第 43 条 (強行規定)にて、「管理者は、集会において、毎年 1 回一定の時
期に、その事務に関する報告をしなければならない」とされ、これに違反すると、同第 71 条 (強行
規定)にて、20 万円以下の過料に処されるからです。

279

従って、規約でも、区分所有法で規定している管理者(に擬制されている理事長)に義務付けてい
る権利・義務の規定を、そのまま当然のこととして表現しているものと考えます。(参照：「実践 区分
所有法 など」p．１87 or p．１85「「Ques」 臨時集会(総会)は理事会の反対があると開けないのでしょうか。」)

民法条文の「・・・できる」は、｢・・・もできる｣の意であって、「義務」を表わしてはいな
い
区分所有法第 3 条において、「・・・法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び
管理者を置くことができる。」とされている条文の｢・・・できる｣は、｢任意｣を表わしており、「・・・法
律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くこともできる。」という意味
であるされており、マンション標準管理規約でも｢・・・できる｣との表現が 36 カ条で使われていま
す。
区分所有法の基本法である民法の条文でも「・・・できる」は、｢・・・もできる｣の意であって、「義
務」を表わしてはいないことを証明する条文の一例として、「民法第 389 条（抵当地の上の建物の競
売） 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物

を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができ
る。」があります。
この条文解釈として「・・・建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売
することができる。」とは、「土地とともにその建物を競売することもできる」ことを表わしているの
であって、土地と建物の両方を一緒に競売することを義務付けているのではないとされていま
す。
なお、｢・・・もできる｣の意味で使われているマンション標準管理規約の条文を列挙してみると、
以下の 36 カ条となります。そんな認識でマンション標準管理規約を読み直してみてはいかがでし
ょうか。規約の意味するところの解釈に間違がっていた部分があることに気付くかもしれません。
第 14 条 3 項、第 15 条 1 項、第１6 条 1 項、第１6 条 2 項、第１7 条 4 項、第 21 条 2 項、第 23
条 1 項、第 26 条、第 25 条 1 項、第 28 条 2 項、第 28 条 3 項、第 33 条、第 34 条、第 37 条 2 項、
第 38 条 4 項、第 41 条 2 項、第 42 条 4 項、第 43 条 3 項、第 43 条 8 項、第 44 条 2 項、第 45
条 1 項、第 49 条 3 項、第 50 条 1 項、第 52 条 3 項、第 55 条 1 項、第 60 条 2 項、第 60 条 3 項、
第 61 条 2 項、第 63 条、第 64 条、第 66 条、第 67 条１項、第 67 条３項、第 67 条 4 項、第 70 条、
第 72 条 5 項。
特に、規約第 42 条 4 項の｢理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつで
も臨時総会を招集できる｣について、この規定は任意規定であることを別冊-p.．278 「区分所有
法上の管理者と規約上の理事長の関係と相違点」で説明しているとおりです。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．7「『・・・・ができる』は、『任意で・・・・することもできる』の意(法文の読み方につ
いて 4)」、p．１87or p．１85「「Ques」 臨時集会(総会)は理事会の反対があると開けないのでしょうか。」)

「置くことができる」は、「どっちでもよい」の意 ―会社法での新発見―
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新発見です。会社法の解説書で「『会計参与を置くことができる』という定款規定の効力」という
テーマの解説で「無効である。会社の機関は、置くのか置かないのかがはっきりしていなければ
ならない。置くことができる＝どっちでもよい、という規定に効力がないとされている」(「オートマシス
テム 6 会社法・商法・商業登記法 第 3 版」p.197)と説明されていました。すなわち、会社法の世界でも、

「置くことができる＝任意な規定」とされていると理解しました。
区分所有法では「・・・、集会を開き、規約を定め、および管理者を置くことができる」(法第 3 条)と
され、規約を定め、および管理者を置くことを含めて、集会(総会)を開くことも任意な規定とされて
います。すなわち、法律上は集会(総会)を開いても開かなくてもよいのです(参照：「実践 区分所有法
など」p.61 or p.60「※ 国会の質疑より」)。とされていることを紹介し、マンション標準管理規約第 42 条 4

項で「理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集するこ
とができる」とされているのは、「理事長に臨時総会招集義務がある」の意ではなく、任意に選択
できることを示しているのであって、理事長に臨時総会開催義務はないとしてきました(別冊 p．197
「臨時集会(総会)の招集についての『Q&A マンション管理とトラブル解決の手引き』への問合わせ」、別冊-p．278
「区分所有法上の管理者と規約上の理事長の関係と相違点」)。

今回の新発見の会社法の解説書の、「置くことができる＝どっちでもよい」との説明で、「置くこ
とができる＝任意な規定」と同様に「…することができる＝任意な規定」との認識が少なくとも会
社法の認識と共通であることが確認できました。法律解釈の共通認識と理解してもよさそうで
す。
任意・・・心のままにすること。その人の自由意思にまかせること(広辞苑)。

「…できる」は、任意規定。すなわち、「…しても、しなくても、どっちでもよい」の意
---今までの記述の繰り返しになりますが---今話題の国会で、会期延長問題で「60 日ルール」が話題になっているようです。そしてこの根
拠として、「憲法上の規定」が持ち出されているようです。 しかし、憲法第 59 条 4 項は、参院が
60 日以内に法案を議決しない場合、衆議院としては、参議院で否決されたと「みなすことができ
る」としているのみで、再議決の義務はありません。
すなわち、参院が 60 日以内に法案を議決しない場合、衆議院で再議決しなくてはならないわ
けではないのです。ただ、そういった手続きを採用することもできるに過ぎないのです。
まったく同様の「…できる」という表現は、区分所有法やマンション標準管理規約でも使われて
います。ともすると義務が規定されていると勘違いして解釈される場合があるようですが、法令
条文などを読むときに、注意するポイントだと考えます。
憲法第 59 条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したと
き法律となる。
２

衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院

で出席議員の 3 分の 2 以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
281

３

前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会

を開くことを求めることを妨げない。
４

参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期

間を除いて 60 日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律
案を否決したものとみなすことができる。
(参照：別冊-280「『置くことができる』は、『どっちでもよい』の意 ―会社法での新発見―」、別冊-p．280「民法条
文の「・・・できる」は、｢・・・もできる｣の意であって、「義務」を表わしてはいない」、「実践 区分所有法 など」p．7
「『・・・・ができる』は、『任意で・・・・することもできる』の意(法文の読み方について 4)」、「実践 区分所有法 など」
p.61 or p.60「※ 国会の質疑より」、p．１87or p．１85「「Ques」 臨時集会(総会)は理事会の反対があると開けない
のでしょうか。」)

理事会の議事録の目的
理事会の議事録の目的は、総会(集会)での議事録などのように、総会(集会)の成立がどのような
条件で成立したかの証明・証拠としての役割や、欠席者に対する情報提供を含めた議論の内容
の概略が示される必要はなく、区分所有者(住戸所有者)に報告すべきなのは、理事会においてど
のようなテーマが論議されたかであり、その結果がどのようなものになったかの記録であると考
えます。したがって、極端に言えば、理事会の報告内容はその結論だけでよいと考えています。
結論以外については、総会(集会)などについての議題の提案であれば、最終的な保存行為以
外の理事会の行動はすべて総会(集会)決議を経る必要があり、最終的には、総会(集会)での具体
的な報告なくしては理事会の決議は討論も承認もされませんから、その提案した議題の意議な
どは総会(集会)で討論されていくと考えます。
区分所有者への事前説明の意味で、なぜそのような結論に達したかの説明がなされればよい
のであって、その際の各理事の発言内容までは書く必要もないし、一般の区分所有者(住戸所有者)
に知らせる意味はないと考えます。
理事会として当然、より全員一致の意志統一を求める努力は必要でしょうが、最終的には多
数決での決議で理事会としての結論は出されると考えます。
理事会としての結論は、保存行為以外の結論は最終決議機関である総会(集会)が専権的な権
限を持つものですから、総会(集会)での理事の立場は、管理組合構成員の一人としての区分所有
者(住戸所有者)としての発言権は許されており、結果として、理事会決議と異なる見解を持ち発言し
たとしも、総会(集会)での意見表明は許されると考えます。
「理事会は、執行機関でもありますので、詳細にわたって記載することは逆に、執行をさまたげ
ることになるのではないか。」との見解がありますが、基本的にはそのとおりだと考えます。
ただ、理事会は、決定機関ではなく、「総会(集会)で決定されたことの執行機関」であることは正
しく認識しておく必要があると考えます。

「管理主任」って理事長のこと?---ダイヤモンド社への 2 つの不正確な記述の指摘---282

ダイヤモンド社編集部様
「資産価値を高めるマンション管理の鉄板事例４８ マンション暮らしは『管理』でここまで変わ
る！」の記述内容の以下の 2 点についてお尋ねいたします。
① p．41 に、「ちなみに、マンションの憲法とされる『区分所有法』では、『管理主任』という言葉
が出てきますが、これは、各管理組合の理事長のことを指します。」といった記述があります。
この記述は間違えではないでしょうか。そもそも区分所有法の中に、「管理主任」なる用語は
ないと考えます。理事長は規約上の役職とはいえ、区分所有法に出てくる用語として、あえて
理事長に相当するものと考えられるのは、「管理者」という用語ではないでしょうか。(参照:理事
長を管理者と認定した判例「東京高判 1990.5.28)。

「管理主任」なる用語は、区分所有法とは関係のない単なる著者の造語ではないかと判断
しますがいかがでしょうか。
② 同じ著作の p.５７に「『マンション内で、魚、鳥以外のペットを飼ってはいけない』『ゴミ出しは、
収集日の朝７時より前に出していけない』など、マンション内の決め事がマンション規約。規約
は必要に応じて変更できますが、変更に際しては管理組合の総会を開き、区分所有者が一
定数以上賛成することが条件となります。ではどのくらいの賛成が得られれば、『可決』となる
のか。これは、議案の内容によって変わり、それぞれ『区分所有法』などで定められていま
す。主な議案と、それぞれに対して可決に必要な数字をまとめましよう。」として、
総会で決議が必要な項目と、必要な賛成数
決議する項目

区分所有者総数および議決
権総数に対し必要な賛成数

○規約の設定、変更、廃止

４分の３以上

○建物の敷地または付属施設の変更

４分の３以上

○建物の価格の２分の１以上が滅失した場合の復旧

４分の３以上

○

４分の３以上

上記を実施するための資金の借り入れ、および修繕
積立金の取り崩し

○共同の利益に反する行為をする者に対する訴えの提起

４分の３以上

○その他、総会において特別決議することに決めた事項

４分の３以上

○建物の建て替え

5 分の 4 以上

以上は、管理組合を運営していく上で、覚えておきたい項目と数字です。と記述されていま
す。
しかし、「上記を実施するための資金の借り入れ、および修繕積立金の取り崩し」、「４分の
３以上」とは、区分所有法では決められてはいません。決められているとされるならば、その条
文をご教授願います。
また、マンション標準管理規約で総会決議を経なくてはならないとされているのは、「第 2８条
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第 1 項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借り入れおよび修繕積
立金の取り崩し」(単棟型第 48 条 1 項七号)ではありますが、マンション標準管理規約で「４分の３
以上」の決議を要するとされているものは、表で列記されているもののうち、「上記を実施する
ための資金の借り入れ、および修繕積立金の取り崩し」以外の項目です。したがって、この記
述は不正確な記述であると考えますがいかがでしょうか。
(参照:「実践 区分所有法 など」p.278or p.275「管理者と理事長は異なる役職、しかし、理事長は管理者《判例》)

中野誠様(回答 1)
弊社書籍をご愛読ただきまして、ありがとうございます。また、貴重なご指摘、ありがとうござい
ます。私は「マンション管理の鉄板事例 48」担当編集者の前田と申します。ご指摘の点、確認さ
せていただきました。
「管理主任」につきましては、「区分所有者を代表する管理者」でした。著者の思い違いで誤記
をしたとのことで、お詫びいたします。申し訳ございませんでした。
次に、「上記を実施するための資金の借り入れ、および修繕積立金の取り崩し」につきまして
も、著者に確認しました。
「資金の借り入れ、および修繕積立金の取り崩し」は、ご指摘の通り「4 分の 3 以上」ではなく、
「3 分の 2 以上」ですが、「建物の価格の 2 分の 1 以上が滅失した場合の復旧」は「4 分の 3 以上」
であり、それに伴う「資金の借り入れ、および修繕積立金の取り崩し」も実質上「4 分の 3 以上」が
必要になるとの判断を行った、とのことでした。（この部分に関しては、校正の段階でも議論があり
ました）
ただし、表組を一瞥しただけでは、「上記を実施するための」の文言が何を指すのか明確では
なく、結果的にご指摘のとおり適切とは言えない表現でした。お詫び申し上げます。以上 2 点に
つきましては、重版の際には訂正・再考させていただきます。
このたびは、貴重なご指摘を賜りましてありがとうございました。今後とも、ダイヤモンド社をよ
ろしくお願い申し上げます。
〒150-8409 東京都渋谷区神宮前 6-12-17
ダイヤモンド社クロスメディア事業局出版編集部
副編集長 前田早章（03-5778-7235）
【返信-1】
丁寧なご返事ありがとうございます。「『資金の借り入れ、および修繕積立金の取り崩し』は、ご
指摘の通り『4 分の 3 以上』ではなく、『3 分の 2 以上』ですが、」とのご返事ですが、「3 分の 2 以
上」とされる根拠は何によるものなのでしょうか。当方もそのような指摘はしておらず、区分所有
法でもまたマンション標準管理規約でもそのような数値は示されていないと考えています。
「3 分の 2 以上」という数値は、区分所有法第 70 条において、「団地内の各団地内建物ごとに、
それぞれその区分所有者の 3 分の 2 以上の者であって第 38 条に規定する議決権の合計の 3
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分の 2 以上の議決権を有する者がその一括建替え決議に賛成した場合でなければならない」と
規定されている以外には、区分所有法にも標準管理規約にも存在しない数値だと考えます。
中野様(回答 2)
お世話になっております。ご指摘受けまして、改めまして著者に照会しました。改めて書き方が適
切でなかったことを反省している旨の返信がありました。以下に返答をそのままお伝えさせてい
ただきます。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
一般的な『資金の借り入れ、および修繕積立金の取り崩し』は標準管理規約で『3 分の 2 以上』
だと理解しております。「建物の価格の 2 分の 1 以上が滅失した場合の復旧」に伴う「資金の借り
入れ、および修繕積立金の取り崩し」に関する数値は出ていません。その線引きがしっかりでき
ていなかったことを反省します。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
どうぞよろしくご了承いただけますよう、お願い申し上げます。
〒150-8409 東京都渋谷区神宮前 6-12-17
ダイヤモンド社クロスメディア事業局出版編集部
副編集長 前田早章（03-5778-7235）
【再返信-2】
ご返事ありがとうございます。しかし、このご返事には納得がいきません。ご返事では、
「一般的な『資金の借り入れ、および修繕積立金の取り崩し』は標準管理規約で『3 分の
2 以上』だと理解しております。」とのことですが、そもそも、標準管理規約の何条にて『3
分の 2 以上』との数値が示されているのでしょうか。先般ご指摘させて頂ましたように、
そのような数値そのものが標準管理規約には(コメントにも)ないと理解しています。したがっ
て、
「一般的な『資金の借り入れ、および修繕積立金の取り崩し』」においても、
『3 分の 2
以上』とのご主張の根拠なるものをご指摘いただかない限り納得することはできません。
中野
(追信)
当方としては、第一回目の返信においても「３分の２以上」の根拠についてお尋ねしています。
それにもかかわらず、著者のご返事では、その根拠を示されることもなく、むしろ正当なものとの
前提に立ち、「線引き」が間違っていたと問題点をすり替えられています。
このような著者の回答の姿勢について、正否の確認もなく、ただただ横流し的に当方への返事
とされる編集者としての認識にも大いなる疑問を持つものです。少なくとも、著者が正当な回答
ができないのであれば、そのことを含めて、編集責任者としての責任ある回答を望みます。
中野様(回答 3)
このたびの一連の対応につきましてお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。
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「３分の２以上」の記載につきまして専門家に確認いたしましたが、そのような記載は見受けられ
ず、中野様にご指摘をいただいたとおりでした。改めまして著者と確認をしましたところ、マンショ
ン管理規約（団地型）中に記載がありましたものを単棟型と混同し、誤って解釈していたことによ
るものでした。
当初にご指摘いただいた間違いを含め、著者ともども不勉強を反省し、今後、このような間違
いのないよう努めてまいります。また、ご質問に対して的確なご返答をさしあげておらず、ご不快
な思いをさせてしまいましたこと、重ねてお詫び申し上げます。編集者としての姿勢を正し、読者
の皆様のご期待に添えるよう改めて努めます。今後とも、ダイヤモンド社をよろしくお願い申し上
げます。
〒150-8409 東京都渋谷区神宮前 6-12-17
ダイヤモンド社クロスメディア事業局出版編集部
副編集長 前田早章（03-5778-7235）
【再々返信-3】
回答ありがとうございました。「マンション管理規約（団地型）中に記載がありました
ものを単棟型と混同し」とされ、さも、
「３分の２」という数字がマンション管理規約（団
地型）に記載されているがごとき見解ですが、その根拠をお知らせください。
少なくとも、
「マンション管理規約（団地型）の何条にある」との具体的な証明表現が
されないかぎり、著者の見解の正当性を証明することにはならないと考えています。また、
編集者の見解として、
「３分の２以上」の記載につきまして専門家に確認いたしましたが、
そのような記載は見受けられず、中野様にご指摘をいただいたとおりでした。」とされて
おりながら、著者の弁明を批判的にとらえることもなく、著者への何らの指摘もされてい
ないと判断できる編集姿勢にも疑問を抱きます。それとも、編集者ご自身が「マンション
管理規約（団地型）中に記載がある」との認識なのでしょうか。いい加減に、間違いは間違
いとして正しく認識していただきたいと考えます。真摯な姿勢でのご返事をお待ちしています。
中野
(追信)
マンション管理規約（団地型）中に記載がある「３分の２以上」の数値の記載について
は、すでに第一回目の返信の際に、
「「3 分の 2 以上」という数値は、区分所有法第 70 条にお
いて、「団地内の各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の 3 分の 2 以上の者であって
第 38 条に規定する議決権の合計の 3 分の 2 以上の議決権を有する者がその一括建替え決議
に賛成した場合でなければならない」と規定されている以外には、区分所有法にも標準管理規
約にも存在しない数値だと考えます。」 として指摘してあるものであることを申し添えておきま
す。
中野様(回答 4)
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お世話になっております。「３分の２以上」の論拠は、
マンション標準管理規約（団地型） 第４９条 ７の記載に依拠しています。
著者に対する編集姿勢についてのご意見も、ありがとうございます。著者には厳しく注意をいた
しました。また、担当編集としましても、繰り返しになりますが、反省し、今後、このような間違いの
ないよう努めてまいる所存です。
よろしくお願いします。
〒150-8409 東京都渋谷区神宮前 6-12-17
ダイヤモンド社クロスメディア事業局出版編集部
副編集長 前田早章（03-5778-7235）
【再々返信-4】
ご返事ありがとうございます。残念ながら、著者の知識と編集者の認識に唖然とするば
かりです。
「マンション標準管理規約（団地型） 第４９条

７の記載に依拠しています。」

とのご返事ですが、この規約条文をお読みになることをお勧めします。第一回の貴社への
返事でも、さらには、念のため、今回のご返事の追信でも指摘しているように、この条文
の 「3 分の 2 以上」という数値は、区分所有法第 70 条において、「団地内の各団地内建物ごと
に、それぞれその区分所有者の 3 分の 2 以上の者であって第 38 条に規定する議決権の合計の
3 分の 2 以上の議決権を有する者がその一括建替え決議に賛成した場合でなければならない」
とされている規定を「マンション標準管理規約（団地型） 第４９条

７として確認的に表

したものであり、
「一般的な『資金の借り入れ、および修繕積立金の取り崩し』」とは全く
関係のない規定であり、さらには、
『資金の借り入れ、および修繕積立金の取り崩し』と
もまったく関係のない規定です。このような全く関係のない規定を、平然と、「マンショ
ン管理規約（団地型）中に記載がありましたものを単棟型と混同し、誤って解釈していた
ことによるものでした。
」として、恥もわきまえずに正当化する価値観には、ただただ唖
然とするばかりです。
必要なことは、過ちは過ちとして真摯に認めることではないでしょうか。中野。
コメント
当方の「『３分の２』という数字がマンション管理規約（団地型）に記載されているがごとき見解
ですが、その根拠をお知らせください。」との問いかけの意味が理解できていないようです。当方
としては、彼らの主張の根拠が「３分の２」という数字にあると主張するならば、いったい、マンショ
ン管理規約（団地型）のどこに根拠があるのかを問いかけているのです。それに対する回答が、
(回答 4)です。議論にもならない回答であることがお判りでしょう。

「管理主任」って理事長のこと?--ダイヤモンド社への 2 つの不正確な記述の指摘-―その後―
コメント
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「『３分の２』という数字がマンション管理規約（団地型）に記載されているがごとき見解です
が、その根拠をお知らせください。」との当方からの問いかけの意味が、編集者の回答の仕方
では理解できていないようでした。
彼ら(著者あるいは編集者?)から「３分の２」という数字を挙げたことは間違っていましたとの反
省の言葉もなく、「『３分の２以上』の論拠は、マンション標準管理規約（団地型）第 49 条７の記
載に依拠しています。」との回答(回答 4)が返ってきたことには唖然としてしまいました(問いかけ
の仕方が悪かったのかもしれませんが) 。

なぜならば、この条文(マンション標準管理規約《団地型》第 49 条７)の 「3 分の 2 以上」という数値
は、区分所有法第 70 条において、「団地内の各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有
者の 3 分の 2 以上の者であって第 38 条に規定する議決権の合計の 3 分の 2 以上の議決権
を有する者がその一括建替え決議に賛成した場合でなければならない」とされている規定を
「マンション標準管理規約（団地型）第 49 条７として確認的に表したものであり、「一般的な『資
金の借り入れ、および修繕積立金の取り崩し』」とは全く関係のない規定であり、彼らの主張
の正当性の根拠にもならないものだからです。
ダイヤモンド社 総務部長 兼 法務担当 北川 哲なる人物の返事も、果たしてその点を認
識しているのか疑問のままですが、「いずれにしても、正しく『重版の際に訂正』されることを願
うばかりです。」と申し添えて、当方からの指摘は、止めることにしました。
2015/1/19
中野誠さま
平素より格別のお引き立てを賜り、あつく御礼申し上げます。ダイヤモンド社総務部の
北川と申します。
書籍『資産価値を高めるマンション管理の鉄板事例 48』における一部の記述に関して、
弊社・前田に重ねてのご指摘を頂戴しております件につきまして、小職よりご連絡を差し
上げます。
中野様にはご不快の念とお手数をおかけして、誠に申し訳ございません。弊社コンプラ
イアンス担当として、小職からも深くお詫び申し上げます。これまでのメールのやりとり
の中で、前田は
①著者が思い違いをしていた箇所、および書き方が適切でない箇所があった
②担当編集者自身も、不勉強につき、正確ではない情報を読者に届けてしまった
の二点につき認め、謝罪し、問題のある記述については重版の際に訂正させていただくこ
とをお約束しております。このことについては、ご承知いただけているものと思料いたし
ます。
これが、出版元である弊社の問題認識ならびに対応でございますので、何とぞご理解と
ご寛恕を賜りますと幸甚にございます。なお、さらに弊社に対してご意見・ご要望がおあ
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りのようでしたら、下記宛てに書面にてお送りくださいますよう、伏してお願い申し上げ
ます。北川 哲
〒150-8409 東京都渋谷区神宮前 6-12-17
ダイヤモンド社 総務部長 兼 法務担当
2015/1/19
ご丁寧なご返事ありがとうございます。これにて、当方の矛は収めます。なお、当方が
執拗に問題提起をした意図は、当方の指摘に対して、端的に、全面的に非を認めたとの表
現ではなく、御返事のたびに、果たして、正しく「重版の際に訂正」がなされるのだろう
かの疑念が生じるようなご返事が含まれていたことにあります。いずれにしても、正しく
「重版の際に訂正」されることを願うばかりです。中野誠

管理者の権限を越えている。―2014 年度マンション管理士試験より―
２ 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなけ
ればならないが、共有者がそのための協議をしないとき、又は協議が調わないときであっても、
管理者が指定することはできない。
○ 正しい。 管理者の権限を越えている。
区分所有法では、専有部分が数人の共有になっていると、議決権行使者は一人にしなさいと
いう規定があります。それは、区分所有法第４０条
「第 40 条（議決権行使者の指定）

専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を

行使すべき者一人を定めなければならない。 」 です。
設問の前半「専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人
を定めなければならない」は、正しい。
そこで、共有者が議決権行使者を決めない（決まらない）場合ですが、この場合に、管理者の職
務権限として与えられている共用部分の保存（区分所有法第２６条参照）を中心とした内容に、議決
権行使者を指定することまでは含まれていないと判断されますから、選択肢２は全体として、正
しい。
なお、議決権行使者が共有者の協議で調わないときは、専有部分の持分の過半数を有する人
が議決権行使(民法２５２条…中野)者と解され、また、共有者の持分が等しい場合や、議決権を行使
すべき者一人を決めない場合には、共有者は、議決権を行使できないとも解されます。(「マンショ
ン管理士。管理主任者試験・過去問題・解説」より)

規約における理事会招集手続きの問題点 ―規約改正への提案-マンション標準管理規約では、理事長が、理事からの理事会招集請求を拒否した場合の対処
規定がありません。会社法第 366 条 3 項の「前項の規定による請求があった日から 5 日以内に、
その請求があった日から 2 週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せ
られない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。」と同様の規
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定があるべきだと考えます。
マンション標準管理規約第 52 条 2 項では「理事が○分の 1 以上の理事の同意を得て理事会
の招集請求をした場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなくてはならない。」とは規定さ
れていますが、「理事長が速やかに理事会を招集しなかった」場合の規定がどこにもありませ
ん。
規約の規定通りに、理事の一定人数との制約があるにしても、理事の要求によって、「理事長
が速やかに理事会を招集した」場合はよいのですが、理事の要求にもかかわらず「理事長が速
やかに理事会を招集しなかった」場合の対処が明確でないことは、片手落ちの規約規定と言わ
ざるを得ません。本来規約とは、問題が発生した場合の対処方法こそ定められるべきだと考える
からです。
なお、標準管理規約には、「書面により通知せよ」とも「会議の目的である事項を明示した」とい
った規定もなく、総会招集手続とは異なります。これはこれでよいと考えています。

監事と監査 ―何となく同じような、違うような―
「監事」とか「監査」とかといった言葉は聞きますが、なんとなく同じような、違うような言葉
で、戸惑うことがあります。
区分所有法やマンション規約などでは「監事」とう用語はありますが、「監査」とか「監査役」
とかの用語はありません。それに、株式会社などでは監査役とか監査役設置会社とかは聞き
ますが、「監事役」とか「監事役設置会社」とは言わないようです。
だけど何か、「監事」も「監査」も同じような意味に感じます。使い分ける必要があるのかな
いのかといった疑問からの記述です。
法人管理組合については、区分所有法第 50 条１項で、「管理組合法人には、監事を置かなけ
ればならない。」とされていますが、法人でない管理組合については監事を設置することは規定
されていませんが、管理組合をしっかり運営をしようとして、公益法人に準じた運営を行う目的で
監事を置いているのが一般的です。
したがって、権利能力なき社団である管理組合のマンション標準管理規約第 41 条１項では、
公益法人に準じた運営を行う目的で「監事は、管理組合の業務の執行および財産の状況を監査
し、その結果を総会に報告しなければならない」、２項「監事は、管理組合の業務の執行および
財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。」と規定して
います。ここで規定している管理組合の監事の仕事は会計についてだけではないことが分りま
す。むしろ、理事会の業務の運営について確認及び監督する業務といった広範囲な守備範囲を
持った業務であることが分ります。
ちなみに、会社法などでは監査という用語は出てきますが監事という用語は使われていませ
ん。ただ、「監査」とは、会計や業務の運営について確認及び監督する業務のことを指し、「監事」
とは、監査の業務を担当する者を指しているようです。したがって、監査という役職名があるので
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はなく、監査役とか監査員などと表現することで監事と同じ意味となっているようです。
「監事」という用語そのものは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律などで使われ
ている用語ですが、一般社団法人には、1 人又は 2 人以上の理事を置かなければならない。2
一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる(60 条 1
項・2 項)。と規定しており、法人の必置機関ではなく、任意設置のものとしていますが、「公益法人

の設立許可及び指導監督基準」(平成８年９月 20 日閣議決定)では、監事は重要な機関であるこ
とから、「必ず１名以上置く」こととされています。そのことから、一般的に権利能力なき社団とし
ての管理組合でも、法人に準じた運営を行う目的で監事を置いています。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．7「『・・・・ができる』は、『任意で・・・・することもできる』の意《法文の読み方に
ついて 4》)

【余談】
「寄附行為」という用語について
旧民法では、財団法人の設立行為のための寄附行為という意味から、財団法人の組織及び
運営を定めた根本規則を「寄附行為」という用語で表し、定款という意味も含んでいたようです
が、民法の法人の規定が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴い削除さ
れた際に、あまりに紛らわして用語として使われなくなったようです。

理事長は事故の口止めを頼む ―理事長の役割についての一考察―
「M さんも、引っ越して間もない、事実上何の過失もない K さんを保険請求の届けの上だけで
も、加害者としなければならないことに、理事長として割れきれないものが残りました。しかし、そ
のことは、K さんには黙っていました。
それよりも、M さんは先ほどから切り取った水道管のことで頭がいっぱいでした。G ハイツは外
壁補修工事をやっと済ませ、これで一安心と思っていただけに、赤サビでいっぱいの水道管の内
部などを考えたこともありませんでした。この分では、K さん宅と同じ事故はあちこちで発生する
かもしれません。また、こんな赤サビでいっぱいの水道管の内部など考えてみたこともありませ
んでした。この分では K さん宅と同じ事故はあちこちで発生するかもしれません。また、こんな赤
サビの中を通った水を毎日飲み続けているのも心配です。水道管のやり替えをするといっても、
多くの部分はコンクリートの壁の中に埋め込まれていますから、工事費がどれくらいかかるのか
も見当が付きません。
しかし、理事長を二年務めた経験から、こんな心配を口に出すのは思いとどまりました。対策
を考えないうちにいたずらに心配事ばかりを口外するのは、理事長として慎まなければなりませ
ん。なんとかして、住まいへの愛着を皆の気持ちの中に育てて永住型のマンションにしたいと願
う M さんとしては、はっきりした対策のないまま、皆に不安が広がっていくのを用心したわけで
す。
M さんは K さん宅から切り取った水道管を自分で預かり、P さんと K さんにもはっきりとした対策
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を考えるまで水道管のサビのことをあまり皆に口外しないでほしいと頼みました。そして K さんに
は、「天井を修理しなければならない P さんはじめ、C さん、F さんの工事金額が確定したら、保険
請求に必要な種類を管理組合で作成するから安心してほしい」と話しました。時刻は夕食の時間
をとっくに廻っており、それぞれ三者三様の思いを抱きながら別れました。」
これは、「集住の苦悩と幻想」p.11 に書かれていた文章の一節です。状況は、K さんが中古マ
ンションを購入した 10 日後に壁に埋め込まれていた水道管が赤サビに因る破損により漏水が生
じ、下階の P さん、C さん、F さんに漏水が生じた事後処理の問題ですが、ここでテーマにしたい
のは、著者(藤木良明氏)への理事長の役割についての認識です。
著者は、管理者と理事長の役割の違いについ誤解を与えやすい認識されているのではない
のかと疑問を持つ記述です。
管理者とは、区分所有法上の役職(法第 3 条)であり管理機関です。対して理事長は規約上の役
職です(法第 35 条 1 項一号)。理事会について述べれば、規約で規定されている(標準管理規約第 51
条 1 項)管理機関です。区分所有法上の法人では「理事」は存在しますが、理事長という役職はな

く、「理事」が管理者に相当し、両者とも、原則として個々に単独の権限を持ちます。したがって、
区分所有法上の法人では、管理者と「理事」の職務は、実質的に同一であると考えます。
しかし、区分所有法上では法人といえども理事会の制度はありません。理事会は規約で定め
られた機関(標準管理規約第 51 条 1 項)であり、理事の合議性を前提とている管理組織(標準管理規約
第 53 条 1 項)です。

権利能力なき社団としての管理組合の理事は法人同様総会で選ばれます(標準管理規約第 35
条 2 項)が、理事長は理事の互選で選ばれます(標準管理規約第 35 条 3 項)。

したがって、権利能力なき社団としての管理組合の理事長は理事会を代表しますが理事会の
決議に縛られます。実質的に管理機関としての理事会は区分所有者代表します。理事長は理事
会を通して区分所有者(住戸所有者)全体を代理しますが、管理者は、直接、区分所有者(住戸所有者)
全体を代理します。
ただ、規約で規定されている理事長は区分所有法の管理者に擬制されています(規約上でも判
例上でも) ので管理者としての権利と義務ももっています。したがって、理事長は理事会に拘束さ

れるという一面と、区分所有法上から与えられた管理者としての義務と権利を持つといった二面
性を持つことになります。
理事長の職務と権限については、区分所有法上の管理者の職務と権限と重複している部分
も多いです。しかし、理事長という役職は、規約上の理事会の決定に拘束されるという一面があ
ります。このことが、管理者との基本的な大きな違いであることを正しく認識しておく必要がありま
す。また、区分所有法上から与えられた管理者としての独自の義務と権利としては、集会(総会)を
招集する権限と義務があり(法第 34 条)ます。
標準管理規約でも通常総会については、招集しなければならないとされ(標準管理規約第 42 条 3
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項)、臨時総会については理事会の決議を経て招集することができる(標準管理規約第 42 条 4 項)とさ

れています。しかし、通常総会も臨時総会も管理者としての集会(総会)招集権であって理事会が
拒否権を持つことはできません。なお、臨時総会について、規約では「招集することができる」とさ
れていることは、「…できる」とは任意規定であり、理事会に招集拒否権がないことは以前説明し
た通りです。(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．187 or p．185「※ 『Ans』 理事会が総会(集会)開催の拒否権
を有する規約は、無効な規約になると考えます。」、別冊 p.280「民法条文の「・・・できる」は、｢・・・もできる｣の意で
あって、「義務」を表わしてはいない」、別冊 p.22 ①「集会(総会)の招集・開催権限は誰にあるのか―理事長か理
事会か―」)

「集住の苦悩と幻想」の著者(藤木良明氏)への理事長の役割についての認識に疑問を呈しまし
たが、それは、「理事長という役職は、規約上の理事会の代表者としての理事会の決定に拘束さ
れるという一面があります。このことが、管理者との基本的な大きな違いであることを正しく認識
しておく必要があります。」という点についての認識不足であることです。
特に、「理事長を二年務めた経験から、こんな心配を口に出すのは思いとどまりました。対策
を考えないうちにいたずらに心配事ばかりを口外するのは、理事長として慎まなければなりませ
ん。なんとかして、住まいへの愛着を皆の気持ちの中に育てて永住型のマンションにしたいと願
う M さんとしては、はっきりした対策のないまま、皆に不安が広がっていくのを用心したわけで
す。」との記述です。ここに記述されている理事長の仕事ぶりは、理事長が単独で物事を解決し
なくてはならないという認識に通じるものであり、区分所有法上の管理者が与えられている仕事
ぶりと同一です。
この場合に「対策を考える」のは理事会であり、個人としては、「住まいへの愛着を皆の気持ち
の中に育てて永住型のマンションにしたい」と考えていたとしても、その実行をするのは理事会で
はないのでしょうか。
このへんの認識のズレに、とかく管理組合運営で見かける理事長には特別の権限があり、理
事長は、理事会をリードして物事を決めていかなくてはならない職務であるとする過剰な権利意
識と共通するものを感じるのです。
規約で理事会制度を設けている本来の意味は、理事長が物事の決定権を持っているわけで
はなく、その運営は理事会での合議で行われていく(標準管理規約第 53 条)べきなのであり、理事会
の合議の結果が総会への解決議題の提案(標準管理規約第 54 条)であり、その代弁者が理事長で
あることです。物事の最終決定は総会であり、総会で決まったことを実践する管理機関が理事会
なのだと考えています。

区分所有法では管理者が集会(総会)をいつまでに開かなくてはならないとは決めら
れていません
区分所有法第 35 条 2 項では、「管理者は、少なくとも毎年１回集会を招集しなければならな
い。」としか定められていません。少なくとも毎年１回集会での仕事での報告をしなければ 20 万
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円以下の過料に処せられます(法第 71 条四号)が、ほかに罰則はありません。すなわち、管理者が
いつまでに集会を招集しなくてはならないとは決められておらず、年 1 回集会を招集し、仕事上
の報告さえすれば、法律上の罰則はないことになります。もっとも、この規定は管理者が選ばれ
ているときの規定です。管理者を選ぶのは区分所有者の任意な行為です(法第 3 条)から選ばなく
てもよいのです(参照：「実践 区分所有法 など」p．61 or p．60 「※ 国会の質疑より」)。管理者が選ばれ
ていなければ、「管理者は、少なくとも毎年１回集会を招集し、自分の仕事について報告しなくて
はならない」という法律上の約束事(法第 34 条 1 項・2 項、法第 43 条)も意味がないことになります。
しかし、権利能力なき社団としての管理組合は理事長を選び規約を設けています(マンション標
準管理規約と同種のものとして話を続けます)。そして理事長を管理者と擬制(規約第 38 条 2 項)していま

す。そのために、理事長による総会の招集は規約第 42 条 3 項で、「理事長は、通常総会を、毎年
1 回新会計年度開始以後 2 か月以内に招集しなければならない」と義務付けられています。た
だ、このことに違反しても表立った罰則規定はありません。
ただ、あまり長い期間、招集を放置すれば、管理者に擬制された理事長(規約第 38 条 2 項)に対
して任務懈怠責任として、区分所有法第 28 条の委任の規定の準用に基づいた責任追求ができ
るしょう。
ただ、注意すべきなのは、この責任追及は理事会に対してではなく管理者に擬制された理事
長(規約第 38 条 2 項)に対してなされることです。なぜなら、集会招集の義務と権利は管理者にあり
(法第 34 条 1 項)、すなわち、管理者に擬制された理事長(規約第 38 条 2 項)にあり、理事長が総会招

集の権利と義務があることが規約第 42 条にて定められているからです。ときどき、規約 42 条 4
項の「理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集するこ
とができる」との規定の中の「理事会の決議を経て」とされていることを根拠に、通常総会不招集
の責任を理事会とする意見がありますが、間違いです(参照:当該別冊 p．291「理事長は事故の口止め
を頼む ―理事長の役割についての一考察―」後半参照記述)。

区分所有法では通常集会(総会)と臨時集会(総会)を区分してはおらず、両者とも集会(総会)とだけ
位置づけられています。したがって、原則は、集会(総会)の招集権と義務は区分所有法上の管理
者(規約第 38 条 2 項)にある(法第 34 条 1 項)ことを忘れてはなりません。なお、理事会には、理事長が
法違反や規約(規約第 42 条 3 項)違反をしないようにとの援助責任はあると考えます。

退任した理事が権利義務の承継をするのは、退任理由が「任期満了」と「辞任」した
場合だけ--区分所有法代 49 条 7 項、会社法第 346 条、民法第 654 条―
区分所有法第 49 条 7 項において、「理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠け
た場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事（「第 49 条の 4
第 1 項」の仮理事を含む。）が就任するまで、なおその職務を行う。」とされていますが、退任する役

員が権利義務の承継をするのは、退任の理由が「任期満了」と「辞任」した場合のみです。これら
は、円満退職の範疇です。
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「解任」であれば、管理組合との関係は真っ暗ですし、「死亡」「資格停止」などの場合は、権利
義務を承継できるわけがありません。要は、欠格事由は権利義務を承継しないということです。
なお、これらは法人の場合の規定ですが、同様の規定が「規約」で理事制度を採用している標
準管理規約第 36 条 3 項にて「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就
任するまでの間引き続きその職務を行う」と規定しています。まったく同様の規定が会社法にあ
りました。同様の解釈がされています。
会社法第 346 条（役員等に欠員を生じた場合の措置） 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定
款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新た
に選任された役員（次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。）が就任するまで、なお役員としての
権利義務を有する。
さらには、区分所有法での管理者の権利義務は民法の委任に関する規定と従うとされ(法第 28
条)、民法第 654 条の「委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はそ

の相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処
理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。」が準用されています。この
ことが、標準管理規約第 36 条 3 項で規定されている根拠だと考えます。そしてこの規定なども、
会社法などの解釈と同様です。

共用部分の変更(特別決議事項)
区分所有法の「変更」の範疇に、「賃貸し」が入るのか
――鎌野氏の〔賃貸し〕を決定する要件が「全員一致」から、「特別決議」への記述の変化--「新･マンション管理の実務と法律」p．258 2013．１1 出版の鎌野邦樹氏の記述に、「ただし、た
とえば、敷地や共用部分の一部をこれらの事業の使用のために第三者に〔賃貸し〕することは、
『建物・敷地・附属施設の管理または使用』に関する事項として集会における特別多数決議によ
り認められる」と記述され「特別多数決議」を決議要件といていることには、異を挟むものです。
鎌野氏の見解は微妙に変化しており、「マンション法案内」p49 2010．8 出版では、「賃貸し」を
民法の「管理」すなわち「持分の過半数で決定できる」対象ではなく、「マンションの住戸(専有部分)
を第三者に賃貸しする場合については、民法上の「変更」、すなわち、全員一致との見解となっ
ていました。すなわち、〔賃貸し〕を決定する要件が「全員一致」から、「特別決議」に変化していま
す。
しかし、判例(最判昭.39.2.25 第 3 小法定)では、〔共有物の賃貸契約解除〕は、「民法第 252 条本文
にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当すると解すべきであり、右解除については、民法第
544 条第 1 項の規定は適用されない。」とされ、区分所有関係の場合でも、普通決議の対象とさ
れています。「実践 区分所有法 など」p．340or p．336 の記述「共有のマンションの住戸(専有部
分)を第三者に賃貸しする場合は、全員の合意が必要?」でも反論しているところです。
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ただし、注意が必要です。賃貸しは、利用行為と判断できるのは、賃貸し期間が５年までのよ
うです。それ以上の期間の賃貸しは処分ということのようです(民法２５１条；東京高裁昭和５０《1975》年
９月２９日）。(参照：「実践 区分所有法 など」p．340 or p．336「共有のマンションの住戸《専有部分》を第三者に賃
貸しする場合は、全員の合意が必要?」)

一時的な賃貸しは普通決議、長期的な賃貸しは全員の一致?
別冊-p．295 の「区分所有法の『変更』の範疇に、『賃貸し』が入るのか」でも記述しましたが、
マンションの住戸(専有部分)を第三者に賃貸しする場合について、単純に利用行為あるいは処分
行為と断定することは間違えているようです。
基本的には、賃貸し期間の 5 年を境として扱いが違ってくるようです。ただし、賃貸し期間の 5
年をすぎると民法上の処分と判断される様ですが、区分所有法上の変更か処分かについては、
もう一つ見解が分かれているようです。
鎌野邦樹氏の見解としては特別決議を要する｢変更」ですが、全員一致を要する｢処分｣との
見解(｢弁護士に聞きたい!マンションの紛争 Q&A｣p．159)もあります。
｢集会場を特定の区分所有者や外部の第三者に、一時的な集会、会議の場所として賃貸(ちん
たい) したり、敷地の一部を一時的に特定の区分所有者や第三者などに賃貸 (ちんたい) すること

は、狭い意味の管理に関する事項として、総会の普通決議によって行うことができます。｣
｢貸す期間が一時的でなく、長期間である場合はどうでしょうか。居住などの目的などのため
に、賃貸することは、その利用が事実上不可能になり、もはや管理ではなく、共用部分等の処分
にあたるので、区分所有者の全員が同意しない限りできないと考えられます。そうでない場合
は、契約で必要に応じていつでも返還が求められるような内容であれば、共用部分等の処分と
は言えず、総会の普通決議によってできるでしょう。｣
ただし、この著作(p．159)において、｢屋上を、店舗の看板などの広告塔を設置させるために、区
分所有者や外部の第三者に賃貸する場合｣を一時的な賃貸ととらえ、「総会の普通決議によって
できる｣としていることには、疑問があります。｢屋上を、店舗の看板などの広告塔を設置｣するこ
とは、長期にわたる(5 年を越す)のが普通であり、むしろ｢処分｣と考えるからです。
大坪和敏弁護士様
古い著作で申し訳ありませんが、「弁護士の聞きたい!マンションの紛争 Q&A」大坪和敏弁護士
の記述部分の p．159(9 章 4)の二点の記述についてお尋ねします。
①当方としては、一時的か長期的かの判断の基準は 5 年と考えており、｢屋上を、店舗の看板な
どの公告塔を設置させる｣ことは、長期間の賃貸と考えることが一般的であると考える者です。
貴著書の p．159 において、一時的な賃貸について｢屋上を、店舗の看板などの公告塔を設置
させるために、区分所有者や外部の第三者に賃貸する場合も同様です｣とされていますが、現時
点においても、これらが一時的な賃貸であるとの認識でしょうか。
※ 著者(大坪和敏弁護士)の回答 1
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著者にメールで尋ねたところ，電話での回答があり、「一時的な賃貸となる｣かどうかについて
は、「契約上の問題であり、一ヶ月の場合もある」との回答でした。なんとも変な回答です。
著者が、｢一時的な賃貸｣と断定的に記述していることが問題なのであって、「契約上の問題な
ら｣一時的な場合も長期的な場合もあることになり、誤魔化しの回答といった印象です。
②貴著書の p．159 において、長期間の賃貸について｢居住目的などのために、賃貸することは、
その利用が事実上不可能になり、もはや管理ではなく、共用部分等の処分にあたるので、区分
所有者の全員が同意しない限りできないと考えられます。｣とされていますが、この認識は、区分
所有法上の「変更」ではなく、民法上の「処分｣との認識を前提とされていると判断できるのです
が、よろしいでしょうか。
※ 著者(大坪和敏弁護士)の回答 2
民法上の「処分」である。

利用行為としての賃貸しは民法の管理では
---賃貸しは、変更か管理かの見解の違いに対する考察--賃貸しは、一般的には、利用行為であるとされ、民法の管理の範疇に含まれていると考えま
す。
民法の管理については、民法第 252 条では、「共有物の管理に関する事項は、前条の場合を
除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決するとされています。
そして、賃貸しについては、利用行為と考えると、「共有物の管理に関することがら(利用行為、
改良行為がこれにあたる)」(「口語民法」p．142)とされています。

したがって民法上の管理行為すなわち利用行為は、区分所有法では法第 18 条の対象とな
り、区分所有者の頭数と議決権の過半数によって決議できる対象物となります。
ただし、注意が必要です。賃貸しは、利用行為と判断できるのは、賃貸し期間が５年までのよ
うです。それ以上の期間の賃貸しは処分ということのようです(民法２５１条；東京高裁昭和５０《1975》年
９月２９日）。(参照：別冊-p．126「共用部分《共有物》の賃貸は管理行為《利用行為》。したがって普通決議ででき
る。)

デジタル大辞泉の解説(インターネット)-- 利用行為について--【利用行為】 管理行為の一。財産の性質を変えない範囲内で、利用・収益する行為。例えば、
家屋を賃貸するなど。

変更か処分か---駐車場を撤去し別の用途に転用する場合--今までは駐車場として利用していたスペースを今後はトランクルームを設置して利用するため
に駐車場を一部撤去する場合は、共用部分の形状又は効用の著しい変更として特別決議があ
れば行うことができる(「新･マンション管理の実務と法律」p．153)。
駐車場撤去は別の用途に転用するための一過程に過ぎないこと、および共用部分上に付属
の物置や車庫を新設することは共用部分の変更に当たると考えられること(「コンメンタールマンショ
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ン区分所有法」p．99)等からすると、別の用途に転用するための一部撤去は共用部分の変更と解

することに問題はない。
同様のテーマとして、汚水処理施設の閉鎖・解体とそれによる空きスペースを他用途に利用
すること等は、共用部分の変更として、特別決議でこれを行うことができます。汚水処理施設の
閉鎖・解体は、従来の汚水処理という用途・機能を廃止して構築物として存在していた施設を解
体し、空きスペースに別の施設を建設、設置するなど他の用途に利用することは、共用部分の
形状または効用を確定的に変えることであり、共用部分の著しい変更に該当すると考えられる
からです(法第 17 条 1 項)。マンションの敷地についても、法第 21 条により法第 17 条が準用されて
いるので共用部分の変更に準じて考えればよいことになります(「新･マンション管理の実務と法律」p．
167)。

共用部分の変更に関する集会(総会)決議の区分所有者(住戸所有者)頭数の定数違反
共用部分の変更に関する集会(総会)決議では、区分所有者(住戸所有者)の頭数については、過半
数とか 5 分の 3 以上というように規約で別段の定めをすることができます。(法第 17 条 1 項)。
しかしながら、規約で別段の定めが、区分所有者(住戸所有者)の頭数について過半数を下回って
定めたときは無効であり、無効な規約の場合は区分所有法に定めるとおり、区分所有者(住戸所有
者)の頭数の

4 分の 3 以上と解すべきである(「注解不動産法 5」p．168)。

国語辞典での「変更」と区分所有法での二つの異なる意味を持つ「変更」
--ｰ 一般的な使われ方と異なる区分所有法の｢変更｣の定義--デジタル大辞泉 「変更」の用語解説-［名］(スル)決められた物事などを変えること。〔計画を
―する〕とされており、「お届け事項のご変更 JCB へのお届け事項のご変更は、お早めに所定の
変更届でお届けください。 なお、ご住所・お勤め先のみのご変更はインターネット、お電話でも承
ります。 お届けが必要な事項 個人カードをお持ちの場合 .お名前のご変更ご自宅住所の・・・｣
といったように使われることが一般的です。
区分所有法での用法の一つとして、同じような意味で規約の変更などとして使われます。もう
一つは大きく意味が違う使われ方として法第 17 条での｢変更｣があります。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．332 or p．329「同じ『変更』という用語でも、法第 17 条と第 31 条では意味が異
なります」)

民法条文の「変更」には「処分」が含まれます
―――区分所有法では、｢変更｣と「処分」では意味が違います---民法条文の「変更」には「処分」が含まれているとされています。すなわち、民法では、処分と
変更を合わせて「変更」と表記しています。そして、民法第 251 条(共有物の変更)：各共有者は、他
の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることでできない。とされています。すなわ
ち、共有物を変更(処分を含む)するについては、共有者の全員一致が必要です。
区分所有法では、「変更」を「その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く」と定義し
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ています(法第 17 条 1 項)。これは、「変更」＝「その形状又は効用の著しい変更を伴なうもの」という
意味になります。
そして、共有物の変更については、共有者の多数決であり、原則として、区分所有者(住戸所有
者)の頭数と議決権の両方の

4 分の 3 以上の賛成が必要とされています(法第 17 条 1 項本文)。

しかし、区分所有法では、「処分」については何も決められていません。区分所有法は民法の
特別法ですから、区分所有法で決められていない内容は、民法の規定に従うことになります。
したがって、共有物を「処分」するについては、民法の規定通り、共有者であるの区分所有者(住
戸所有者) の全員一致が必要です。 (参照：｢実践 区分所有法 など ｣p．85 or p．84「『共有』と『共用』の関

係」、p．86 or p．85「同じでもあり、同じでもない共有物と共用部分」、p．101 or p．100「なぜ、区分所有法で規定
されていない場合は民法の規定となるのでしょうか」)

共用関係の廃止は、変更(法第 17 条１項)ではなく処分
共用部分を専有(住戸)部分にすることは、共用関係の廃止(共用部分の処分)に当たるので、ここ
でいう「共用部分の変更」ではありません。また、そのような共用関係を廃止した後の当該部分
の改造も「共用部分の変更」にはなりません。
たとえば、共用部分である廊下の一部を改造して専用部分(住戸)としたり、これを分譲すること
は、「共用部分の変更」ではなく、このような場合には、共用部分の共有者全員の合意が必要(民
法第 251 条)となります。

屋上にさらに１階を増築してこれを専用部分(住戸)とするような場合も、共用部分である屋上空
間の廃止に当たるので、同様に考えるべきでしょう。(「マンション法案内」p．66)

変更の定義の｢・・・又は・・・｣を｢・・・｢および｣・・・｣と解釈した理由
---｢又は｣という用語に対する解釈については、疑問を残しています--この記述での変更の定義の｢形状又は効用の著しい変更を伴うもの｣を｢形状又は(｢および｣・・・
編者)効用の著しい変更を伴うもの｣として、「又は」を｢形状｣と｢効用｣の両者を表わす用語として

｢および｣と読み替えることを提案しています。
その意図については、「実践区分所有法 など」p．340 or p．337「変更の定義は、『形状又は
効用(つかいみち)のいずれかの著しい変更』が該当するのでは――「又は」は、似通った二つ以上の事柄
のうち、いずれかを選ぶときに用いる用語--―」を参照してください

また、「マンション法」鎌野那樹・山野目章夫【編】p．68 において、「『共用部分の変更』とは、共
用部分の形状あるいは効用を変えることであるが、・・・・」との記述があります。
ここでは、｢又は｣を「あるいは」と言い替えています。「あるいは」とは、「いずれか｣あるいは｢ど
ちらか｣に通じる表現のように考えます。
したがって、「マンション法」の｢又は｣という用語に対する解釈は、｢一問一答改正マンション法｣と
は異なるように思われますが、「コンメンタールマンション区分所有法」鎌野那樹・稲本洋之助共
著 p．450、「別学セミナー基本法コンメンタール第三版マンション法」p．138 では、｢一問一答改正
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マンション法｣と同様に、両者を表わす用語として解釈されています(参照：｢実践 区分所有法

など｣

p．521 or p．513「法第 68 条 1 項一号で〔 〕内で示された除く対象は、『当該土地および附属施設』か『附属施
設』だけか」)。このように、｢又は｣という用語に対する解釈については、疑問を残しています。

「又は」という用語は、並列又は選択のどちらの意味か
一般には、「又は」も「若しくは」も選択を意味する接続詞である。すなわち、「似通った二つ以
上の事柄のうち、どれか一つを選ぶときに用いる語。」とされています。
インターネットの〔法令用語 又は・若しくは〕とのサイトでは、「Ａ、Ｂの選択の場合は、『Ａ又は
Ｂ』、Ａ、Ｂ、Ｃの選択の場合は、『Ａ、Ｂ又はＣ』というように、単純な選択の場合は『又は』が用い
られる。」とされています。
同時に、「選択の関係にある場合に『又は』が使われているが、英語の and/or のように、並列
又は選択の意味の場合も、『又は』が使われているようである。」として、「並列｣の意味で使われ
る場合もあるようです。
※ 法令類似国語辞典--紛らわしい用語の読み方-- 小島和夫著

株式会社 ぎょうせい 1998．3.20

p．317

「及び」と「又は」とは、前者は併合的接続詞であり、後者は選択的接続詞であり、明確に異な
るものであるが、ときには両者の意味を持たせようという場合もまれにある。
こいう場合には「又は」で使うという慣例になっている様である。(参照：｢実践 区分所有法

など｣p．

341 or p．337「変更の定義は、『形状又は効用(つかいみち)のいずれかの著しい変更』が該当するのでは?」、別冊
p．299「変更の定義の『・・・又は・・・』を『・・・又は《『および』・・・編者》・・・』と解釈した理由」

共用部分「変更」の規約は、2002 年改正法に合わせて変更されるべき
―――「大規模修繕工事は普通決議でできる｣は規約で定めるべき―――
「実践 区分所有法 など」p．336or p．333「『変更』の定義改正後の大規模修繕の決議必要条
件は、特別決議か普通決議か」の中で、「『一問一答 改正マンション法』法務省民事局参事官
吉田徹編著 p．23 において、2002 年改正区分所有法には、1983 年改正区分所有法の附則 9Ⅱ
に相当する決まりはないにもかかわらず、『法の意思解釈』にて、1983 年改正区分所有法の附
則 9Ⅱに相当する強行規定としての解釈をしていること」として、法改正に伴う共用部分「変更」の
定義の規約上での解釈の仕方にたいして、あくまで規約内容の変更という王道をとるべきだと反
論を加えていますが、「マンション紛争の上手な対処法 第 4 版」p．300 でも、「一問一答 改正マ
ンション法｣の影響力への危惧とともに、王道としての規約改正を提起している記述を見つけまし
たので転記します。
「(b)平成 14(2002)年改正法 17 条の管理規約に対する効力
管理規約において、共用部分の管理に関して、旧法 17 条 1 項と同じ内容で、共用部分等の変
更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)は特別決議で決するものと定めている
管理組合が多い。旧標準管理規約(単棟型)においても、45 条 2 号でそのように規定している。
この規定によれば、一般に著しく多額の費用を要する大規模修繕は特別多数決を要すること
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になる。
しかし、平成 14(2002)年改正法は、区分所有法 17 条 1 項の改正について、昭和 58(1893)年改正
の際のような経過規定をおかなかったために、上記の規約に対する効力が問題となる。
立法担当者は、旧標準管理規約は『その規定振りから、区分所有法で特別多数決議事項とさ
れているものを確認的に明らかにした趣旨にすぎないものと考えますから、区分所有者の意志
解釈からいって、今回の法改正後も、こうした規定の効力がそのまま維持されるとみるのは無理
があるでしょう。・・・・・したがって、前記標準管理規約のような規定がある場合(大規模修繕の決議
要件を 4 分の 3 以上の特別決議と定めている場合も同様と考えられます。)でも、一般的には、改正法施行

後は、普通決議で大規模修繕を実施できるものと考えられます』と述べている(吉田編著・前掲書 22
頁)。

しかし、区分所有法 17 条 1 項の要件は、後述するように、規約でこれを緩和することは許され
ず、厳格化することは許されると考えられている。
そうすれば、改正法からすると、多額の費用という加重の要件のある規約上の規定が当然無
効となることについて、上記理由では説明ができていないと考えざるを得ない(稲本洋之助＝鎌野邦
樹『コンメンタール・マンション区分所有法〔第 2 版〕』98 頁は、これは「規範上の空白」であり、立法の手当てが必
要であるという)。

しかも、実務的には、大規模修繕工事について費用が多額になる場合には、決議の執行の円
滑さの観点から 4 分の 3 の多数決を得ることが妥当であると考えている管理組合も多くあり、『区
分所有者の意志解釈からいって、今回の改正後も、こうした規定の効力がそのまま維持されると
見るのは無理がある』というものではない。
上記の立法担当者の見解があるため、平成 14(2002)年改正後も、規約の改正をしないまま大
規模修繕工事の決議を普通決議でない例が多く現れている。しかし、法的効力にも問題を残す
ことになるので、大規模修繕について普通決議で決議したいのであれば、これに先立って平成
14(2002)年改正法にあわせて規約を改正しておくことがのぞましい。」(参照：「実践 区分所有法

な

ど」p．336 or p．333「『変更』の定義改正後の大規模修繕の決議必要条件は、特別決議か普通決議か」)

日常管理事項
マンション標準管理規約(団地型)第 21 条 2 項の意味
マンション標準管理規約(団地型)第 21 条 2 項：専有部分である設備のうち棟の共用部分と構
造上一体となった部分の管理を棟の共用部分の管理と一体として行う必要がある
ときは、管理組合がこれを行う。
コメント第 21 条関係
④第 2 項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。
③ 配管の清掃等に要する費用については、第 27 条第三号の｢共用設備の保守
維持費]として管理費を充当することも可能であるが、配管の取替え等に要する
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費用のうち専有部分に係る物ものについては、各団地建物所有者が実費に応
じて負担するものである。
マンション標準管理規約(団地型)第 21 条 2 項で、「共用部分の管理と一体として行う必要があ
るときは、管理組合がこれを行う。｣と表現され(第 48 条 9 号において総会決議事項とされている)ている
意味は、コメント③のから判断して、メーターから先の専有(住戸)部分に配管されている水道枝管
は専有(住戸)部分であることを前提とし、水道配管工事の場合は、管理と費用負担とに分け、メー
ターから先の専有(住戸)部分の水道枝管の工事も共用部分の配管工事と一体のものとして「管理
組合が行う」が、専有(住戸)部分の工事費用については個人で負担しなさいと規定されていると理
解できます。

〔新マンション管理の実務と法律〕の中でも、規約で修繕積立金を今度のような総会決議で流
用することを決めても水道工事に専有部分の工事費をどのように返却するかも事前に定めてお
くことが提案されているように、問題は、工事対象が専有(住戸)部分と共用部分に渡るとき、工事
費の負担をどのように分けるかの問題が大きく、その原則は、専有部分である限り、その部分の
工事をしなかった区分所有者(住戸所有者)には、相当分の工事費を返却することであり、言い換え
れば、返却しないのは、実際に利益を得たものとの関係で不衡平な扱いとなることについての原
則的な考え方を厳守することだと考えます。
(参照: 「実践 区分所有法 など」p．35 2or p．348「専有(住戸)部分内の水道枝管更新工事を水道本管更新工
事と一緒にすることを拒否した場合、その後の事故責任は更新工事を拒否した当事者にあります。」、p．354 or
p．351「※ 遠回りでも、区分所有者(住戸所有者)の納得と了解を求めるべきです」、p．356 or p．353「『工事をしな
い代わりに、その分の金をよこせ』の主張にどのように対応できるのでしょうか」)

※ 水道管枝管の工事費用を修繕積立金から支出する場合
配管の取替え工事等のように、専用部分と共用部分と一体的に工事をしようとする場
合、大切なことは、その工事をどこまで一体的に行う必要があるかが最大の課題であり、そ
の工事費の分担をどのように分けるかといったテーマとは分けて考える必要があると考え
ます。よく陥るのが、工事費の分担が明確なされないままに、工事対象が専有(住戸)部分か
共用部分かの工事の技術面としての争いだけに転化されてしまうことです。
配管の取替え工事等専用部分(住戸)と共用部分と一体的に工事をしようとする場合(標準マ
ンション管理規約第 21 条 2 項)、工事を実施すること自体は、総会(集会)決議を経れば実施できま

す(標準マンション管理規約第 48 条 9 号)が、専有(住戸)部分部分の工事費用は各戸負担とする等
のルールが原則であり、マンション標準管理規約第 21 条 2 項の第 21 条コメント⑤でもその
ような規定を設けています(「最新マンション標準管理規約の解説」弁護士渡辺 晋著 住宅新報社 p．
73)。

ちょっと余談ですが、この考え方は、法第 61 条の復旧工事の場合にも生きており、共用
部分の復旧の際には、専有(住戸)部分の復旧も同時にやらざるを得ないでしょうが、復旧対
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象はあくまでも共用部分であり、共用部分での復旧工事費については、修繕積立金の取崩
しは許されるでしょうが、その際の専有(住戸)部分の復旧工事については、各区分所有者(住
戸所有者)が自らの費用によって実施することになります。

※ 修繕積立金取崩しについての二つの異なる見解
水道管枝管の工事費用を修繕積立金から支出する場合があります。この方法について
相違なる二つの見解があります。
一つ目の見解は、工事費用について、本管と一体的に工事をする場合に修繕積立金を
取り崩すことを実施するのは、総会(集会)決議だけでは効力なく、規約としてこの工事につい
て修繕積立金を取り崩すことができることを規定していなくてならないとの見解です。
二つ目の見解は、そもそもが、マンション標準管理規約(団地型)第 21 条 2 項の工事は修
繕積立金の取崩し対象とすることはできないことを原則としている規定なのであるから、修
繕積立金の取崩しが可能となるように規約を改正することは、同一規約内で相合い矛盾す
る規定を設けることになるのだから、法改正(規約改正)的な手段ではなく、便法として、現状
の規約(第 28 条五号)の解釈によって修繕積立金の取崩し対象とできるようにすべきであると
の見解です。
※ 一つ目の見解である規約改正を前提とした見解から、コンメンタールマンション標準管
理規約 p781 では、「標準管理規約では、修繕積立金の取崩しは敷地(土地)及び共用部分等
の特別の管理に要する経費に充当する場合に限定しているので(28 条 1 項)、この標準管理
規約の条文のままでは、専用部分(住戸)にかかる枝管工事の費用を修繕積立金の取崩しと
いう方法で充当することができない」として 21 条 2 項のような専有部分(住戸)と共用部分の一
体管理は 28 条 1 項五号「その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利
益のために特別に必要とする管理」の範疇には入らないとされています。
その根拠として考えられるのは、第 48 条の総会(集会)決議の前提の議題となるべき、28
条 1 項三号も五号も、共用部分等の変更あるいは共用部分等の管理として、「共用部分等」
に限定した規定であり、専有部分を対象としていないことです。
したがって、21 条 2 項のような専有(住戸)部分と共用部分の一体管理で修繕積立金を取り
崩すには、①「一体管理(標準管理規約第 21 条 2 項の工事)の場合には、第 28 条(修繕積立金)1
項に、「枝管工事に係る費用のためにも修繕積立金を取り崩すことができる旨」の根拠規定
をおき、48 条(総会の議決事項)の中に、「一体管理(標準管理規約第 21 条 2 項の工事)の場合に
は、枝管工事に係る費用のためにも修繕積立金を取り崩すことを決議できる」規定をもう
け、さらには、32 条(管理組合の業務)の規約改正を求めています。
その根拠は、28 条 1 項三号、五号の規定が共用部分等に対する規定であり、21 条 2 項
の規定が専有(住戸)部分と共用部分の一体管理として、専有(住戸)部分である水道枝管を含
んでいることだと考えます。
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すなわち、修繕積立金を取り崩しても良い事項として規約 28 条 1 項で指定されている内
容についてもその実施に際しては、総会(集会)決議が必要(48 条)ですが、規約 28 条 1 項で指
定されている内容以外の工事費用について修繕積立金を取り崩すことについては、規約改
正をしてから改めて工事費用を修繕積立金から支出する決議をするといった手続きを踏む
必要があるとの見解です。
もっとも、修繕積立金取り崩し事由があることおよび修繕積立金取り崩し事由があること
のうえに、集会(総会)の決議を必要とするということであって、修繕積立金取り崩し事由があ
れば、修繕積立金の取り崩し（金額、取り崩し時期等）総会(集会)の決議を不要となるわけでない
ことについては、もう一つの見解の立場でも共通ものです。
規約改正の立場での見解では、たとえば、規約 28 条 1 項で指定されていいない 21 条 2
項の工事についての「修繕積立金の取り崩」のためには、まずは、第 28 条(修繕積立金)1 項
に「一体管理工事の場合には、枝管工事(専有部分の配管工事)に係る費用のためにも修繕積
立金を取り崩すことができる旨の根拠規定を設け、規約第 28 条 1 項を改正をしておき、48
条(総会の議決事項)については、新たに第 28 条(修繕積立金)1 項を改正して取り入れられた修
繕積立金の取崩し可能の議案を総会決議事項として取り入れ改正し、修繕積立金の取崩
しの総会決議ができるようにします。
さらには、32 条(管理組合の業務)を改正して第 21 条 2 項の工事も管理組合業務であること
を明記することを求めています。
したがって、このような規約改正手続きを踏まないで「当該工事費用を修繕積立金から支
出すること」等を総会議決しても無効(あるいは総会決議そのものができない)であるとの見解と思
われます。
※ この見解を採用するとしても第 28 条(修繕積立金)1 項の改正だけで済むのでは
ただ、この見解を採用するとしても、規約改正については、第 28 条(修繕積立金)1 項に、
「枝管工事に係る費用のためにも修繕積立金を取り崩すことができる旨」の根拠規定を置
けば、48 条(総会の議決事項)や 32 条(管理組合の業務)の規約改正は不要であると考えます。
なぜならば、48 条(総会の議決事項)の規定の中には、同 5 項に「第 28 条第 1 項に定め
る・・・・・」として、既に規約改正された「枝管工事に係る費用のためにも修繕積立金を取り
崩すことができる旨」の根拠規定が含まれており、32 条(管理組合の業務)についても、すで
に、第 21 条 3 項の規定で、専有部分の枝管工事を共用部分と一体として管理組合が行うこ
とは認められているのですから、八号「区分所有者が管理する専用部分について管理組合
が行うことが適当であると認められる管理行為」に含まれた管理組合の業務であると考えて
良いと考えるからです。
※ 二つ目の、規約改正をせずに便法としての解釈で実施すべきとの見解
そもそもが、第 21 条 2 項の工事費の負担は個人であるとの原則を、管理組合運営上の
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必要性から、やむを得ず取り払い、修繕積立金の取崩をして個人負担分に流用しようとす
るのであるから、法改正と同等のオーソドックスな規約改正といった方法を採用すべきでは
なく、便法として、第 28 条五号の「その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者
全体の利益のために特別に必要とする管理」の範疇に、第 21 条 2 項の工事費は含まれる
との解釈をするべきだとの見解です。
第 28 条(修繕積立金)1 項五号の「その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者
全体の利益のために特別に必要とする管理」の範疇に、第 21 条 2 項の工事が含まれること
により、48 条(総会の議決事項)六号の「第 28 条第 1 項に定める特別の管理の実施並びにそ
れに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し」に相当する議案として総会(集
会)決議ができます。

32 条(管理組合の業務)についても、すでに、第 21 条 2 項の規定で、専有部分の枝管工事を
共用部分と一体として管理組合が行うことは認められているのですから、同八号「区分所有
者が管理する専用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為」
に含まれた管理組合の業務であると考えて良いと考えます。
したがって、規約改正をすることなく、管理組合運営上の必要性から、やむを得ず取り払
い、個人負担分に流用しようとする修繕積立金の取崩しができることになるとの見解です。
※ 違った観点から二つ目の見解を支持する理由
当方も違った観点から二つ目の見解を支持したいと考えます。
なぜならば、「コンメンタールマンション管理規約」では、第 28 条 1 項の規約改正を前提と
して論を進めていますが、結論から言って、第 28 条の 1 項規約改正は意味をなさない、ある
いはできないと考えています。
したがって、第 28 条 1 項の規定を何らかの解釈によって使えるようにしなければ、実務上
で要請される修繕積立金取崩しはできないと考えています。
第 28 条 1 項の規約改正は意味をなさない、あるいはできないと考えている理由は、第 28
条 1 項の条文が「各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた
修繕積立金は・・・・」と規定していることです。
すなわち、第 28 条 1 項の各号は、この「積み立てた修繕積立金」の使途を記しているに
過ぎませんし、「積み立てた修繕積立金」の使途を記載することを要請されていると考えま
す。
したがって、規約改正して、第 28 条 1 項の使途の記載として、「21 条 2 項の工事につい
て使用する修繕積立金」と記したとしても、その修繕積立金は実体のないものであり、将来
ならいざ知らず、修繕積立金を取り崩したいとする現段階では各区分所有者(住戸所有者)が
納入した積立金はないことになります。
48 条を改正して、取崩し決議のできる修繕積金との規定を入れ込んで決議をしたくても、
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現実に下ろして使える修繕積立金はないことになります。
以上から、規約改正は、役割も意味もないため、規約改正によって修繕積立金を取り崩
すという手段は取りえないと考えています。
したがって、現在の規約の規定を生かして、何らかの解釈によって、実態上の要請のあ
る 21 条 2 項関連の工事について、修繕積立金を取り崩す手だてを取るしかないと考えま
す。
第 28 条(修繕積立金)： 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み
立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の権利に要する経費に充当する場合に限って
取り崩すことができる。
一．一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二．不測の事故その他特別の事由により必要とする修繕
三．敷地及び共用部分等の変更
四．建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五．その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必
要とする管理
2 前項にかかわらず、区分所有法第 62 条第 1 項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)
又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても・・・・・
32 条(業務)：管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
八．区分所有者が管理する専用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管
理行為
48 条(議決事項)：次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
六．第 28 条 1 項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借り入れ及び
修繕積立金の取崩し。
七．第 28 条 2 項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取
崩し

※三つの見解での共通点
いずれにしても、その決議方法の選択は、対象物の実施が特別決議によるか普通決議
によるかに連動して決まると考えます。
すなわち、対象物の実行が特別決議を必要とする場合の修繕積立金を取り崩すための
集会(総会)決議は特別決議が必要ということであり、対象物の実行が普通決議でよい場合の
修繕積立金を取り崩すための集会(総会)決議は、普通決議でよいことになると考えます
なお、規約改正のような恒久性はないが、修繕積立金からの支出について特別決議をす
ることは、規約改定と同等の区分所有者(住戸所有者)の合意があると認められると判断するこ
とはできません。
306

規約と総会決議とは別の事柄ですので、集会(総会)決議は規約と同等の効果を生みます
と考えることはできず、規約改正の手続きをせずに、集会(総会)の特別決議で代えることはで
きないと考えます。
ただ例外的に、建築物耐震改修法第 25 条 3 項に基づく、「要耐震改修認定建築物」のた
めの修繕積立金の取崩しについては、法律の強行規定と解されていることもあり、集会(総
会)の普通決議で実行できます (「新･マンション管理の実務と法律」p．222)。

また、いずれの場合も、本来は、21 条 2 項の工事については、専有部分(住戸)の工事費に
関しては各区分所有者(住戸所有者)が負担することが原則だとの規定から判断するに、区分
所有者(住戸所有者)は、管理組合が行おうとする、専有(住戸)部分内の水道枝管の工事を受け
入れなければならない義務はありませんので、各区分所有者(住戸所有者)は、専有(住戸)部分
内の水道枝管の工事を拒否することができますし、専有(住戸)部分の水道枝管の工事をしな
かった区分所有者(住戸所有者) には、その相当分の工事費の返却は必要だと考えます。(参
照：「新･マンション管理の実務と法律」p．141)

※ その他
その際、管理組合は、各区分所有者(住戸所有者)に対し、将来、専有(住戸)部分内の水道枝
管の工事を行わなかったことに起因する水漏れについては区分所有者(住戸所有者)の責任と
なることを指摘して、工事の受け入れを求めることになります。
また、個々の区分所有者(住戸所有者)が管理組合と違う手法での措置などをした場合は別と
しても、単に水道枝管の工事を拒否したことに起因する水漏れが生じた場合に、区分所有
者(住戸所有者)の工事を受ける権利を放棄したことからくる補償費用の不足分に充当する費
用等として、専有(住戸)部分内の水道枝管の工事費用について返還しないで保留するとする
ことについてはなお研究の余地があるとの見解もあります。

マンション標準管理規約(単棟型・団地型)第 21 条 2 項の意味-2
――専用部分(住戸)の工事費用は、各区分所有者(団地建物所有者)の負担の原則--別冊-p．301「マンション標準管理規約(団地型)第 21 条 2 項の意味」で述べた、マンション標準管
理規約(単棟型・団地型)第 21 条 2 項の「共用部分と構造上一体となった部分の管理を棟の共用部
分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行う。」の意味に絞って、重複し
ますが、改めて記してみました。
この規約条文の解釈において、水道配管工事などで、｢共用部分と構造上一体となった部分の
管理」の「共用部分の管理と一体として行う｣との意味を、専用部分(住戸)と「共用部分の管理と一
体として行う｣工事として捉えると、その必要性があると判断することが必要な場合は多いと考え
ます。
しかし、その際に十分考えなくてはならないのは、共用部分と専有部分(住戸)の工事を一体とし
て行う必要性があるからといって、共用部分と専有(住戸)部分の工事の費用を一体としてとらえる
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必要はないということです。
本来、区分所有法においても、専有(住戸)部分は、共用部分とは別個の個別の所有権として捉
えられており、現に、マンション標準管理規約(単棟型・団地型)第 21 条 2 項のコメントでは、「③ 配
管の清掃等に要する費用については、第 27 条第三号の『共用設備の保守維持費』として管理費
を充当することも可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係る物ものに
ついては、各区分所有者(団地建物所有者)が実費に応じて負担するものである。」として、専有(住
戸)部分の工事費用は各区分所有者(団地建物所有者)が負担するものとし、共用部分の工事費負

担と明確に分離していることです(参照：「実践 区分所有法

など」p．465 or p．460〔補足 1〕第 61 条 5 項の

内容)。そのために、実際に管理組合が主導権を握って(集会決議などを経て)工事を進める場合で

も、その工事対象のどこまでが共用部分でありどこまでが専有(住戸)部分であるかについては、
明確にされる必要はあります。
管理組合が、マンション標準管理規約(単棟型・団地型)第 21 条 2 項と同一の規約を設定している
とすれば、専有(住戸)部分は、共用部分とは別個の個別の所有権に属することを前提とした、この
「配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係る物ものについては、各区分所有者(団地建
物所有者)が実費に応じて負担するものである。」との区分所有法の正しい法的な解釈によるコメ

ントも引き継いでいると理解すべきだと考えます。
なお、共用部分の工事費用については、管理費など(修繕積立金を含む)からから支出することが
集会(総会)決議などで決議することは認められると考えます。
ただ、専有(住戸) 部分についての工事費については、原則として、個人負担となるべきもので
す。したがって、標準管理規約上からも、管理費など(修繕積立金を含む)からの支出は認められて
いません。
これらの原則をきちんと理解していれば、専有(住戸)部分についての工事費についても修繕積
立金を使用できるとの便宜的な解釈を前提にして、その旨の集会(総会)決議を行うことは許される
とは考えますが、この決議に拘束されるのは、専有(住戸)部分についての工事費について個人負
担となることを承認した区分所有者だけです。当然のこととして、専有(住戸)部分についての工事
を拒否した区分所有者(団地建物所有者)を拘束するものではなく、彼らに対しては、専有(住戸)部分
についての工事費相当分については返却の義務を負うことになります。
ともすると、共用部分と専有(住戸)部分の工事を一体として行う必要性があるからとして、共用
部分と専有部分の工事の費用も一体としてとらえるのが当然であるとの間違えを犯し、専有(住
戸)部分の工事を行なわない区分所有者(団地建物所有者)との関係において、トラブルが生じる場

合があります。
その際、管理組合側が、専有(住戸)部分の工事を拒否した区分所有者にたいして、彼らを集会
(総会)決議違反者として断定したり、単純に、専有部分についての工事費用の修繕積立金分の返

却を拒否する行為は、区分所有法や規約の規定である「専有(住戸)部分の工事費用は各区分所
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有者(団地建物所有者)が負担する」との原則を正しく理解していないことからくるトラブルであり、原
則に戻った対応が必要となりましょう。
いずれにしても、管理組合側が、専有(住戸)部分の工事を拒否した区分所有者(団地建物所有者)
に対する対応についても十分検討していないような場合には、専有(住戸)部分についての工事費
用の修繕積立金相当分の返却はなされるべきだと考えます。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．352 or p．348「共用部分水道枝管と専有部分《住戸》水道枝管の更新工事の
扱いについて」、別冊-301「マンション標準管理規約《団地型》第 21 条 2 項の意味」)

復旧工事費でも貫かれている、共用部分の工事費用負担は管理組合、専有部分(住
戸)の工事費用負担は個人との原則
---別冊-p．307 「マンション標準管理規約(単棟型・団地型)第 21 条 2 項の意味-2」補充--区分所有法第 61 条 1 項では、「建物の価格の２分の１以下に相当する部分が滅失したとき
は、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。」とさ
れ、3 項では、「第１項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する
旨の決議をすることができる。」とされており、5 項では、「１項本文に規定する場合を除いて、建
物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各４分の３以上の多数
で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。」とされています。
すなわち、小規模復旧にしろ、大規模復旧にしろ、集会(総会)決議を経て、共用部分と専有(住
戸)部分を一緒に工事をして復旧する可能性を前提とした規定が設けられています。その際、共

用部分と専有(住戸)部分の費用負担はどのように考えるのかの問題があります。
その事について、専有(住戸)部分の復旧は個人費用ですることが当然であるとの前提たった見
解が「マンション紛争の上手な対処法第 4 版」p．304 にありましたので書き出して見ます。
「(1)専有部分の復旧
専有部分の復旧だけならば、その専有部分の区分所有者が単独で自己の費用をもって復旧
することが可能である。共用部分の復旧と違い、滅失の規模の大小を問わず専有部分を復旧す
る権利はその区分所有者にある。
共用部分の復旧決議や建替え決議が存在していても、専有部分の復旧についてはその決議
に拘束されない(石田喜久雄「建替え」法律時報 55 巻 9 号 33 頁)。また、集会の決議が専有部分の復旧
に及んでいる場合にも、その決議に拘束されるのは、その決議に賛成した区分所有者だけであ
る。・・・・・
・・・・なお区分所有者は、専有部分の復旧のために、必要に応じて共用部分他の区分所有者の
専有部分を使用することができる(法 6 条 2 項)が、使用により損傷を与えた場合には賠償金を支払
わなければならない(同項後段)。専有部分の復旧に要した費用については、当然ながら復旧につ
いて集会の決議があつたとしても当該区分所有者のみが負担することになる。」
マンション標準管理規約(単棟型・団地型)第 21 条 2 項のコメントでは、共用部分の配管と専有(住
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戸)部分の配管を同時に扱うことかあることを前提として、「配管の取替え等に要する費用のうち

専有部分に係る物ものについては、各区分所有者(団地建物所有者)が実費に応じて負担するもの
である。」として、専有(住戸)部分の工事費用は各区分所有者(住戸所有者・団地建物所有者)が負担す
るものとし、共用部分の工事費負担と明確に分離しています。この考え方は、今書き出した記述
と全く同じではないでしょうか。
すなわち、このような工事において、集会(総会)決議で共用部分と共用部分を一緒に工事する
ようになっても、専有(住戸)部分の扱いをどうするかについては、区分所有者(住戸所有者)は集会(総
会)決議に縛られないという点や共用部分の工事費は管理組合費から出しても専有(住戸)部分の

工事については区分所有者(住戸所有者)の負担であるとの原則は、マンション標準管理規約(単棟
型・団地型)第 21 条 2 項のコメントにも引き継がれていることを表わしていると考えます。

このことを少しだけ発展させて考えて、所般の事情により専有(総会)部分の工事費を修繕積立
金を取り崩すと決めたとしても、その決議に拘束されるのは、専有(総会)部分の工事を実際に行っ
た区分所有者(住戸所有者)だけであり、専有(総会)部分の工事を実際に行わなかった区分所有者(住
戸所有者)には、その工事費相当の金銭は返却されるべきだと考えます。なおこの原則は、専有(住
戸)部分の工事を行ったか、行わなかったかとは別の問題であり、そのことは別の解決手段を採

るべきことだと考えます。
(参照:別冊-p．307 「マンション標準管理規約 単棟型・団地型)第 21 条 2 項の意味-2」、別冊-p．146「『共用部
分』って何ですか、そして、『共用部分』って何処ですか。『共用部分』と『共有部分』は違うのですか」)

「共用部分の工事費用負担は管理組合、専有(住戸)部分の工事費用負担は個人と
の原則」に対する賛同意見
「共用部分と専有(住戸)部分の工事を一体にすることが許されるか」の問い掛けに対して、いろ
んな論文の多くの見解が、工事と費用を一体のものとして捉えていることから来る混乱があると
考えています。
先に別冊-p．307 マンション標準管理規約(単棟型・団地型)第 21 条 2 項の意味-2」と同別冊-p．
309 「復旧工事費でも貫かれている、共用部分の工事費用負担は管理組合、専有(住戸)部分の
工事費用負担は個人との原則」にも書きましたように、施工そのものを一体にやらざるを得ない
場合はあるとの前提に立ち、ただし、専有(住戸)部分の工事費用については、個人負担が原則で
あり、総会 (集会) 決議で両方の工事費の支出が決議されたとしても、その決議に拘束されるの
は、専有(住戸)部分の工事を実際に行った区分所有者(住戸所有者)だけであり、専有(住戸)部分の工
事を実際に行わなかった区分所有者(住戸所有者)は拘束されず、その工事費相当の金銭は返却さ
れるべきだと考えています。
この主張に対して賛同の意見が寄せられましたので、転記します。
中野 誠

様
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共用部分と専有部分の一体工事についての中野さんの見解に、全面的に賛成です。
①管理組合が共用部分と専有部分内の工事を一体として行うことが効率的・合理的である場
合、当該一体工事は許されると考えます。なお、このことは、マンション標準管理規約第２１条第
２項に定めがありますが、仮に当該マンションの管理規約に一体工事の定めがない場合であっ
ても、マンション管理の自治・自律の原則から可能と考えます。
②ただし、管理組合が共用部分と専有部分内の工事を一体として行うことが（総会決議で）認めら
れるとしても、共用部分と専有部分内の工事費用についても当然管理組合の負担となるもので
はありません。
③原則は、共用部分の工事費用は、管理組合負担、専有部分内の工事費用は、区分所有者負
担となります。
④しかし、専有部分内の工事費用について区分所有者負担としますと、総会決議が成立しな
い、あるいは区分所有者が専有部分内の工事を行わないなどの事態が生じ、折角の一体工事
が進まないことになります。そこで、例外として、管理組合負担で共用部分と専有部分内の工事
をするとの総会決議がなされることが多くみられます。この総会決議については、管理費・修繕
積立金の拠出者である区分所有者が自らその使用・処分方法を律することは許されると考えら
れますので有効と考えます。
⑤ところで、管理組合負担で共用部分と専有部分内の工事をするとの総会決議がなされた場合
であっても、各区分所有者は、専有部分内の工事を強制されるものではなく、専有部分内の工
事をするかどうかは、各区分所有者の判断次第となります。
したがって、総会決議の意味は、区分所有者が承諾するのであれば、専有部分内の工事を共
用部分の工事と一体でできるということでしかありません。また、区分所有者が専有部分内の工
事に協力しないからといって、総会決議違反になるわけでなく、また共同の利益に反することに
なるわけでもありません。
⑥管理組合負担で共用部分と専有部分内の工事をするとの総会決議がなされた場合に、区分
所有者が、ア 専有部分内の工事にそもそも反対である、イ すでに専有部分内の工事を行い
済みである、ウ 特に理由もなく協力しないなどの事由により、専有部分内の工事が行われない
ことがあります。この場合には、管理組合としては、専有部分内の工事が行われなかった区分所
有者に対して、専有部分内の工事費用相当額を支給する必要があると考えます。
その根拠は、管理組合としては、専有部分内の工事を行った区分所有者と専有部分内の工
事が行わなかった区分所有者との間の公平・平等の原則からです。
なお、専有部分内の工事が行わない区分所有者に対して、総会決議に違反する以上、権利
放棄とみなして、専有部分内の工事費用相当額を支給(返却)しないとすることは、上記の公平・
平等の原則に反し、認められないと考えます。

A・T

マンション標準管理規約(単棟型・団地型共通)
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第 21 条 2 項 専有部分である設備のうち棟の共用部分と構造上一体となった部分の管理を棟
の共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
コメント第 21 条関係
④ 第 2 項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。
⑤ 配管の清掃等に要する費用については、第 27 条第三号の｢共用設備の保守維持費｣として
管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係る
ものについては、各団地建物所有者(区分所有者)が実費に応じて負担すべきものである。
第 27 条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
三 共用設備の保守維持費及び運転費
※ 管理費の使途について、規約では、「配管の清掃等に要する費用｣に限定されており、共用
部分の配管取替え工事については明記されておらず、況や専有(住戸)部分の配管取り換え
工事としての費用の使途は全く対象とされていないと考えます。ただ、現実的な要望から、
便宜的に、総会(集会)決議を経た使途決定は許されると判断しています。
その際に、本来は、各団地建物所有者(区分所有者)が実費に応じて負担すべきもの専有
(住戸)部分の配管取り換え工事としての費用の使途を総会(集会)決議で決定するのですから、

一定の制約があることを認識し、専有(住戸)部分の配管取り換え工事を実行した者に対して
だけの使途となった際には、実行しなかった者に対しては、返却等の配慮が前提とされるべ
きだと考えます。
(別冊-p．312 ｢共用部分と専有(住戸)部分の水道管工事を一体で行う時に、工事費用も管理組合の負担で出来
ないかの問い掛けに対して」)

共用部分と専有(住戸)部分の水道管工事を一体で行う時に、工事費用も管理組合の
負担で出来ないかの問い掛けに対して--工事の一体実施と費用負担は分けて考える-居住者の高齢化が進んだマンションにおいては、各区分所有者(住戸所有者)が個人の責任で対
応することに限界があり、管理(工事管理)も工事費用も管理組合の負担(管理費あるいは修繕積立金
の流用)でできないかが問題となることが多いです。

標準管理組合規約(単棟型 21 条 2 項)のように｢専有部分である設備のうち共用部分と構造上一
体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを
行うことができる｣と規定しておくと、管理組合が専有(住戸)部分である枝管の管理(工事管理)や修
繕も一体的に行うことができるものと考えられています。
したがって、このような規約の定めがない場合については、まずは規約変更をしておくことが
実務上望ましい(「マンション・団地の法律実務」p．85)とされています。
ただし、標準管理組合規約(単棟型 21 条 2 項)でも、そのコメント(第 21 条関係⑤)において、｢『共用
設備の保守維持費』として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費
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用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである｣
とされていることに注意する必要があります。
すなわち、このコメントで「専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負
担」とされている規定は、単なる規約上の規定ではなく、民法の所有権の原則(民法第２０６条)を確
認的に明示したものと考えるからです。
ここで指摘されているのは、専有(住戸)部分の範囲については区分所有者(住戸所有者)の私的所
有権の範囲であり、規約で定めたとしても、区分所有者(住戸所有者)の承諾なくしては勝手には扱
えないという原則が前提にあると考えます。
すなわち、専有(住戸)部分の範囲の工事については、それに係る費用の負担を承認した者だけ
が、他の共用部分と一体的に工事が行えることを示していると考えます。
この問題について、修繕だけではなく枝管の｢交換｣等の場合に、｢専有(住戸)部分である設備
のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があ
るときは、管理組合がこれを行うことができる｣としても、ここで規定されているのは、あくまでも工
事を一体的にしなくてはらなない場合があるということです。
したがって、工事についての一体性が必要であるからといって、工事費用まで一体性を求める
必要はないということでもあるのです。
管理(工事管理)も工事費用も管理組合の負担でできないかとの要望から、工事を共用部分と一
体で行うことを集会(総会)決議で行った場合、とかく、工事費用の負担についても管理組合の負担
とするとの決議がされる場合がありますが、このような場合でも、専有(住戸)部分の範囲の工事に
ついては、それに係る費用を負担した者だけが、他の共用部分と一体的に工事が行えるとの原
則は生きており、管理組合の工事費負担ができるのは、自分の専有(住戸)部分の範囲での工事
を共用部分と一体的に行うことを承認した者に対してだけになるのです。
工事を一体的に行うことと、管理工事費用を使うこととを一体として捉える考え方は、工事を一
体的に行うことにはその必要性から賛成であるが、自分の専有部分については、私的所有権に
基づき工事を行うことを拒否する者との間でトラブルを生じさせることになります。
したがって、こういった共用部分と一体的な工事が必要とされる時には、集会(総会)決議で決め
るべきなのは、一体的な工事の是非だけであり、工事の実施と管理費の使用範囲についは分け
て考えるべきであり、管理費の支出は己の専有(住戸)部分の工事を一体に進めることに賛成した
者だけに限られるべきであり、一体的な工事を拒否する人の管理費からの支出予定工事額につ
いては、返却を考えておくべきであると考えます。
なお、この専有(住戸)部分について一体的な工事をしないことにより生じるトラブルについては、
事前の説明を必要とするし、万が一トラブルが生じた時に責任は、当該専有(住戸)部分の所有者
にあることは明確にされるべきだと考えます。
(参照:別冊-p．309「復旧工事費でも貫かれている、共用部分の工事費用負担は管理組合、専有(住戸)部分の工

313

事費用負担は個人との原則」、別冊-p．307「マンション標準管理規約(単棟型・団地型)第 21 条 2 項の意味-2」)

共用部分と専有(住戸)部分の水道管工事を一体で行う時に、工事費用も管理組合の
負担で出来ないかとの問い掛けに対して その 2---水道枝管改修工事で「工事で共用部
分と一体的に行う」と判断できるのは、共用部分配管(既存の、下の階の専有(住戸)部分の天井空間を一
定の距離配管された枝管)の使用を中止することにしか過ぎないのではないのか---

ある団地で、水道管改修工事において、共用部分と専有(住戸) 部分の配管が連続している部
分があるために、両者を一体として工事をせざるを得ない部分もあり、集会(総会)で工事で一体的
に行うことが提案され、その際に、両者の工事費用も管理組合の負担ですることが決議されまし
た。
両者を一体として工事することを決議をしたこと自体は、正しい方向性を持つと考えます(参照：
標準管理規約第 21 条 2 項)。

しかし、問題は、集会(総会)決議によって、本来、個人の選択権をもつ専有(住戸)部分における
工事の強制とともに、工事を拒否する区分所有者(住戸所有者)の存在を無視して、両者の工事費
用の管理費からの支出を承認させる決議したことに、以後の問題を生じさせる原因がありまし
た。
なぜならば、この水道枝管は、当該専有(住戸)部分の専用メーターから直ちに床スラブを貫通し
て真下に配管され、下の階の専有(住戸)部分の天井空間を一定の距離配管された(排水枝管につ
いての最高裁判例を参考にして、この部分は共用部分であると判断・・・管理組合)後、再度、当該専有(住戸)

部分に立ち上がり、当該専有(住戸)部分内で配管がされていたことです。
そして、決議された新設の水道枝管の経路は、既存の、下の階の専有(住戸)部分の天井空間
を一定の距離配管された枝管(排水枝管についての最高裁判例を参考にして、この部分は共用部分である
と判断)の使用を中止し、当該専有(住戸)部分の専用メーターから直ちに当該専有(住戸)部分内での

露出配管とするというものです。
したがって、今回の決議された工事の「工事で共用部分と一体的に行う」と判断できるのは、
共用部分配管(既存の、下の階の専有(住戸)部分の天井空間を一定の距離配管された枝管)の使用を中止
することにしか過ぎず、結果として、メーターから先の専有(住戸)部分内のすべての水道枝管の使
用中止となり、専有(住戸)部分内だけの枝管配管工事については、全く新規工事となり、「工事で
共用部分と一体的に行う」ことの範疇には入らないのです。すなわち、旧配管(共用部分と思われる
配管)との接続は一切ない全くの専有(住戸)部分内だけの新規工事であることになります。

それにもかかわらず、専用(住戸)部分内の配管工事費用を含めた全工事費を管理費からの支
出を承認させる決議をしたことによって、決議としての強制力を主張し、専有(住戸)部分における
工事も「工事で共用部分と一体的に行う」工事であるとして、専有(住戸)部分における工事の拒否
権を否定し、工事を否定した者に対する自発的な工事相当額の返却も拒否したことに問題があ
ると考えます。
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今回、専有(住戸)部分の工事を拒否した区分所有者(住戸所有者)が管理組合理事会を相手に、工
事費用の相当額の返却訴訟を起こし、最終的には和解での決着を要請され、一転して集会(総会)
で工事費用の返却を決議をするといった状況が生じました。
さらには、返却金については、今までの預かり金に対する利息の支払いは拒否することを前
提としたものでした。
これらの流れには、工事費用の返却を集会(総会)により決議するという新たな間違いを犯して
いることにも最大の問題点があると考えます。
そもそもが、当初の、工事費用の管理費からの支出を承認させる決議をし、その決議を根拠と
して専有(住戸)部分の工事を拒否した区分所有者(住戸所有者)に対する何らの配慮もせずに、工事
相当額の返却も拒否した決議そのものが、本来は間違った決議だったと考えるからです(別冊-p．
312｢共用部分と専有(住戸)部分の水道管工事を一体で行う時に、工事費用も管理組合の負担で出来ないかの問
い掛けに対して」)。

今回の集会(総会)決議によって、工事費用の返却を決議をすることは、先の間違った集会(総会)
決議を正統なものとした上で決議する限りは、なぜ変更するのかの正当な根拠付けをすることが
できないままに、集会(総会)決議を変更する決議は、二重の間違いを犯したことになります。
そもそもが、一端決議した行為を訂正するのには、なぜ決議を訂正しなくてはならないかの根
拠と理由が必要です。集会(総会)で決議すべきなのは、前回の決議の仕方に対する反省であり、
その反省にもとづいて、結果として工事費用の返却をせざるを得ないという確認行為であり、し
たがって、決議すべき議案は、前回の決議に対する反省であると考えます。
この反省の決議がされれば、必然的、に先の決議が無効なものとなり、工事費用の返却その
ものを行なわざるを得ないことだと考えます。
そのうえで、当初の決議で議論されるべきであった、どの程度の返却が正当であるかについ
ての議論が求められるのだと考えます。これらの過程を無視して工事費用の返却だけを決議す
る行為は、違法の上に違法を重ねる結果となると考えます。(別冊-312 ｢共用部分と専有(住戸)部分の
水道管工事を一体で行う時に、工事費用も管理組合の負担で出来ないかの問い掛けに対して」)

水道枝管は専有部分に帰属
---東京地判平 5《1993》・5・1・28 判タ 853-237--水漏れの原因は、結局、被告 Y1 所有の専有(住戸)部分である 203 号室の内部、すなわち、そ
の台所の水道蛇口と給水管とを連結するフレキシブル配管の上部接続部分のパッキンの劣化
であることが判明したことは、前記のとおりである。そして、上パッキンを含む給水管は、被告 Y1
の専有(住戸)部分たる建物部分への水道の供給のためにのみ存在する水道管であって、上建物
部分の付属物に他ならないから、これが本件マンションの共用部分、すなわち本件管理契約に
いう共有部分内と共用施設にあたらないことは明らかであり、また、この点に関し、本件マンショ
ンの管理組合の規約において別段の定めのあることの主張・立証もない。(東京地判平 5《1993》・5・
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1・28 判タ 853-237)

管理所有制度の意義
管理所有制度そのものは、共用部分(規約共用部分を含む)の管理のための信託的(所有権登記の
できない)所有の制度です。

管理者と区分所有者(住戸所有者)だけが、規約の定めで共用部分(規約共用部分を含む)の所有者
となれます。ただし、管理者は、区分所有者(住戸所有者)以外でもなれます。したがって、区分所有
者(住戸所有者)以外では、管理者だけが所有者となれます。
管理所有制度が導入されたのは、管理者による円滑な共用部分(規約共用部分を含む)の管理を
可能とするためであるとされています。
管理者は、共用部分(規約共用部分を含む)の管理を行う職務を有していますが、この職務は、保
存行為以外は、区分所有者(住戸所有者)等の意思すなわち、規約の定めまたは集会(総会)の決議に
もとづいて行わなければなりません。そうすると、保存行為を超える管理が必要な場合であって
も、規約の定めがない場合には、管理者の独自の判断でこれを行うことはできず、逐一集会(総
会)を招集しなければならいないことになり、特に急を要する場合においても迅速な対応は出来ま

せん。
そこで、共用部分(規約共用部分を含む)の管理に限定して、主に管理者の独自の判断で管理を
行うようにできるようにしたものです(マンション法 p．93)。
したがって、変更(その形状または効用の著しい変更を伴うもの)については独自の判断は許されず、
集会(総会)の決定に基づいて実施することになります。
管理所有制度が導入されたのは、こういった意図のため、区分所有法では管理所有につい
ての規定が大きく二つに分かれており、管理所有制度一般については、法第 11 条 2 項、第 20
条で定め、管理者が主に管理所有者の役割をになうために、区分所有法第 4 節管理者のセクシ
ョンの法第 27 条 1 項にて、管理者の管理所有を明記しているのだと考えます。(参照：「実践 区分
所有法 など」p．374 or p．370 「管理所有(受託)って何?」)

団地管理組合と法人には、管理所有の制度はない
―――2012 年「マンション管理士試験」〔問 7〕は、まさに引っ掛け問題―――
正誤を問う設問です。4 枝問のうち３問が正しい記述であり、１問が間違った記述です。一つの
設問の中に、正しい解答と間違った回答を書き込んでいる設問があります。もちろん、この、正し
い解答と間違った解答を書き込んでいる設問は、間違いが含まれているのですから間違いとな
ります。
〔問 7〕 管理組合、団地管理組合(区分所有法第６５条に規定する団地建物所有者の団体をいう。)及び管
理組合法人に関する記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれ
か。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
1. 管理組合及び団地管理組合の管理者並びに管理組合法人の理事は、それぞれの
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集会(総会・・・注)において、区分所有者又は団地建物所有者(の頭数・・・注)及び議決権の
各過半数の決議により選任する。
2. 管理組合及び団地管理組合においては、その職務に関し、管理者が区分所有者を
代理し、管理組合法人においては、その事務に関し、当該法人が区分所有者を代理す
る。
3. 規約に特別の定めがあるときは、管理組合及び団地管理組合の管理者は、共用部
分を管理所有することが出来るが、管理組合法人の理事は共用部分を管理所有する
ことができない。
4. 共同利益背反行為の停止の請求に係る訴訟の提起に関する集会(総会・・・注)の決議
は、管理組合及び法人管理組合の集会(総会・・・注)においては行うことができるが、団
地管理組合の集会においては行うことができない。
〔回答〕
間違っているのは、3.
〔解説〕
団地管理組合と管理組合法人には、管理所有の制度がありません。したがって、「団地管理組
合の管理者は、共用部分を管理所有することが出来る」とするのは間違った記述(法第 47 条 11 項
で第 27 条が準用されていない)であり、「管理組合法人の理事は共用部分を管理所有することができ

ない」(法第 66 条で第 27 条が準用されていません。)とするのは正しい記述です。
すなわち、3.の設問は、一つの回答の中に、正しい解答と間違った解答を書き込んでいるの
で、全体としては間違った設問となります。
〔コメント〕
マンション管理士試験には、こういった引っ掛け問題が数問見受けられます。こういった設問
に正解を指摘できるようになるのは、正しい知識が必要なこともさることながら、問題集などで、
一つの設問に正しい解答と間違った解答を書き込んでいる枝問に慣れることが必要です。ともす
るとどちらかを読み違えたりして、引っかかってくれることを期待した設問なのだと考えます。

共用部分以外の共有の附属施設や共有敷地が管理所有の目的とならない理由
共用部分については、権利に関する登記(所有権登記)がなされず、したがって管理所有権につ
いてもその旨の登記はされないのに対して、第 21 条の敷地又は共用部分以外の附属施設は、
区分所有者の共有に属していてその旨の登記もなすことができ、また、その共有持分の変動は
登記が対抗(証明)要件となるのであって、区分所有者の変動にもかかわらず所有者が変動しな
い管理所有の目的とすることはできない。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．374 or p．370 「管理所有(受託)って何?」)

管理所有制度成立の経緯
管理所有制度については、1962 年区分所有法当時は「管理所有権」といった表現が使われ、
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「管理所有権」というのは、共用部分の管理のために認められたものですが、果たして普通の所
有権とは違うのか?「管理所有権」という言葉は区分所有法以前には民法上なかった。どのような
経緯があって「管理所有権」がみとめられるように至ったのか。このような問題提起で現在の「管
理所有制度」を「管理所有権」と表現していた時期があった様です。
しかし、「管理所有権」と表現されているものの内容は、現在の「管理所有制度」そのものであ
ることから、議論の過程で、「管理所有権」といった権利といった概念から実態に即した「管理所
有制度」といった表現に変わったのかもしれません。
ただ、「管理所有制度」は、標準管理規約には、当初より(昭和 58・10・15 建設省計同 100 号、建設省
住民 51 号通達)導入されておらず、現在に至っても取り入れられていません。

※ 「管理所有権」が認められるに至った経緯
共用部分は、特定の区分所有者または第三者(管理者)の所有となし、この者に管理をゆだね
る方が区分所有者全員の共有として、その共同管理下に置くよりも、トラブルが少なく、スムーズ
な管理ができるため盛んに行われるようになり(分譲アパートの場合、共用部分を不動産会社が所有《留
保》することの利点として税法上、共用部分《エレベーターなど》の減価償却が認められること、共用部分が故障した

ときにすぐ処置が取れることなどを上げるのが一般的。)、しかも、その当時(昭和 30 年ごろ)そのような所有

関係の定め方を積極的に支持し、これに理論的基礎付けを与えようとして次のような意見がださ
れていた。
すなわち、「これらの共用部分(特定の区分所有者または所有者以外の第三者が所有《留保》する共用部
分)も本来はこれを利用すべき各区分所有者の共有に属しているのであって、当事者が契約でこ

れと異なる所有関係を定めるのは、その管理のための信託的な所有権を承諾することに他なら
ない。そして、このことが特にはっきり現われるのは、共用部分を区分所有者でない第三者の所
有とした場合であって、この場合には区分所有者と第三者との間に共用部分の管理に関する契
約がなされているのが通例である」というものである。
この意見は、区分所有法の制定・公布の半年ほど前に関係者から一私見というかたちで発表
されたものであるが、その頃すでに、「管理所有権」という構想が出来上がりつつあったことを示
唆するものとして興味深い。
その後上記の意見が、区分所有法の立案作業過程において採択され「管理所有権」となって
結実したわけである(4 条 2 項、16 条、20 条・・・2002 年改正区分所有法 11 条 2 項、20 条、27 条)
したがって、「管理所有権」というのは、先ほど述べたような共用部分の所有関係・管理関係の
実情をくみ、これをそのまま承認し、立法化したものであり、かような立法経緯から見る限り、そ
の実態は以前からあったのであって、別に目新しいものではないということができよう(「管理所有
権」という名称の目新しさは別として)。(「建物区分所有法の現代的課題」p．233)

※ 管理所有権の法的構成
規約により、特定の区分所有者または管理者を共用部分の所有者とすることは、共用部分の
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管理の便宜ということにあるのであるから、この場合における所有権は、一種の信託的所有権
に他ならないはずであり、かように見るだけで十分なのではなかろうか。
つまり、共用部分の管理のために、区分所有者たちの共用部分に対する所有権(共有持分権の
総和)が、特定の区分所有者または管理者に信託されているが、ただ、この場合、信託目的が管

理にある関係上、所有権行使の範囲が管理事項に限定・制限されているに過ぎない、と見れば
足りるのではないか。
建物区分所有法の 16 条(20 条・・・2002 年改正区分所有法)は、規約により共用部分の所有者と定め
られた者―上記の特定の区分所有者または管理者―の所有権行使の範囲の制限を管理義務という
かたちでとらえ、規定しているだけのことであろう。
とすると、当然のことながら、上記の特定の区分所有者または管理者は、共用部分の所有権
を、その管理のために行使することが許されるにすぎず、それ以外の所有権行使は許されない、
ということになり、仮に行使しても、それは法律上、何らの効力をも認められないことになる (無
効)。(「建物区分所有法の現代的課題」p．239)

※ 管理所有は、その重要性・有用性は必ずしも高いものではない。
管理所有制度は、管理の受託者が共用部分を管理するために当たっては、その共用部分に
つき第三者との間に契約・防火設備・駐車設備などにつき所管の行政庁に所要の届出をし、ま
たはその検査を受けるような場合もありうるのでそれらの行為を受託者自身の責任においてす
ることができるように配慮したものである。
所有者と定められた者にその共用部分の管理を委ねるとともに、対外的な関係においてその
者の所有とするだけであって、一種の信託的な所有権の移転を行うものであり(このため、管理所有
と呼ばれる)、潜在的、実質的には、本来の共有者の共有関係が残っているのである。

したがって、共用部分の共有に関する本法 13 条から 19 条までの規定は、この制度の趣旨に
反しない限度において、なお潜在的な共有者の共有関係について適用があるものというべきで
ある。
なおこの制度は、本法制定当初においてはともかく、1983 年改正区分所有法後の本法の下に
おいては、その重要性・有用性は必ずしも高いものではない。(新版注釈民法《7》p．647)
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．374 or p．370 「管理所有《受諾》って何」)

中古マンションは管理が重要といわれる本当の理由
All About 住宅・不動産 メールマガジン■Vol.269 2014.06.06
「マンションは管理が大事」とわかっているつもりでも、どこからどこまでが管理業務の対象なの
か、チェックポイントは何かまでは意外に知られていません。そこで「マンション管理」の本当の中
身を解説します。
提供：野村不動産アーバンネット

319

この記事の担当ガイド
三浦 康之
中古マンション選びのポイントの一つに、「マンションは管理を見て買え」という言葉があります。
管理の良し悪しによって、マンションの住み心地や資産価値が変わってくるからです。
その一方で、「マンションは管理が楽」という購入希望者も少なくありません。「一戸建てと違っ
て鍵 1 本で戸締りができ、敷地内の手入れや建物の清掃なども、管理会社に任せられるから手
間がかからない」といったイメージがあるからでしょう。その延長線上に「管理に対する無関心
（面倒なので関わりたくないという心理）」も垣間見えます。
管理は大切と思いながらその実務には無関心という、相反する意識が同居しているように見
えるのは、「マンションの管理とは何か」がきちんと理解されていないからだと言えます。そこで改
めて、マンション管理について整理しておきましょう。
マンション管理の主役は、購入者自身
マンションやアパートを総称して「集合住宅」や「共同住宅」と呼ぶ場合があります。複数の人
が集まって住む共同生活の場という意味です。そして、そういった場の管理の目的は「共同生活
の場を快適に保つこと」かつ「共有財産である建物を長持ちさせて、資産価値を守ること」といえ
ます。
管理の対象は、個々の住戸の外側にある「共用部分」です。たとえば、敷地内の植裁や駐車
場などの施設、建物のエントランス、エレベーターホール、外廊下などが共用部分にあたります。
これに対して、住戸内は「専有部分」といって、所有者自身が個人で対応しなければなりません。

また、マンション管理の主体はマンションを購入した区分所有者で作られた「管理組合」です
（図１）。マンションを買うと自動的に管理組合のメンバーになって、管理の責任を負うことになり
ます。実際の業務は管理会社や専門業者が行うのですが、あくまでも「管理組合が管理会社に
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業務を委託して、管理会社は業務を代行する」という図式です。
こういった仕組みになっているため、マンション管理に無関心な所有者が増えて「管理会社任
せ」になると、管理がおろそかになるおそれが出てきます。管理組合から選任された理事による
理事会や、組合員全員が参加できる総会で、重要な事項が決められるからです。管理の主役
は、管理組合であり、個々の所有者であることを忘れないでください。
自主管理は、管理の内容を慎重に確認
図 1 では、管理業務を管理会社に委託する場合と自主管理があることも示しました。一般的には
委託管理のほうが多いのですが、築年数が古いマンションでは自主管理のケースも時折みられ
ます。自主管理は、管理会社への委託料が掛かりません。同じ管理内容であれば、委託料の分
だけ管理費は安くなるはずです。
しかし、自主管理とは名ばかりで、まともな管理が行われていないために、必要な管理費や修
繕積立金を徴収していないおそれもあります。なかには、後述する長期修繕計画すら作成されて
いないケースもあります。自主管理の場合は、よほど管理組合員の意識が高くて、自ら管理運営
に積極的に参加する体制が整っていないと上手くいきません。より慎重に管理の中身をチェック
する必要があるでしょう。
中古マンションの広告などの物件概要には「管理形態」が出ています。これは管理員の勤務
形態の違いです。管理員が住み込みで働く「常駐」、通勤してきて定められた勤務時間に業務を
行う「日勤」、週に 2～4 回の割合で訪問して数時間だけ業務をこなす「巡回」の 3 パターンがあり
ます。

この管理形態の違いは、主にマンションの規模に対応しています。図 2 に出ているように、常
駐は 200 戸を超える大規模マンション、日勤は 100 戸前後までの中規模マンション、といったイメ
ージです。割合としては、日勤が一番多いでしょう。管理の充実度としては「巡回→日勤→常駐」
という順番に高くなりますが、物件の規模に左右されますから、常駐にこだわると選択肢が狭ま
ってしまうかもしれません。

期限のない使用貸借(無償使用)終了の判決--大阪地裁平 4《1992》.9.16-組合の集会にて無償使用の規約を廃止した後、管理組合が使用契約を解除して、広告塔の
撤去を求めた事案において、すでに 10 年程度は、業者が無償で広告塔を使用したことを理由
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に、民法第 597 条の｢契約に定めた目的に従い使用および収益を終わったとき｣にあたるとして、
使用貸借契約が終了したと認定。(大阪地裁平 4《1992》.9.16)
民法第 597 条（借用物の返還の時期） 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなけれ
ばならない。
２ 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に
従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使
用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過
したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
３ 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸
主は、いつでも返還を請求することができる。

防火管理者の資格には 2 種類あります
一般的防火管理者の資格には、甲種・乙種の 2 種類があります。甲種は、マンション居住者人
数が 50 人以上、かつ延べ床面積 500 平方メートル以上のマンションの防火管理者の資格です。
乙種は、マンション居住者人数は甲種と同じなのですが、述べ床面積の定めが 500 平方メート
ル未満のマンションの防火管理者の資格です。
なお、マンション居住者人数が 50 人未満(店舗併設の場合は 30 人未満)のマンションの場合は防
火管理者を選任する必要はありません(法律では!!)。
上記した内容は、住居用のみのマンションの防火管理者の資格の要件です。マンション内に
事務所や店舗が入って(複合用途型マンション)いれば要件が変わりますので、もしお住まいのマン
ションがどちらの防火管理者の資格が必要なのか分からないときは、消防署で聞いてみてくださ
い。
なお、講習は甲種が 2 日間、乙種が 1 日となっています。
日本防火・防災協会での受講料
甲種新規講習

６，１７０円(税込み)

乙種講習

５，１４０円(税込み)

日本防火・防災協会での講習実施日・・・インターネットで確認
日本防火・防災協会での講習が予定されていないような場合は、地域の消防本部(消防署)にお
問い合わせをするしかないようです。
講習の最後に効果測定というペーパーテストが行われます。その場で採点し合否が判明しま
す。重要な箇所は講義で言うので、落ちる事はほぼ無いです。落ちる人は、遅刻 携帯が鳴る
寝る などしていた場合です。予習や復習などは特に必要ありませんので、心配いりません。

マンションってどうよ?(インターネット無料相談)
--- マンション管理全般について質問できます-※ web で「マンションってどうよ」で検索すれば、すぐ、呼び出せます。マンション管理全般につ
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いて質問できます。ほとんど回答があります。ただ、区分所有法の法律上のことは回答がほと
んど為されないようです。また、「マンションクリニック」なども的確な回答を寄せてきます。
区分所有法の専門的なことの回答を求めるとしたら、何といっても「マンション･住宅ネット相
談室｣が最適です。
質問
町内会費を管理費に移行できるのか
質問者：ハチハチ さん

質問日時：2014/06/10 12:37

回答件数：1 件

マンションを管理している管理会社が町内会の余剰金をマンションの管理費に組み込む提案
を出してきています。管理組合と町内会は別組織、別勘定です。また構成員も方や区分所有者、
方や賃貸を含めた全入居者と大きく違います。また、町内会側へは何の打診も為されていませ
ん。（管理組合員でもあり町内会にも入会してますが町内会側からは何の相談、連絡もありません）
別組織のお金を相手方の同意もないのにこの様な提案をする管理会社の業務遂行につい
て、業界としては至極当たり前のことなのかを教えて頂きたい。一般人の感覚としてはこれは窃
盗だと思うのですが。
回答
回答者：小西吉弘

回答日時：2014/06/10 20:10:30

マンション「管理組合コンサルタント」の小西です。
管理組合と自治会では、構成員が同じようであっても基本的には異なります。
管理組合は財産の維持のため、自治会は居住者相互の親睦のためとその役割や存在意義
は明確な違いあります。よって、相互協力は必要ですが組織は別ですから、管理組合の管理費
会計と自治会の自治会費会計は別々に管理しなければなりません。
自治会の出費は、予算に基づいて行われますので、余剰金は自治会会計の次期繰越金とて
処理なければなりません。
区分所有者である限りは自動的に管理組合員となり、個人の意思では加入を拒否したり勝手
に脱退することは出来ません。
これに対して、自治会は法的な拘束はありません、一般的には花火大会を開催したり、ボラン
テア活動を行なう、ママさんグループなどマンション全体あるいは町内全体の地域住民の組織、
住民自治の団体です。賃貸人や同居人も加入することが出来ます(加入の可否は自由です)。退会
請求があった場合に備えとして余剰金は残しておくべきものです。
管理会社は、なにを考えているのでしようか、真意が分かりません。管理会社が堤案すること
とは思えません。
決定は全て管理組合です、管理組合として管理会社の堤案を受けるべきではありません。
後々トラブルになり困るのは管理組合です。

区分所有法第 18 条の「共用部分の管理」の範囲は、民法第 103 条の「権限の定め
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がない代理人の代理権」の範囲とほとんど同一
区分所有法１８条（共用部分の管理）1 項では、「管理に関する事項は、前条(17 条)の場合を除い
て、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。」とされています。
「共用部分の管理に関する事項」とは、「保存(維持)行為」や「変更(外観や構造または其の機能や用
途を著しく変える場合)」を除く範囲とされ、マンションの特殊性から異なる面が有りますが、「変更(外
観や構造または其の機能や用途を著しく変える場合)」を除く範囲や「利用行為」、「改良行為」です。

すなわち、実質的には、民法第 103 条で「権限の定めがない代理人の代理権の範囲」として
「保存(維持)行為」や当該財産の性質を変えない範囲での「利用行為」、「改良行為」に限るとした
範囲とほとんど同一です。
もちろん、民法では、私人のすべての財産への行為が対象ですが、マンション関係の法律であ
る区分所有法では、対象範囲が「共用部分の」と限定されている違いはあります。
なお、民法の「権限の定めがない代理人の代理権」とは、たとえば、遠洋漁業の船長さんであ
る夫が妻に「留守中のことは任せた」といって出航してしまった場合に、夫の代わりに(代理として)
妻ができる権利のことのようです。
民法第 103 条（権限の定めのない代理人の権限） 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為
のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その
利用又は改良を目的とする行為

マンション管理組合( 小規模の事業者)なども、個人情報の保護に関する法律の順守
(遵守)に務めるように定めています。
個人情報法は、2004 年の告示 1500 号で、個人情報の保護に関する法律(平成１５年法律第５７
号)第８条の規定に基づき、情報の取扱いを確保するために「国土交通省所管分野における事業

者等が講ずべきガイドライン｣を定めました。その附則第２条において法律の対象外の事業者も
同法の順守(遵守)に務めるように定めていました。
個人情報保護法は事業者に対し、顧客の個人情報を取得したら何のために利用するかを顧
客に知らせることや、そのデータを第三者に渡す場合は原則として顧客の同意を得ることなどを
義務付けています。
たしかに、個人情報保護法は、5000 件を超える個人情報を持つ事業者が対象です。しかし、
この国土交通省告示 1500 号は、小規模の事業者といえども、同法の順守(遵守)に務めるように
定めたものです。したがって、マンション管理組合などもこの法律の対象となることに注意する必
要があります。
告示附則第２条(個人情報取扱業者以外の事業者等による個人情報の取扱い) 国土交通省所管分野に
おける事業者等であって、個人情報を取り扱うもののうち、第３条３項ホの規定
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により個人情報取扱業者に該当しないとされるものについても、このガイドライ
ンに準じて、その適正な取扱いの確保に努めるものとする。
告示第３条３項ホ その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報に
よって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一
部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若
しくは居所《地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場
所を示す表示を含む。》若しくは電話番号のみが含まれる場合であって、これを編集
し、又は加工することなくその事業の用に供する時は、当該個人情報データベース等の
全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合

計が過去６ヶ月以内のいずれの日においても 5,000 を超えない者
ある事例(「クレームに学ぶ建て主の本音」p．245 より)
戸建て住宅を新築する敷地で、工務店の A 社の社員と下請け職人が地鎮祭の準備をしてい
た。建て主はどんな仕事をしている人かと近隣住民に尋ねられた職人は、｢お医者さんですよ｣と
答えた。
建て主の B さんは少し離れた所にいて、この会話を聞いていた。近隣の人に職業を知られたく
なかったので｢顧客の個人情報を第三者に漏らすとは｣と怒り、｢個人は情報の管理の方針を文
書で確認したい｣と A 社に要求した。
同法の存在は消費者にも浸透して、事業者が顧客の個人情報を厳重に管理するのは当然と
する考え方を広めた。B さんは A 社が同法を知っているか確認したかった。
A 社は、｢顧客の個人情報はみだりに口外しません｣といった簡略な誓約書を作って B さんに
渡した。情報を利用する目的の通知や第三者への伝達の制限など、個人情報保護法に対する
理解を裏付ける項目がなかったため、B さんは不信感を強めた。
A 社を紹介したマッチングサービス会社に連絡して、施工途中で契約を解除。別の工務店と契
約し直した。
職人も「第三者」
工務店などが個人情報保護法を理解にする際には、職人や協力会社の位置付けにも注意し
たい。
家づくりの仲間であっても、契約関係のない建て主からみれば第三者だ。マッチングサービス
会社の担当者によると、B さんは自分の職業が近隣住民に知られたことだけでなく、A 社が無断
で職人に教えた事についても怒っていた。
｢B さんの個人情報に対する敏感さは、医師として患者の個人情報の扱いに注意を払っている
性もあるだろうが、現代の消費者として特殊ではないだろう｣と担当者は警鐘を鳴らしている。
【メモ】
管理組合などでメールによる複数会員への連絡業務で Cc(C)欄に宛先個人名をインプットす
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ることは、個人情報法違反となりうることに注意が必要だと考えます。善意とはいえ、不特定多数
の人々(理事会などの身内だけの場合は別でしょうが)に、各個人のメール番号を教えていることになる
と考えます。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．260 or p．256「組合員名簿の公開はプライバシー保護とは別問題」、p．265
or p．264「個人情報保護法が適用されないマンション管理組合でも、『個人情報取扱事業者」と同等の努力義務
があるのでは？』、p．266 or p．263「組合員名簿の意義について｣、p．570 or p．563「名簿作成の重要性」)

単独行為(保存行為)の具体例について
一概に保存行為といわれても、その範囲について、何か分かったようで判らない部分があ
ります。
いずれにしても保存行為は単独でできる行為とされています。そして、区分所有法では、
保存行為は集会(総会)決議を経る必要がなく、単独でできるとされています。保存行為は単独
でできる行為である点では、他の法律でも共通しています。しかし、民法でも区分所有法で
も、そして、他の法律でもその基準が明確に定まってもいないために判断に迷う場合が生じ
ます。
厳密には保存行為ではないのかもしれませんが法律上・解釈上あるいは判例上単独行為
が認められるとされている行為についての記述をアットランダムに拾い集めてみました。なん
となく、保存行為のイメージが沸くのではないでしょうか。
現段階では、民法、区分所有法、不動産登記法、宅建業法に限定しています。

中野メモ

保存行為とは？
どの法律でも具体的に明記されていませんが、そもそも保存行為とは何なのでしょうか？
この点、例えば、『コンメンタールマンション区分所有法（第 2 版）』稻本洋之助・鎌野邦樹著（日本評
論社、2004 年）107 頁には、「保存行為とは、共用部分を維持する行為（共用部分の滅失・毀損を防止し
て現状の維持を図る行為）であるが・・・たとえば、共用部分の点検や破損個所の小修繕等は保存

行為に属する・・・」とあります。
また、｢区分所有法改訂版｣丸山英氣編（大成出版社、2007 年）90 頁には「共用部分の保存行為
とは、物の価値を現状において維持するための行為である。たとえば、廊下の清掃や蛍光灯を
交換したりするようなこと・・・」とあります。
これらの文献によれば「共用部分の点検や破損個所の小修繕等」あるいは「廊下の清掃」など
も保存行為に該当するように思われます。
※ 保存行為については、緊急を要する場合か損壊した部分の補修や本来の機能を失った部
分の修繕がこれにあたるとの見解もあります。
※ さらには、保存行為とは、共用部分を維持することをいいます。例えば、エントランスのガラス
が割れた、共用廊下の電球が切れているなどの状態を回復させる行為をいいます。
※ 保存行為は、緊急を要したり、比較的軽度の維持行為で、一応の目安として月々の管理費
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で賄える範囲のものが該当し、そうでない修繕積立金を取り崩す必要がある修繕や分担金を
要する修繕は、これに含まれませんとの見解もあります。さらには、全員にとって価値ある行
為は保存行為であるともされます。
※ 仮に、各区分所有者が単独で保存行為を行うことができるとすると、その帰結として、当該区
分所有者は保存行為に要した費用を他の共有者（区分所有者）に対し「規約に別段の定がない
限りその持分に応じて」求償することも考えられます（区分所有法 19 条、21 条）
区分所有法第 18 条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で
決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。と定めています。
そして、民法第 252 条ただし書では、「ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。」と
されているだけであり、｢保存行為｣の具体的な事例は明示されていません。そのことは、区分所
有法でも同じです。
｢保存行為｣には、色々な見解があり、管理行為と保存行為の法律上での明確な区切りは少な
く、常識的な範囲で判断するしかないようにも思います。
したがって、実務的には、ほとんどの範囲は管理の範疇として抑えておき、保存行為は狭くと
らえて置くことが無難なようにも思われます。
保存行為→価値や機能を維持するための行為・財産の現状を維持する行為といったことでもあ
る様ですが、今までの判例や他の法文で示されている保存行為の範疇を書き出してみました。
※ 共有地・共有建物の不法占拠者に対する妨害排除請求、明渡し請求、損害賠償請求
※ 各共有者は、共有者全員のために持分権に基づき単独で、共有物を不法に占有している者
に対して、明渡しを請求することができる(大判大 10.7.18)。明渡しの請求は共有者全員の利益と
なり保存行為(民法第２５２条ただし書)に該当からである(大判大 10.6.13)。
※ 不動産の共有者の一人は、単独でその持分権に基づき、当該不動産に対して加えられた妨
害を排除することができるところ、不実の移転の登記がされている場合には、その登記によっ
て共有不動産に対する妨害状態が生じているということができるから、共有不動産について全
く実態上に権利を有しないのに移転の登記を経由している者に対して、単独で登記事項の抹
消手続を請求することができる(最判 2003.7.1１、同 1956.5.10)。
※共有地上の不法建築物の撤去請求
※ 真正でない登記名義人に対する抹消登記請求
※ すでに消滅した抵当権の抹消登記請求
※ 共同相続人の一人が単独でする登記簿上の名義人に対する所有権移転登記の全部抹消
請求(最高裁 1956 年 5 月 10 日判決)
※ 相続財産管理人→相続財産に関する訴えに対する応訴(最高裁 1972 年 7 月 6 日判決)
※ 不在者財産管理人→不在者を被告とする建物収去・土地明渡請求事件の控訴・上告(最高
裁 1972 年 9 月 1 日判決)
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※ 要役地が、数人の共有に属する場合、要役地のために、承役地の所有者に対して地役権設
定の登記手続きを求める訴え(請求)。地役権について登記することにより、第三者にその地役
権を対抗することができることとなるため、その請求をすることは、共有者全員の利益となり、
保存行為に該当する(民法第２５２条ただし書)。
※ 共有物の現状を維持するために必要な修理行為
※ 共有物の占有が奪われた場合の返還請求
※ 不動産の共有者は、共有物全体についての第三者名義の抵当権が弁済により消滅した場
合、持分権に基づいて単独で抵当権の登記の抹消を請求できる(最判 1956.5.10)。
※ 遺産である不動産を、遺産分割前の遺産共有状態に登記する行為は保存行為
※ 共有の土地の地目の変更の登記申請は，共有物の保存行為(民法 252 条但書)
※ 家屋の修繕（修繕を目的とする請負契約の発注・締結）、必須の費用〔公租公課・保管料等〕の支出、
消滅時効の中断措置、未登記不動産の登記、妨害排除・第三者が不法に占有している場合
の引渡しの請求などです。
※ 家の雨漏りの修繕(部品の購入、業者との請負契約)や土砂崩れ防止のための土留めなどが典型
例です。修繕により交換価値が変わらない限り保存行為とされ、交換価値が上がれば改良行
為となる。
※ 代理人が、期限の利益が到来した債務を弁済する事や、腐敗しやすい物を処分して金銭に
換えて保管する事などは、本人財産全体から見て現状維持と認められるような処分行為であ
るので、保存行為に当たるとされます。〔最高裁判例昭和 28 年 12 月 28 日〕
※ 共用部分の表題登記申請などは、管理者が一人で申請できる保存行為と考えられます。
※ 規約で団地共用部分としたことを第三者に対抗(証明)するためには共用部分たる旨の登記を
しなければならず、団地共用部分の自己の持ち分についてだけの登記をすることはできない
ので、共有者の一人から保存行為として登記申請をすることはできると解すべきでしょう。
※ 共有(準共有)物の現状を維持するだけのための行為
※ 消滅時効の援用・・・・時効の援用により財産の現状は維持されます。
※ 保存行為とは、財産の滅失・毀損を防ぎ、その現状を維持するための事実行為及び法律行
為を指すとされているが、具体的には、エレベーター、給排水設備、空調設備等の運転、点
検、補修を自らなし、またそれらの行為をなすために第三者と契約し、その費用を各区分所有
者から取立て、あるいは第三者に支払う等共用部分及び共用部分と同様に管理がなされる敷
地並びに附属施設の効用を維持し、その財産的価値を維持するための一切の行為をいう。
共用部分及び第 21 条による敷地並びに附属施設については、各区分所有者も単独で保存行
為をすることができ(法第 18 条 1 項但し書)、それら各区分所有者に対する関係では保存行為をな
す義務を負っている関係上、第一次的には管理者がなすべきものである。(｢注解不動産法 5｣p．
140)
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※ 管理者は、管理者の権限としての法第 26 条第 1 項の保存行為として裁判外で差止請求が
でき、また、個々の区分所有者も第 18 条第 1 項の保存行為として個別に差止請求できる(法務
省民事局参事官室編・〔新しいマンション法〕p．288、反対：山口忍〔義務違反者に対する措置〕丸山英気編・建
物区分所有法法 p．259)。ただし、規約、集会の決議に基づき管理者がその勧告をすることなど、

差止請求権の裁判外の行使について手続きが定められているときは、これによる(法務省民事
局参事官室編・〔新しいマンション法〕p．288)。(「注釈不動産法 5」p．292)

※ 共有者全員にとって有利なことは、共有者全員の利益になることだから、たとえ共有物全体
に関することであっても個人ですることができる。
※代位行使としての不動産の移転登記請求(民法第４２３条の保存行為)
※代位行使としての建物の明渡請求(民法第４２３条の保存行為)
※債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用(民法第４２３条の保存行為)
※ 登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければなら
ない者の他方が単独で申請することができる(不動産登記法第 63 条)。
※ 不動産登記法において、所有権保存登記は単独行為。
保存行為ではないとされている事項
※ 1983 年改正区分所有法以前の、管理費の徴収等は保存行為の一つとされていたようです
が、現在では、マンション標準管理規約第 60 条 3 項では、「理事長は、未納の管理費等および
使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を
追行(遂行)することができる。」とされていることから、保存行為ではないとの判断がされている
ようです。ただし、なんらかの理由で管理者がいないような状況で、特定の区分所有者が寄託
行為として管理費を徴収することは認められると考えます。
※ 1983 年改正区分所有法では、損害保険契約を「管理に関する事項」か保存(維持)行為かを明
確にするために、損害保険契約の締結を共用部分の「管理に関する事項」とみなしました。そ
して、規約で損害保険契約を保存行為といった定めをすることができないことにした経緯があ
ります。
※ 共有物を目的とする貸借契約の解除は民法第 252 条にいう保存行為に当たらず、同条本文
の適用を受ける管理行為と解するのが相当(最判昭 39(1964).2.25)

単独行為(保存行為)の具体例について-2
※ 要役地が数人の共有に属する場合において、各共有者は単独で承役地の所有者に対して
地役権の設定の登記手続きを請求することができる。
地役権・・・自分の土地(要役地)の便宜のため他人の土地(承役地)を利用する権利。
※ 個別不動産の所有権保存登記。ただし、不動産登記法 74 条参照。
※ 共有不動産全体の保存登記。ただし、共有不動産の自分の持分だけといった保存登記はで
きない。
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※ 相続を原因とする所有権移転登記。不動産をあげる人(被相続人)が死亡しているため、共同
申請しようにもできないこと、また相続という権利変動が生じたことは、戸籍謄本という公文書
で分かり、虚偽の登記をされるおそれがないので、共有財産の保存行為に該当(民法第２５２条
ただし書)するため、相続人が数人いても、相続人のいずれか一人で登記申請することが認め

られている。
※ 遺留分減殺請求は、共同相続人の一人が自己の遺留分については単独で行使することが
でき、自己の持分についてのみの所有権一部移転登記もできる。

村井忠夫のマンション管理ブログ
2014.10.15 Wednesday
村井忠夫のマンション管理ブログ 2014.10.15 Wednesday
「マンションは正解のない場だと知っていたマンション管理士が残した言葉」の後半の記述の
抜粋です。
前半記述に、イスラム国志望の青年がいたというニュースを取り上げて、「マンションではい
ま隣に住む人の名前さえわからないホテル化した居住実態があるし、隣人の名前がわかっ
てもすぐまたよそへ引っ越してしまうかもしれない。」としたうえで、分譲マンションでは区分所
有者が管理組合という団体をつくって維持管理に当たるはずだという理屈が建前倒れになり
そうな傾向がある中で、こうした実情不明な人物が多数の居住者の中に紛れ込む可能性を
果たして否定できるだろうか。
“個人情報保護法があるから名簿をつくらない”という見当違いの理屈で居住者同士がお
互いを確かめあう手数さえ管理組合が敬遠しているマンションだったら、こういうことがあって
もわからないのではないか…。といった記述に続いたものです。
このブログに興味がある方は、インターネット(web)の「村井忠夫のマンション管理ブログ」で
検索できます。

中野メモ

マンションで管理組合の問題に正解はないはずなのに法律論で断定できる答が見つかるの
か？
遠まわしな回りくどい言い方はやめよう。一部のマンション管理士がそういう論理を展開して法
律論にうとい管理組合を悩ませてきたケースがあったし、たぶん今もそういうマンション管理士が
どこかにいるのではないか。
悩みを抱えた管理組合がマンション管理士に頼ろうとしていること
マンション管理士制度ができて、もう 10 年を超える。その期間に管理組合からこの資格がどう
受け取られてきたか。病気にかかった人が医師を思い浮かべるような具合に、問題に悩む管理
組合がマンション管理士を頼りにするようにしたいという状態は実現に近づいたかどうか。制度
が目指していたこの資格の意味は、果たしてどこまで実現したか。 様子をずっと見つめ続けて
きた立場での感想は、かなり複雑である。
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管理組合にとってマンション管理士が頼りになっていることもある一方で、そうでもないこともあ
るし、時としては振り回されることだってないとはいえない。
時たまマンション管理士という資格の存在に気づいた管理組合がマンション管理士を訪ねる
と、難しい法律論で何だかわかったような、わからなかったような話になってどうにも期待通りに
ならない。
本当は、問題をまずじっくり聞いてもらって、いっしょに考えるのを助けてほしいのだが・・・。そう
思ってよその管理組合に聞くと、そういうマンション管理士もいるらしいのだが、どこにいるのか
わからない。 マンション管理士への期待を再確認させた磯野重三郎さんのインタビュー
かねがねそんな感慨を持っていたのだが、昨年 4 月「マンション管理オンライン」という専門サイ
トで、あるインタビューを読んだ。マンション管理士制度の初期から日本マンション管理士会連合
会副会長など中心的な立場でこの分野に関わり続けてきた磯野重三郎さんが様々なことに関す
る考え方を語ったインタビューである。
《マンションというのは民主主義の最低単位です。ここを・・きれいに治めるのは技術じゃなくて
人間性です。管理士も・・人間性や信用力が問われることを忘れてはならない。》《相談があった
時に、法や規約といった枠を外れないことを重視するあまり枠をかぶせたような管理組合の運営
を勧めていないか・・・。生活に。そんなに枠が必要かと言うことを、もういちど考えてみる必要が
あるのではないか・・・》
これを読んで、意を強くしたのはいうまでもない。何よりも、当のマンション管理士の世界の人
がこう語っているのだから。
磯野さんは、マンション管理は言葉だけの理屈では正解が見つからない世界であること、そ
ういう世界では形式的な理屈で臨むと官僚主義的な発想にとらわれる危険があること、まず事
実を直視すべきことなどを指摘していたのだ。
廣田信子さんのブログで知った「遺言」の重さ
その磯野さんが 10 月 1 日に亡くなった。思いがけなかった。訃報のあと、マンションコミュニティ
研究会の廣田信子さんがブログで磯野さんの遺言を詳しく伝えた。
廣田さんが 10 月 3 日のブログで書いた磯野さんの遺言の中で紹介していた次の言葉が、あら
ためて心に残る。
《法令やマニュアルの知識だけでなく、もっと幅広く学んでほしい》《管理組合のためになるかど
うかで考えてほしい》《マンション管理士の多様性を尊重しなくてはいけない》
制度スタート以来 10 年が過ぎたがマンション管理士のクレジットが具体的な職業メリットにな
らないとか、管理組合の実情を知らないマンション管理士は理屈倒れだとかいう意見があるのは
確かに否定できない。
しかし、一方で、それなりの経験と見識で、マンション管理士たちが管理組合の認識レベルを
確かな方向へ引き上げるのにそれなりの役割を果たしてきたのも確かである。
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そうした幅のある見方の中で、一つだけ確かなことがある。それは、マンション管理士が唯一
のマンション管理組合を対象とした専門のプロであるという点だ。プロだからこそ、マンション管理
士は正解のないマンションという世界にきちんと向かい合うことができる。
磯野さんは様々な言い方で伝えたかったのは、まさにこのことだったのではないか。

法人ではない管理組合では、代表者の肩書を付した代表者名で登記することはで
きない
「権利能力なき社団を登記名義人とする登記申請は認められない。規約によって財産を代表
者名義とする定めがある場合は、その代表者個人名義とし、その他の場合は、当該団体を構成
する個人全員の共有名義とすべき(S28.12.24 民甲第 2523)」とされています。
したがって、権利能力なき社団の管理組合での不動産登記はできないとされ、組合員全員か
管理者(に擬制された理事長)個人名でなくてはならないとされています。それは、法律的にも権利
能力なき社団に登記申請を認める規定がないことが理由のようです。なぜなのだろうか。
不動産登記令 3 条一号・二号では、登記申請書には「申請人の氏名又は名称及び住所、申請
人が法人であるときは、その代表者の氏名」を記載すべき旨を規定しており、登記名義人となり
得るのは、自然人のほかは、法人しか認めていません。つまり、この条文を読むと、権利能力な
き社団が申請人になることを、まったく予想していません。
不動産登記令第 3 条（申請情報） 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法
第 18 条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一 申請人の氏名又は名称及び住所
二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
不動産登記法第 18 条（申請の方法） 登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、
不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、
登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定
める情報（以下「申請情報」という。）を登記所に提供してしなければ
ならない。
一 法務省令で定めるところにより電子情報処理組織（登記所の
使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下この号において同じ。）と申
請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接
続した電子情報処理組織をいう。）を使用する方法

二 申請情報を記載した書面（法務省令で定めるところにより申請情
報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。）を提出する方法

実務上、仮に権利能力なき社団が登記名義人となれるとすると数々の不都合が生じるとされ
ています。
たとえば、権利能力なき社団が不動産の買主となったとして、権利能力なき社団が登記名義
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人になれると認められたとしても、所有権移転登記の申請書に「住所証明書情報」や「代表者資
格証明情報」を添付しなければならないのですが、通常の法人であれば登記事項証明書などを
添付することで公証できますが、権利能力なき社団の場合、当然に登記簿などはなく、また主管
庁などないため、その存在を証明できる書面が世の中に存在しないため、それらの添付ができ
ません。そのために、結局、管理者(に擬制された理事長)個人名義で登記するしかありません。
ほかに、代表者である旨の肩書を付して登記すればよいのではないかと考えがちですが、こ
の場合も同じ問題が生じます。管理組合の代表者である管理者を公証する書面が存在しないた
め、虚無人名義の登記がなされる恐れがあるとして、認められていません。
※ なお、登記実務において、抵当権や根抵当権において権利能力なき社団を債務者とするこ
とは認められています。したがって、銀行などの預金口座の場合は、法人でなくても、団体名
で代表者名を添えて口座を作成することもできます。債務者として登記されることは登記名義
人になることではないからです。

管理業者関連(適正化法関連)
管理業者に委託する基幹事務と基幹事務以外の事務管理業務
※基幹事務
① 管理組合の会計の収入および支出の調停：a)収支予算案の作成、b)収支決算書案(収支報
告書および貸借対照表)の素案の作成、c)収支状況の報告
② 出納：管理組合と管理業者の財産の分別管理を前提として、a)収納、b)管理費滞納者に対
する督促(管理業者が滞納状況を管理組合に報告し、滞納組合員に対しては、管理業者が支払期限後所定
の期間、電話若しくは自宅訪問または督促状の送付等の方法により、その支払いの督促を行い、それでも支
払いがないときにはその業務を終了し、その後の収納の請求は管理組合が行なう)

③ マンション(専有部分を除く)の維持または修繕に関する企画または実施の調整：a)長期修繕計
画案を作成し提出する業務(定期的な見直しを含む)、b)マンションの維持または修繕(大規模修繕を
除く修繕または保守点検等)を外注により当該管理業者以外の業者に行わせる場合の企画また

は実施の調整にかかる業務
※基幹事務以外の事務管理業務
① 理事会の支援業務：a)組合員等の名簿の整理、b)理事会の開催、運営支援、c)管理組合の
契約事務の処理(管理業者が管理組合に代わって、管理組合が行なうべき共用部分に係る損害保険契約、
マンション駐車場等の専用使用部分の契約、第三者との契約等にかかる事務を行いますが管理組合の行う契
約に係る事務《契約の相手方への連絡、管理組合の指示に基づく契約書への記載》の管理組合の履行補助
者または履行代行者として行う)

② 総会支援業務：a)管理組合の次年度の事業計画案の素案の作成、b)召集通知の配布、c)総
会議事録案の作成
③ その他図書等(設計図書、管理規約の原本、総会議事録等)の保管等：管理者がその法的義務を
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負いますが、管理業者は、管理組合の事務所でこれらを実際に保管することによってその業
務の履行の補助をする。(「マンション法」p．164)

管理業者(管理会社)が一般社団法人マンション管理業協会(旧称《社》高層住宅管理業協
会)に登録するかどうかは任意です。
マンション管理業者(管理会社)が一般社団法人マンション管理業協会(旧称《社》高層住宅管理業協
会)に登録するかどうかは任意です。そして、管理業者(管理会社)がこの協会に加入するようにと

の指導がされていますし、主要な管理業者(管理会社)はおおむね入会しているようです。また、協
会に加入する主なるメリットは管理業者(管理会社)側にあるようです。
したがって、管理組合として管理業者 (管理会社) が一般社団法人マンション管理業協会 (旧称
《社》高層住宅管理業協会)に入会している意義については、「管理組合側で得られる意義は少ない

かもね。逆に言うと、この協会にすら加入していない管理業者(管理会社)だと不安もあるけど。」と
いった意見もある様です。
ただし、国土交通省への登録は管理業者(管理会社)の義務です。平成 13 年の「マンション管理
適正化法」により、マンション管理業を営むものは、国土交通省に備える「マンション管理業者登
録簿」に登録しなければならなくなりました。
これは、過去に管理業者(管理会社)と管理組合の間でのさまざまなトラブルが発生したため、管
理業者(管理会社)を規制する制度として定められたのです。管理業者(管理会社)を行政の監視下
に置くことで、悪質業者を排除しようという狙いです。
ちなみに登録を受けないでマンション管理業を営んだ(もぐり)場合、1 年以下の懲役または 50 万
円以下の罰金に処せられることになります。名義貸しをした場合も同様です。
マンション管理業者(管理会社)の登録有効期間は 5 年です。期間満了の 30 日前までに申請す
ることで更新できます。
一般社団法人マンション管理業協会会員と非会員の大きな違いは会員は保証協会にも入っ
ていて、一般社団法人マンション管理業協会が「マンションの管理の適正化の推進に関する法
律」第 95 条に規定する指定法人として行う管理費等保証制度の対象となることができることのよ
うです。
「マンション管理の適正化の推進に関する法律」では管理業者(管理会社)と管理組合の財産を
明確に分別して管理することが義務付けられました。
その施行規則で財産の分別管理はイの方法とロの方法が使えること。非会員はハの方法し
か使えないことです。実はこれが非常に管理業者(管理会社)の業務を行う上でかなりの違いがあ
るようです。
管理費等保証制度があれば、イとロは管理費や管理費等をいったん管理業者(管理会社)が管
理している収納口座に徴収して精算した残額を保管口座に預け入れる方法が取れますけど管
理費等保証制度の恩恵をうけない非会員の場合は、ハの方法は通帳は、管理業者(管理会社)で
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保管できても印鑑は管理業者(管理会社)で保管できないので出金の必要があるたびに出金伝票
をもらいにいかなければならないそれはそれでキッチリそのたびに理事長に確認してもらって印
鑑をもらっていれば問題はないけど管理業者(管理会社)の担当者レベルでそのつど出金のたび
にもらいに行くのが面倒だと考えると大量の白紙の出金伝票に印鑑をもらったり理事長印を一時
的に預かって勝手に印鑑を使ったりするケースがあるようです。
そうなると悪い人間に当たってしまうと使い込まれたり横領されたりしてしまう事がありリスクが
高くなるという事です。非会員の場合は、理事長や役員がしっかりリスク管理する必要があり管
理業者(管理会社)の特に担当者が不正を行わないようにしっかりチェックしなければなりません。
といったところに違いが生じてくるようです。
※「実践 区分所有法 など」p．586 or p．578「管理会社を選定する時注意するポイントを 10」の
記述の「まだまだ未登録業者(もぐり業者)・・・」の部分を「まだまだ未登録業者・・・」と修正します。

重要事項説明の意義
概して「契約前」に行われるものが重要事項の説明であり、当該契約を締結するか否かを判
断する為のものです。
また、契約をめぐる紛争のほとんどは「そんなことは聞いてない」という事から発生します。この
「聞いてない」のほとんどが重要事項の説明に関係する事であり、本当に「聞いてない」という場
合もあれば「聞いたけど忘れた」、「聞いたかもしれないけど良く理解できなかった」など理由はさ
まざまです。このような「聞いてなかった」という事を原因とする紛争を防止する為に「重要事項説
明書」を説明し、かつ「確かに重要事項の説明を聞いた」という意味で消費者は重要事項説明書
に記名押印をします。
※ マンション管理業による重要事項説明
管理組合との間で、管理委託契約を締結する際には、マンション管理業者(管理会社)は、契約
締結前の重要事項説明を管理業務主任者に行わせる義務がある（マンション管理適正化法第 72 条）
とされています。
以下に、その根拠条文と重要事項説明についての通達を掲載します。なおこの通達は、各種
のマンション管理関係の書籍で重要事項の説明の際に引用されているものです。
※ マンション管理適正化法第 72 条（重要事項の説明等）
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約（新たに建
設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期
間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。）を締結しようとするとき（次項に規定するときを除く。）

は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成する
マンションの区分所有者等および当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管
理受託契約の内容およびその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの（以下「重要
事項」という。）について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、
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当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等およ
び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時および場所を記載し
た書面を交付しなければならない。
２ マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を
更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員
に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
３ 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者
は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交
付して説明をさせなければならない。
４ 管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務
主任者証を提示しなければならない。
５ マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するとき
は、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
国総動第３０９号
平成１４年２月２８日
※ 各業界団体の長あて
国土交通省総合政策局不動産業課長

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第７２条に規定する重要事項の説
明等について
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成１２年法律第１４９号。以下「法」という。)第７２条に
規定する重要事項の説明（以下「重要事項説明」という。）等については、「マンションの管理の適正化
の推進に関する法律の施行について」（平成１３年７月３１日付け国総動第５１号国土交通省総合政策局不
動産業課長通達。以下「施行通達」という。） 第二３(1)等によりその運用が図られているところである

が、これに加え、下記の事項に十分留意され、貴団体加盟業者に対する周知徹底及び指導を行
われたい。
記
第一 重要事項説明について
１ 説明すべき重要事項について
施行規則第８４条各号に掲げる重要事項は、マンション管理業者が管理組合を構成するマン
ションの区分所有者等および当該管理組合の管理者等に説明すべき事項を限定的に列挙した
ものであるが、これ以外にも場合によっては説明するのが望ましい事項があり得ること。
※マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
第 84 条（重要事項） 法第 72 条第 1 項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものと
する。
336

一 マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録
年月日
二 管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
三 管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
四 管理事務の内容及び実施方法（法第 76 条の規定により管理する財産
の管理の方法を含む。）

五 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
六 管理事務の一部の再委託に関する事項
七 保証契約に関する事項
八 免責に関する事項
九 契約期間に関する事項
十 契約の更新に関する事項
十一 契約の解除に関する事項
２ 重要事項説明書について
(1) 重要事項説明書の様式
重要事項説明については、重要事項を記載した書面（以下「重要事項説明書」という。）を交付
して管理業務主任者が行わなければならないこととされているが、別添様式のとおり、重要
事項説明書の様式を作成したので、参考とされたい。
また、重要事項説明書の作成に際しては、別添様式第六面記載要領を参考とされたい。
(2) 重要事項説明書への「記名押印」
イ） 法第７２条第５項において、管理業務主任者は重要事項説明書に記名押印をすべきこ
ととされているが、この場合において「記名」されるべき管理業務主任者は、原則として、
重要事項について十分に調査検討し、それらの事項が真実に合致し誤り及び記載漏れ
がないかどうか等を確認した者であって、実際に当該重要事項説明書をもって重要事項
説明を行う者であること。
※マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第７２条第５項 マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付す
べき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名
押印させなければならない。
ロ） また、「記名」については、署名と異なり、当該管理業務主任者以外の者によりなされ
又は印刷によっても差し支えないが、「押印」については当該管理業務主任者が自らが
行わなければならないこと。
ハ） 区分所有者等に対して交付すべき書面については、その全てが「記名押印」をした書
面（以下「原本」という。）であるべきものであるが、区分所有者等の数が膨大である等業務
337

に支障をきたす場合にあっては、管理者等に交付した原本のコピーをもって、区分所有
者等に対して交付すべき書面に代えることができるものであること。
なお、管理者等がいない場合にあっては、区分所有者等のうちいずれか２名に対して
原本を交付し、他の区分所有者等に対しては原本のコピーをもって交付すべき書面に代
えることができるものであること。
また、これらの場合においては、原本を交付した者の氏名を区分所有者等に交付すべ
き書面に明記すること。
３ 重要事項を説明すべき者について
重要事項の説明については、事務所ごとに置かれる法第５６条第１項の成年者である「専任
の」管理業務主任者が行うことが望ましいこと。
※マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第 56 条第１項 マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土
交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなけ
ればならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分（区分所有法第 1 条
に規定する建物の部分をいう。以下同じ。）が国土交通省令で定める数以上であ

る第二条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合
から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、
この限りでない。
４ 重要事項説明の相手方について
いわゆる「団地組合」が形成されており、その内部に複数の別の管理組合が存在している場
合でこれらの組合からそれぞれ委託を受けて管理事務を行っている場合にあっては、重要事項
説明は、それぞれの管理組合の管理者等及び区分所有者等に対して行わなければならないこ
と。
５ 「従前の管理受託契約と同一の条件」について
法第７２条第２項に規定する「同一の条件」には、施行通達第二３(1)ハの「マンション管理業者
の商号又は名称、登録年月日及び登録番号」の変更に加え、以下に関しての契約内容の軽微
な変更も含むものであること。
※マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第 72 条第 2 項 前項の場合において、マンション管理業者（法人である場合においては、その
役員）が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事

する事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である
専任の管理業務主任者とみなす。
(1) 従前の管理受託契約と管理事務の内容及び実施方法（法第７６条の規定により管理する財産の
管理の方法を含む。以下同じ。）を同一とし、管理事務に要する費用の額を減額しようとする場
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合
(2) 従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務
に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合
(3) 従前の管理受託契約に比して管理事務に要する費用の支払いの時期を後に変更（前払い
を当月払い若しくは後払い、又は当月払いを後払い）しようとする場合

(4) 従前の管理受託契約に比して更新後の契約期間を短縮しようとする場合
(5) 管理事務の対象となるマンションの所在地の名称が変更される場合
６ その他
都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）に基づき新たに建設された再開発ビル（同法第２条第６号に
規定する施設建築物をいう。以下同じ。）が法第２条第１号に規定するマンションである場合において

は、第一種市街地再開発事業については都市再開発法に規定する権利変換期日以降、第二種
市街地再開発事業については任意買収又は収用がなされた時点以降再開発ビルの建築工事
完了日前までに当該再開発ビルの区分所有者等となる予定の者に対して行った重要事項説明
に相当するものについては、本法第７２条に基づく重要事項説明とみなすことができること。
第二 「契約成立時の書面の交付」について
１ 法第 73 条に規定する「契約成立時の書面の交付」については、当初契約と同様に更新契約
の際にも行う必要があること。
※マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第 73 条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とす
る契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等（当該マンション管理業者が当
該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合に
あっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員）に対し、遅滞なく、次

に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 管理事務の対象となるマンションの部分
二 管理事務の内容及び実施方法（第七十六条の規定により管理する財産
の管理の方法を含む。）
三 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
四 管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
五 契約期間に関する事項
六 契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 その他国土交通省令で定める事項
２ マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するとき
は、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
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２ 更新契約の際には、当初契約又は前回更新契約（以下「当初契約等」という。）から変更した部分
以外の部分について当初契約等において交付した書面の当該部分のコピーを貼り付けること
により、当該更新契約において交付すべき契約成立時の書面としても差し支えないこと。
３ 法第７３条第２項に規定する「記名押印」については、第一２(2)ロ）及びハ）と同様の解釈によ
るものとし、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組
合に管理者等が置かれていない場合において区分所有者等に対して交付すべき書面につい
ては、その全てが原本であるべきものであるが、区分所有者等の数が膨大である等業務に支
障をきたす場合にあっては、区分所有者等のうちいずれか２名に対して原本を交付し、他の区
分所有者等に対しては原本のコピーをもって交付すべき書面に代えることができるものである
こと。
また、これらの場合においては、原本を交付した者の氏名を区分所有者等に交付すべき書
面に明記すること。
第三 「専任の管理業務主任者」の専任性について
１ 法第 56 条第１項の「専任」とは、原則として、マンション管理業を営む事務所に常勤（マンション
管理業者の通常の勤務時間を勤務することをいう。）して、専らマンション管理業に従事する状態をいう。

ただし、当該事務所がマンション管理業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所に
おいて一時的にマンション管理業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事す
ることは差し支えないものとすること。
※マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第 56 条 マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通
省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならな
い。ただし、人の居住の用に供する独立部分（区分所有法第 1 条に規定する建物の
部分をいう。以下同じ。）が国土交通省令で定める数以上である第二条第一号イに

掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理
事務を、その業務としない事務所については、この限りでない。
２ 「専任の管理業務主任者」は、宅地建物取引業法(昭和２７年法律第１７６号)第１５条第１項に規
定する「専任の取引主任者」を兼務できないこと。
ただし、「専任でない管理業務主任者」が「専任の取引主任者」を兼務すること及び「専任の管
理業務主任者」が「専任でない取引主任者」を兼務することは差し支えないこと。
また、マンション管理業の事務所が建築士事務所、建設業の営業所等を兼ね、当該事務所に
おける管理業務主任者が建築士法、建設業法等の法令により専任を要する業務に従事しようと
する場合、及び個人のマンション管理業者が管理業務主任者となっているマンション管理業の事
務所において、当該個人が同一の場所において土地家屋調査士、行政書士等の業務をあわせ
て行おうとする場合等については、他の業種の業務量等を斟酌のうえ専任と認められるものを
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除き、専任の管理業務主任者とは認められないこと。
(参照：「実践 区分所有法 など」ｐ．582 or ｐ．574 「あなたは、管理業者からの重要事項説明書を見たことがあ
りますか。」)

第三者管理者方式の問題点--管理者(に擬制された理事長)の利益相反への危惧-国土交通省の「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で区分所有者の高齢化や賃
貸化（＝不在区分所有者の増加）、無関心化により役員のなり手が不足するなどの対策と称してマン
ションの運営管理を区分所有者以外の第三者に委譲する管理方式＝「第三者管理者方式」が
俎上（そじょう）に載っていました(だいぶ以前から空中分解状態のようです。)。
このことに関連して、法人でない管理組合を代理する管理者(に擬制された理事長)の利益相反す
る取引をすることも可能性について、区分所有法上の問題点について記しておきます。
管理組合法人については、区分所有法第 51 条は「管理組合法人と理事との利益が相反する
事項については、監事が管理組合法人を代表する」と規定しています。
法人でない管理組合には、理事会制度を設けていても、そのような規定を設けてはいません
し、標準管理規約でもそれらの規定が明らかになっていません。
しかし、区分所有法に規定のない事項で、その性質から民法の原則が適用するのが妥当なも
のは、民法の規定を適用されている(民法第 108 条)ので、この場合も利益相反する取引はできな
いと考えます。
管理組合法人では理事は自然人でなければならないとされています《昭和 32 年 10 月 25 日民事
甲 2088 号民事局長回答参照》《一般社団・財団法人法第 65 条で役員の資格として、法人が役員になれないと規
定》ので、管理業者が理事長になる余地はないと考えますが、現行の区分所有法では、法人で

はない管理組合の場合には、特に、管理者になる要件を特に定めていませんので管理会社が
管理者となることができます。したがって、管理会社が理事長に就任することも可能なのだと考
えます。
そのために、法人でない管理組合を代理する管理者(に擬制された理事長)の管理会社が管理組
合と利益相反する取引をすることも可能と解釈される可能性が残されています。
したがって、現段階での理事会制度を設けている法人でない管理組合では、法人管理組合と
同様に管理者(に擬制された理事長)および理事長が自己契約及び双方契約や利益相反するような
契約取引をすることができないことを規約で明確にしておくべきだと考えます。
なお、法人でない管理組合での「第三者管理者方式」が検討される場合には、区分所有法で
の集会(総会)が最高意思決定機関である事を考えると、管理者(に擬制された理事長)の自己契約及
び双方契約(双方代理)や管理組合と利益相反するような契約を禁止しないまでも、当事者の不当
な契約から生ずる損害を避けるという意味で、事前に集会(総会)での特別決議を経て承認を得な
くてはならないと法改正されることが前提であるべきであろうし、マンション標準管理規約でも同
様の規定を設けておくべきだと考えます。
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家賃を滞納したら勝手にカギを変えられた！ 「追い出し屋」の手法は許されるの
か？----マンション生活でも無用な情報ではないようです。インターネットの「弁護ドットコム」より
の抜粋です。---家賃を滞納した人にあの手この手で嫌がらせをして、出ていくことを迫る「追い出し屋」――「勝
手にカギを変えられた」「留守中に家財がなくなっていた」など、その強引な手法は、これまでにも
数多く報道されている。
住居は、その人の生活の基盤だ。借主が家賃を滞納した結果、最終的には出ていかざるをえ
ないとしても、家主の側が「追い出し」のためにどんな手段を使ってもいいわけではないだろう。
なにごとにも限度というものがあるはずだ。
もし「追い出し屋」に、理不尽といえるような嫌がらせを受けたら、どうすればいいのだろう。家賃
を滞納した落ち度がある以上、あきらめるしかないのだろうか。田沢剛弁護士に聞いた。
●大家や不動産屋の「追い出し行為」は不法行為にあたる
「緊急性が高い『特別の事情』がない限り、大家や不動産屋が、アパートの家賃を滞納したこと
を理由にして、部屋から荷物を勝手に撤去したり、鍵を交換したりすれば、借主に対する不法行
為（民法 709 条）にあたり、違法ということになります」
民法 709 条（不法行為による損害賠償）: 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵
害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

田沢弁護士はこのように説明する。借主は、このような「追い出し行為」によって生じた損害に
ついて、賠償を請求できるのだという。なぜ、そういう結論になるのか。どうやら「自力救済の禁
止」という考え方がカギとなるようだ。
「家賃を滞納している借主に対し、大家が賃貸借契約を解除して部屋の明渡しを求めたのに、
借主がこれに応じない場合があるとします。このようなとき、通常の手続きとして、大家は裁判所
に明渡しを命ずる判決を求めます。そして、その判決にもとづいて、裁判所に明渡しの強制執行
をしてもらうことになります。他方、裁判所の力を借りずに、私的な力で権利を実現することは『自
力救済』と呼ばれ、原則として、違法な行為だとされているのです」
●「自力救済」は原則として禁じられている
田沢弁護士は、自力救済について判断した最高裁判所の判例を引き合いに出す。
「最高裁判所は、昭和 40 年 12 月 7 日の判決で次のように述べています。『私力の行使は、原
則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な
侵害に対抗して現状を維持することが不可能または著しく困難であると認められる緊急やむを得
ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に
許されるものと解することを妨げない』このように判示して、法的手続によらない『自力救済』が原
則として禁止されることを明らかにしているのです」
つまり、部屋から荷物を勝手に撤去したり、鍵を交換するといった行為は「自力救済」であり、
342

そのような行為は原則として禁止されているので、追い出し行為は「不法行為」となるということ
なのだ。
「追い出し行為については、最近でも根絶されていないようで、これを違法とする下級審判決
が相次いでいるようです」。もしも「追い出し屋」に嫌がらせを受けたときは、「自力救済は禁止さ
れている」ということを思い出して、冷静に対処したい。

大家は賃料不払いを理由として、アパートの鍵を付け替えられる？
以前に、インターネットの「弁護ドットコム」で掲載されたテーマですが[知らなきゃ損する面
白法律講座]番外編 2015 年 06 月 01 日からの抜粋です・
マンションで、住戸を賃貸ししている方もおられると思います。以前に悪質な不動産
会社の事件として新聞ネタとなったテーマですが、大家の権利と賃借人の権利の関係と
いう意味で面白い記事と思い転載しました。
Q
アパートを賃借しましたが、契約書に「賃借人が賃料を滞納した場合、賃貸人は賃借人
の承諾なくして部屋に立ち入り、適切な措置をとることができる」との特約条項がありま
した。 3 か月分の賃料を払わなかったのですが、ある日帰宅すると鍵が替えられており、
部屋に入ることができません。 これは許されるのでしょうか?
A.
正解（2）許されない
賃貸借契約が締結されると、各当事者に権利義務(債権債務)が発生します。その権利義務のう
ち特に重要なのが、賃借人の賃料支払債務(賃貸人からすれば賃料支払請求権)と賃借人の賃借物
についての使用収益権(賃貸人からすれば使用収益させる債務)です。
賃貸借契約が有効に存続している限り、賃借人が自己の債務である賃料支払の履行を怠って
いたとしても、賃借人に物を使用収益させるという賃貸人の債務が消滅することはありません。
鍵を取り換える行為は、借りている部屋を、賃借人が使用することができなくなる結果を招く行
為であって、賃借人に物を使用収益させるという、賃貸人が負っている債務の不履行となり許さ
れません。一方が債務を履行していないのに、他方は債務を履行しなければならないとする結
論は、一見すると不合理のようです。しかし、鍵を付け替えるという行為は自力救済として許され
ません。日本は法治国家ですから、よほど緊急やむを得ないといった特別の事情がある場合以
外は、法律に則った手続きで救済を求めるべきで、自力救済は許されないのです。
下級審の判例ですが、要約すると、「法的手続によらないで賃借人の生活する権利を侵害す
ることになる」「法的手続によったのでは賃貸人の権利の実現が不可能又は著しく困難であると
認められる緊急かつやむを得ない特別の事情がある場合以外には原則許されない」「特別の事
情があるとはいえない場合に、特約を適用するのは、公序良俗に反して無効である」としていま
す。
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賃料未払の場合に、判例がいう特別の事情があるとは考えられませんので、賃料未払である
こと、特約があることを理由として、鍵を交換するなどして、賃借人を排除することは許されない
ことになります。

管理会社ができるのは、｢滞納者への督促業務｣までであって「回収業務｣はできな
い
---管理会社に対して、回収業務を強要しないような配慮が必要--管理会社との委託業務などで、「滞納督促業務｣が定められていますが、管理会社の役割は
｢滞納者への督促業務｣まであって、「回収業務｣は含まれていないことを正しく認識していなくて
はなりません。
この｢督促｣と｢回収｣とを混同していることで「誤解｣が生じ、トラブルの要因となっている場合が
多いので再確認しておく必要があります。
管理会社にとって、一般的にいう｢取立て屋｣的な業務は社会的観点からはできないことと、さ
らには、内容によっては管理業務受託上、回収行為は｢弁護士法上の法律事務(７2 条)｣に触れる
可能性があるので、抵触しない範囲で一定の業務にとどめているのです。
それゆえに、委託者の管理組合としては、管理会社に対して、回収業務を強要しないような配
慮が必要であるといえます。
そのために、標準管理委託契約書による委託業務内容②管理費等滞納者に対する督促の
「三」において、「この方法により督促をしても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないとき
は、その業務を終了する。｣とされており、以後の回収業務等は管理組合の業務となることを明
記しています。
弁護士法第７2 条（非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止）： 弁護士又は弁護士法人でない者は、
報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行
政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは
和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができ
ない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
ただし、管理会社としては、管理組合が主体的に滞納金回収業務活動を行えるように、法に抵
触しない範囲で、顧問弁護士等からの直接のアドバイスが受けられるようにサポートすることは
必要なことです。もつとも、滞納督促業務終了後の管理会社の業務は管理組合としては、新たな
業務として別の契約が必要です(参照：別冊-p．600 「滞納管理費の『話合い』による解決事例の紹介」)。
なお、｢管理組合役員自らが行う訴訟関係の事務｣は弁護士法に抵触しないので、理事長名で
発行する「配達証明付き内容証明郵便」を機に、督促業務が管理業者の委託業務から外れるこ
とになります。(「マンションの滞納管理費等回収実務ハンドブック」p.27)

あなたのマンションの「マンション管理委託契約」の契約期間は自動更新ですか。―
途中解除がいつでもできるような契約に書き直すことをお奨めします。マンション標準管理委託契
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約書第 21 条―
マンション管理会社との契約について、自動更新条項があったとしても、特に自動更新を禁じ
ている法律はありませんので、無効ということはありません。しかし、国土交通省の「マンション管
理に関する標準管理委託契約書」では、契約満了の 3 カ月前までに、お互いが契約更新したい
旨を相手方に書面で申し出るという方式を奨励しています。つまり何の意思も示さなければ、自
動的に契約は終了するという契約です。
「マンション管理に関する標準管理委託契約書」
第 21 条(契約の更新) 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了す
る日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。
2 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新
に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を○月
間とする暫定契約を締結することができる。
コメント
① 第 1 項は、管理委託契約を更新しようとする場合の申入れ期限及び方法を規定したものであ
る。マンション管理業者は、適正化法第 72 条により、管理委託契約を更新しようとするときは、あ
らかじめ重要事項説明を行うと定められていることを踏まえ、三月前までに更新の申入れを行う
こととしたものである。
② 契約の有効期間が満了する日までに更新に係る協議がととのわない場合、既存の契約は終
了し、当該マンションの管理運営に支障を及ぼすため、第 2 項では暫定契約の手続きを定めて
いる。ただし、この場合にも適正化法第 72 条に規定する、同一の条件で契約を更新しようとする
場合の重要事項説明等の手続は必要である。
自動更新であっても「契約の期間」というのは存在していますので「マンション管理適正化法」
により以下が義務となります。
＜適正化法７２条２項＞
マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更
新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に
対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
＜同３項＞
前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、
当該管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項について、これを記載した書面を交付し
て説明させなければならない。
と定めています。
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自動更新であっても２項に該当しますので、マンション管理業者は必ず全区分所有者(住戸所有
者)に対し重要事項説明書（良心的な管理業者は管理委託契約書も添付）を配布する義務があります。

重要事項の交付がされ、契約期間満了の３カ月前までに管理組合が契約打ち切りの意思表示
をしないのであれば、新たに契約が結ばれることになりますから、問題無しということになりま
す。
しかし、できれば、契約書の自動更新条項は削除し、契約期間中であっても契約を打ち切る３
カ月前までに通知すれば、途中解除がいつでもできるような契約に書き直すことをお奨めしま
す。(参照:「別冊」p．335「重要事項説明の意義」)
(追) 管理業者との委託契約は準委任契約とされていますから、管理委託契約書に契約期間に
ついての規定がまったく定められていない場合には、最終的には、民法第 651 条を根拠に、いつ
でも準委任契約解除(双方が)を主張できると考えています。この場合、管理業者に対する損害賠
償のことは考慮しなくてもよいとの判例があります。(参照:「実践 区分所有法

など」p．311 or p．308「役

員解任によって生じた損害を賠償とは」 )

マンション管理の適正化の推進に関する法律規制の一部改正を公布／国交省
国土交通省は 27 日、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規制の一部を改正
する省令を公布した。施行日は 4 月 1 日。
現在、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第 63 条において、管理業務主任者はマ
ンションの区分所有者等に管理業務主任者証を提示しなければならないとされているが、管理
業務主任者証には、主任者の住所や登録番号等が記載されているため、個人情報保護の観点
から規制についての所要の改正を行なうもの。
省令では、記載事項から管理業務主任者の住所を削除するとともに、主任者証の様式を定め
る規則別記様式第 22 号からも住所を削除する。なお、すでに公布されている主任者証について
は、有効期間内においては、同省令による改正後の規則による主任者証とみなすことを明文化
している。

国土交通省

「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の改正の概要
１ 背景
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成２１年国土
交通省令第３５号。以下「平成２１年一部改正省令」という。）が平成２２年５月１日から施行されたことなど

を受けて、「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」 （以下「基準」という。）の一
部改正を行う。（平成２１年一部改正省令の概要は別添参照）
２ 改正内容
（１）平成２１年一部改正省令により、マンション管理業者が管理組合の委託を受けて管理組合
の財産を管理する場合の分別管理の方法が改正されたことを受け、基準別表９を２つに分け、
平成２１年一部改正省令による改正後の規定が適用される管理委託契約（平成２２年５月１日以降
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に締結されたもの）に基づく管理事務に関する財産の分別管理義務違反に対して、９－１として以

下のように定める。
① マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則（平成１３年国土交通省令第１１０号。
以下「規則」という。）第８７条第２項第１号イ又はロに定める方法（以下「イ又はロの方法」という。）に

より修繕積立金等金銭を管理している場合において、同号イ又はロの規定に違反して必要
な収納口座から保管口座への移換を行わなかったとき。【業務停止処分３０日】
② イ又はロの方法により修繕積立金等金銭を管理している場合において、規則第８７条第３
項の規定に違反して、必要な内容を満たさない保証契約を締結したいたとき又は管理受託
契約の契約期間内の一部に保証契約が締結されていない期間があったとき【業務停止処
分１５日】。保証契約を締結しなかったとき。【業務停止処分３０日】
③ 規則第８７条第２項第１号イからハの方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にお
いて、規則第８７条第４項の規定に違反して、保管口座又は収納･保管口座に係る管理組
合の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理した場合。【業務停止
処分３０日】
④ ①～③の場合において、当該管理組合の財産に係る損害が発生しているとき。【業務停止
処分６０日】
⑤ 規則第８７条第５項の規定に違反して、管理組合の対象月における会計の収入及び支出
の状況に関する書面（以下「５項書面」という。）を作成しなかった場合。【業務停止処分期間７
日】、５項書面の内容に不備があった等の場合等【指示処分】。
（２）平成２１年一部改正省令による改正が適用されない管理委託契約（平成２２年５月１日より前に
締結されたもの）に基づく管理事務に関する財産の分別管理義務違反に対して、９－２として従前

の基準別表９と同様の規定を定める。
（３）上記のほか、基準別表の規定の表現上の整理を実施。
(参照：「実践

区分所有法 など」p．155 or p．153「管理費等の分別管理の 3 方式とは？ 」)

ペット問題
ペット規約と「相対的規約事項」とは
条文で｢規約又は集会の決議・・・・｣とされているものが主であり、規約以外の方法(集会《総会》
の決議)によって定めても効力を生じますが建物等の管理・使用をより円滑に行うためにあらかじ

め規約として定める事項です。
たとえば、ペット飼育を禁止することは、規約で定めることも、集会（総会）の決議によることも可
能です。
区分所有法で相対的規約事項とされているものは、7 条、26 条 4 項、30 条 1 項、33 条 1 項、39
条 3 項、41 条、42 条 5 項、45 条 4 項、47 条 8 項、49 条 4 項、等があります。

どうしてもペットを飼育したいとお考えの方へ
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ペットは人の友であり、ペット共に生活することは人の心に潤いを与えまた子供たちの情操を
豊かにしますし、独り暮らしの方など心の支えともなります。ペットが｢コンパニオンアニマル｣と称
される所似もこのようなところにあります。
しかし、他方では動物自体に不快感を抱く人や、飼い主にもマナーを守らない人たちが少なか
らずいることもまた事実です。現在までの裁判例においては、居住者にとってのペット飼育の意
味の重要性よりも、その弊害が重視され、ペット飼育禁止の管理規約の改正は入居者の権利に
特別の影響を与えるものではないと判断されているものと思われます。
このような判例を前提とするかぎり、入居者は管理規約が改正されてしまうとペットが飼えない
ということになります。しかしながら、ペットが人の心身の健康に果たす役割は今後も徐々に社会
で浸透していくものと思われます。
東京都の衛生局では｢集合住宅における動物飼養モデル規程｣を作成し、集合住宅での周囲
の理解を得られるようなルール作りを試みています。この規程は相当詳細なもので、この規程が
適用されれば共同の利益を害するようなペットの飼育は相当程度防止できるものと思われ、前
述した裁判例にいう｢マンションにおいて認容しえるペットの飼育の範囲をあらかじめ規約により
定めることは至難の業』という指摘は当たらないのではないかとも解されます。
どうしてもペットを飼育したいというお考えの方は、相当な困難は伴うのでしょうが、管理組合
からの差止訴訟の提起などという事態を回避するべく、他の入居者の多くの方々にペット飼育が
必要な事情を説明し、また周囲に迷惑をかけないような具体的なルール作りを提案するなどして
理解を得る努力を続けるべきでしょう。(｢ペットの法律相談 改訂版｣p．104)
(参照：別冊-p．350 「集合住宅における動物飼養モデル規程《東京都福祉保健局》」

ペットは法律ではどのような扱いになっているか
※ 動物は法律上は｢物｣であることを認識しておくことが前提
ペットとは、一般に人が愛玩目的で飼育する動物を言います。ペットは、生命を有し、人の家
族のように生活をともにし｢コンパニオンアニマル｣といわれるようになってきましたが、これは法
律上の言葉や概念ではありません。動物はその種類にかかわらず、法律上は｢物｣として扱われ
ます。
民法では、｢本法において物とは有体物をいう｣(民法第 85 条)と規定し、さらに、物は、動産と不動
産に大別され、土地およびその定着物は不動産、その他の物は全て動産とされています(民法第
86 条 1 項、2 項)。動物は有体物、すなわち物であり、動産ということになります。

※ ペットには人と同じ権利・義務はありません。ペットによる責任は全て飼い主にあります。
動物が｢物｣であるということはどのようなことかというと、まず、私法上では、ペットそのものが
財産を所有したり、契約の当事者になることはできません。仮にペットそのものを当事者とする契
約を行っても、そのペットには法的な権利も義務も帰属しません。権利や義務が帰属するのは、
人(自然人・法人)だけなのです。たとえば、ペット名義で預金をしようとしても、人が預金の当事
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者にならない以上、金融機関で口座を開設することはできません。
またペットのために物を購入したり医療や美容を受けさせたりと様々な契約を結ぶことがあるで
しょうが、多くの場合は飼い主や占有者などその契約を行った者が法律上の権利・義務の帰属
主体となります。
同様に、人が特定のペットに対して財産の贈与や遺贈を行っても、ペットそのものに効果が帰
属するわけではありません。たとえば自分の死後にペットのために財産を残してあげたいとき
は、そのペットを飼養してくれる人に対して、ペットともに財産を贈与あるいは遺贈し、その際にペ
ットを飼養する義務を付することが考えられるにすぎません(負担付贈与、負担付遺贈)。
そして刑法上では、ペットが人に危害を加えて傷害を負わせた場合、刑罰の対象となるのは
人であって、ペットではありません。このように、ペットは人と区別されます。
※ 動物の愛護及び管理に関する法律
動物は法律上｢物｣であることを前提としますが、動物は人間の生活に様々な恩恵を与える反
面、適正な管理を欠けば事故も生じ得るものですし、何より、動物は生命を有し大切にすべきで
あるという動物愛護の精神は公序となっています。
以上の視点から、わが国では、昭和 48 年に｢動物の保護および管理に関する法律｣が制定さ
れ、以来、わが国の動物愛護に関する基本的な法律として位置づけられてきました。
しかし、その後の社会状況の変化に照らして罰則規定や生活環境の保護が不十分であること
を理由に改正の動きが高まり、平成 11 年 12 月に改正法が成立・公布されました。
右改正では、法律の題名を｢動物の愛護及び管理に関する法律｣(略称「動物愛護法」)と改め、動
物が命あるものであることおよび人と動物の共生に配慮することを基本原則としましたが、法律
上、動物が物であること自体を変更したのではなく、動物が物であることを前提としつつ、動物行
政、動物取扱業者、動物の飼い主、その他国民全体が動物の生命と人との共生を考えるべき事
をうたっていると解されます。(｢ペットの法律相談 改訂版｣p．2)
(参照：別冊-p．347 「どうしてもペットを飼育したいとお考えの方へ」別冊-p．349 「法律で決められているペット
飼い主の責任」)

法律で決められているペット飼い主の責任
※ 飼い主の役割
ペットの飼い主には、これを飼う楽しみがある反面、責任もあり、まったく自由に飼ってよいも
のではありません。
民法では、｢所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分を
する権利を有す｣(民法第 206 条)と定めており、ペットの所有者である飼い主も法令の制限に従い、
場合によっては責任を負うことがあるのです。
動物愛護法では、命のあるものである動物の所有者または占有者としての責任を十分に自覚
して、動物を適正に飼養・保護することにより、動物の健康および安全を保持するように勤めな
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ければならず、他人に対しても迷惑を与えないように努めなければならないと規定しています(動
物愛護法 7 条 1 項)。

飼い主は、動物の感染症や病気について知識を持つようにつとめ、また、自己の所有である
ことを明らかにするよう努めなければなりません(動物愛護法 7 条 2 項、6 項)。そして、自分が飼って
いるペットであっても、虐待したり棄てたりすることを刑罰をもって禁じています(動物愛護法 25 条、
44 条)。

※ トラブルが生じた場合の飼い主の責任
ペットが他人に損害を与えた時、民法では、動物の占有者に関し、動物が他人に加えた損害
を賠償する責任を負うことを定めています。その責任は、加害者の方で動物の種類および性質
に従い相当の注意をもって保管していたことを主張し証明しない限り免れません(民法第 718 条)。
一般の不法行為では、被害者の方で加害者の故意・過失を主張し証明するのですが、右の規
定はその負担を加害者である動物の占有者に負わせてその責任を認めやすくしたものです。具
体的には、ペットが他人を噛んで怪我を負わせたり、ペットの鳴声や糞尿により近隣に被害を及
ぼした場合など、被害者が飼い主に対して損害賠償を求めることができます。
このようにペットの飼育は一般の市民が日常的に関係することがらであり、道徳にとどまらず
法律上のルールがあるのです。(｢ペットの法律相談 改訂版｣p．4)
なお、法律上では、飼い主の権利とペットの保護についての規定もあることは認識しておくべ
きでしょう。そして、「動物の愛護及び管理に関する法律」については、「法令データ提供システ
ム」がインターネット web で検索できます。
(参照：別冊-p．350「集合住宅における動物飼養モデル規程《東京都福祉保健局》」、別冊-p．348「ペットは法律
ではどのような扱いになっているか」)

集合住宅における動物飼養モデル規程(東京都福祉保健局)
平成 4 年 7 月に出された東京都動物保護管理審議会の答申で、集合住宅での動物飼養のル
ールづくりの必要性が提言されました。モデル規程は、この答申の提言を受け、各集合住宅にお
いて、関係者の合意のもとに動物を飼うことについての規程を定める際、参考としていただくため
に作成したものです。広く御活用願えれば幸いです。
※ モデル規定本文
目的
第 1 この規程は、「○○集合住宅」の管理組合又は貸主(以下「管理組合等」という。）と居住者との間
における動物を飼うことについての合意を前提に、「○○集合住宅」において動物を飼うに当た
って必要な事項を定めるとともに、動物の愛護についての理解を深めることを目的とする。
飼主の心構え
第 2 「○○集合住宅」において動物を飼う居住者（以下「飼い主」という。）は、次のことを常に心掛
けなければならない。
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1.他の居住者の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を図ること。
2. 動物の本能、習性等を理解するとともに、飼い主としての責任を自覚し、動物を終生、適正
に飼うこと。
3. 動物の保護及び管理に関する法律、東京都動物の保護及び管理に関する条例、狂犬病予
防法等に規定する飼い主の義務を守ること。
飼主の守るべき事項
第 3 飼い主は、次に掲げる事項を守り、動物を適正に飼わなければならない。
1.基本的な事項
ア 動物は、自己の居室又は管理組合等により指定された場所（以下「指定された場所」とい
う。）で飼うこと。
イ 自己の居室又は指定された場所以外で、動物にえさや水を与えたり、排せつをさせないこ
と。
ウ 動物の異常な鳴き声やふん尿等から発する悪臭によって、近隣に迷惑をかけないこと。
エ 動物は、常に清潔に保つとともに、疾病の予防、衛生害虫の発生防止等の健康管理を行
うこと。
オ 犬、猫には、必要な「しつけ」を行うこと。
カ 犬、猫等には、不妊去勢手術等の繁殖制限措置を行うよう努めること。
キ 動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合は、その責任を負うとともに、誠意を持っ
て解決を図ること。
ク 地震、火災等の非常災害時には、動物を保護するとともに、動物が他の居住者等に危害
を及ぼさないよう留意すること。
ケ 動物が死亡した場合には、適切な取扱いを行うこと。
2.他の居住者等に配慮する事項
ア 自己の居室又は指定された場所以外で、動物の毛や羽の手入れ、ケージの清掃等を行
わないこと。
イ 動物の毛や羽の手入れ、ケージの清掃等を行う場合は、必ず窓を閉めるなどして、毛や羽
等の飛散を防止すること。
ウ 犬、猫等が自己の居室又は指定された場所以外で万一排せつした場合は、ふん便を必ず
持ち帰るとともに、衛生的な後始末を行うこと。
エ 犬、猫等を散歩させる時には、砂場や芝生等（具体的な場所は、各集合住宅で定める。）
の立入りを禁止された場所に入れないこと。
オ 廊下、エレベーター等では、動物は抱きかかえ、又はケージ等に入れ、移動すること。
カ エレベーターを利用する場合は、同乗者に迷惑のかからないよう配慮すること。
飼主の会
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第 4 この集合住宅の飼い主は、管理組合等の指導の下に、「飼い主の会」を設ける。
2.「飼い主の会」は、飼い主全員及びその他の入会を希望する居住者で構成し、会則を定め、適
正な運営を図る。
3.「飼い主の会」の役割は、次のとおりとする。
（1） 会員相互の友好を深めるとともに、動物の正しい飼い方に関する知識を広めるよう努め
ること。
（2） 会員以外の居住者及び近隣住民にも、動物と暮らすことへの理解を深めてもらうよう努
めること。
（3）住宅内の共有施設や住宅周辺の環境及び衛生の保持に努めること。
（4）動物を飼おうとする居住者の相談窓口となること。
（5） 飼い主が自ら解決することが困難な問題が生じた場合には、その飼い主とともに適切な
解決を図ること。（6）この規程に違反した飼い主に対し、適切な飼い方等を指導すること。
（7）管理組合等に対し、会の組織及び運営状況について適宜報告すること。
居住者の理解
第 5 居住者は、動物の愛護について理解し、人と動物が共生できる快適な生活環境づくりに協
力するものとする。
飼うことのできる動物の種類
第 6 居住者が飼うことのできる動物の種類は、次のとおりとする。
（1）犬及び猫（大きさ及び種類は、各集合住宅で定める。）
（2）小鳥（具体的な種類は、各集合住宅で定める。)
（3）その他の動物（具体的な種類は、各集合住宅で定める。）
飼うことのできる動物の数
第 7 居住者が飼うことのできる動物の数（一世帯当たり）は、次のとおりとする。ただし、複数の種
類の動物を飼う場合の数は、別に定めるものとする。（頭羽数は、各集合住宅で定める。）
（1）犬又は猫については、○頭以内（頭数は、各集合住宅で定める。）
（2）小鳥については、○羽以内（羽数は、各集合住宅で定める。）
（3）その他の動物については、○頭羽以内（頭羽数は、各集合住宅で定める。）
居住者の行う手続き
第 8 居住者は、管理組合等に対して、次に掲げる手続を行わなければならない。
（1） 動物を飼う場合は、あらかじめ許可を受けるとともに、この規程を遵守する旨を誓約するこ
と。
（2） 犬を飼う場合は、（1）の手続を経た後、速やかに狂犬病予防法第 4 条に規定する登録及
び同法第 5 条に規定する予防注射を行った旨の証明を提示すること。
（3）動物を飼わなくなった場合は、その旨届け出ること。
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動物の標識
第 9 飼い主は、管理組合等が発行する標識を、他の居住者等が見やすい場所に掲示しておか
なければならない。
盲導犬等に対する配慮
第 10 居住者が、盲導犬、聴導犬、介護（助）犬等の動物（以下「盲導犬等」という。）を必要とする場
合においては、管理組合等及び他の居住者は、その動物の必要性に十分配慮するものとする。
2.盲導犬等については、次に掲げる項目の適用を除外する。
（1）第 3（飼い主の守るべき事項）の（2）のオ
（2）第 6（飼うことのできる動物の種類）
飼主に対する指導、禁止等
第 11 飼い主が、この規程に違反し、他の居住者及び近隣住民に迷惑や危害を与えた場合で、
「飼い主の会」の指導にもかかわらず解決が図られないときは、管理組合等が、その飼い主を指
導することができる。
2. 管理組合等が、度重なる指導を行ったにもかかわらず、問題が解決されない場合は、管理組
合等は、その飼い主に対し、動物を飼うことを禁止することができる。
3. 動物を飼うことを禁止された飼い主は、新たな飼い主を探すなど、速やかに適切な措置をとら
なければならない。
管理組合等の業務の代行
第 12 「飼い主の会」は、管理組合等からの指示により、次に掲げる項目について管理組合等の
業務を代行することができる。
（1）第 8（居住者の行う手続）
（2）第 9（動物の標識）

何故、原則として専有(住戸)部分を自己の意思にしたがって自由に使用、収益あるい
は処分することができるはずの専有(住戸)部分でのペット飼育禁止に関する規約を定
めることができるのか---裁判実務大系〔区分所有関係訴訟法〕p.261 より--専有(住戸)部分と共用部分の本質的な違い、そして、何故、専有(住戸)部分の使い方に制約を加
えることができるのかについての、解説ともに、専有(住戸)部分でのペット飼育に制約を設けること
のできる理由について解説しています。その事に関連して、法第 6 条とそれに関連する法第 57
条～59 条の趣旨について非常に分り易く解説されています。
※Ⅳマンションの利用と管理

福田正

動物の飼育
マンション所有者は、マンションで犬や猫を飼育することができるか。また、犬や猫の飼育によ
り迷惑をこうむる者はどのようなそちをとることができるか。
1． ペットの飼育とそれをめぐるトラブル
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2． マシンョンでのペット飼育の可否
3． マンションでのペット飼育に対する区分所有法による制約―――ペット飼育の限界
4． ペット飼育により迷惑をこうむる者がとり得る措置
1． ペットの飼育とそれをめぐるトラブル
近年、わが国においてもペットブームが到来し、人々の間でペット飼育に対する関心が高まって
いる。
これは、人々の生活に経済的なゆとりが生まれたことや、経済の発展に伴い自然が失われて
いく中で、せめて動物を飼育することで自然との触れ合いを求めようとする人々の心情に起因す
ると言われており、マンション等の共同生活の増加とあいまって、ペットブームはマンション居住
者の間にも広まっている。
このようなペットの飼育については、自然が失われつつある中での子供の情操教育や、高齢
者・単身者の孤独感の緩和、時には自閉症等の治療にも効果がある等のメリットが指摘されて
いるが、一方で鳴声騒音、排泄物の臭気、咬傷等の事故、野良犬・野良猫の増加等の原因とな
り、ペット飼育に関するトラブルが増加しているのが現状である。
特に、一戸建住宅に比べて密閉された空間が多く、敷地面積当たりの居住密度の高いマンシ
ョンでは、ペット飼育に伴う被害が深刻な問題となる傾向がある。
また、このような傾向を反映してか、近時ペット飼育をめぐる裁判例も見受けられるようにな
り、犬猫等の家畜の飼育禁止特約違反等の信頼関係破壊を理由とするマンション賃借契約の
解除が有効と認められる事例、ペット飼育野の態様が共同生活の秩序を乱す行為に該当すると
して公団住宅の賃貸借契約の解除が認められた事例、借家人が無断で屋根上に鳩舎を設置し
て約 100 羽の鳩を飼養した場合に借家人の背信行為を肯定し家屋賃貸借契約の解除を認めた
事例、隣家の飼い犬の鳴声で平穏な生活が乱されたとして飼主に対する慰謝料請求が認めれ
た事例、犬猫の飼育禁止特約に違反したとしてアパートの賃貸借契約の解除が有効とされた事
例等がある。
これらの多くは賃貸マンションや専有部分の賃借人に関するものであり、区分所有者自身の
ペット飼育に関する裁判例ではないが、今後、区分所有者のペットをめぐるトラブルが裁判所に
持ち出される可能性も十分考えられるところである。
2．マンションでのペット飼育の可否
イ．マンション所有者の権利とペット飼育
分譲マンションに関する基本法である｢建物区分所有等に関する法律｣(以下、単に｢区分所有法｣と
いう。)は、「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫

その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分はこの法律に定め
るところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。｣と規定している (法 1 条)。そして、こ
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のような建物の区画された部分を目的とする所有権を「区分所有権」といい(法 2 条 1 項)、当該区
分所有権の目的である建物の部分を「専有部分」という(法 2 条 3 項)。又、専有部分以外の建物の
部分等を「共用部分」といい(法 2 条 4 項)、共用部分は原則として区分所有者全員の共有に属する
(法 11 条 1 項)。

したがって、区分所有権の対象である一棟の建物(マンション)は、専有部分と共用部分から構成
され、区分所有者であるマンション所有者は、専有部分を目的とする区分所有権と共用部分に
対する共有部分を有することになるが、右のうち専有部分を目的とする区分所有権は、一戸建
ての建物に対する所有権と同様、所有権にほかならないから、区部所有者たるマンション所有
者は、原則として専有部分を自己の意思に従って自由に使用、収益あるいは処分することがで
きる(民法第 206 条)。
そして、マンション所有者が専有部分内でペットを飼育することは、専有部分の使用に該当する
と解される(法務省民事局参事官室編・新しいマンション法 179 頁)から、マンション所有者が専有部分内
でペットを飼育することは、区分所有権に基づく専有部分の使用として、原則として自由に為し得
ることとなるはずである。
しかしながら、マンションの性質上、マンション所有者の区分所有権には次に述べるような内在
的な制約があり、そのため、マシンション所有者のペット飼育も制約を受けざるを得ない。
ロ．区分所有権の内在的制約
(一)構造上の制約 マンションには、多数の専有部分と共用部分が立体的に組み合わされ、全
体として物理的に一体の一棟の建物を構成しているという一戸建住宅とは異なる構造上の特殊
性がある。
そのため、個々の区分所有者の専有部分の使用方法如何は、その区分所有者一人の問題に
とどまらず、他の区分所有者に多大な影響を与えざるを得ない。
したがって、区分所有権についても一戸建住宅に対する所有権と同じような所有権の絶対性を
認めるならば、区分所有権相互間の衝突を惹起し、建物全体としての区分所有権の円満な行使
を確保できなくなる(前載新しいマンション法 9 頁)。
よって、マンションの区分所有権には、マシンション全体を良好な状態に維持できるようにこれ
を行使しなければならないというマンションの構造に由来する内在的な制約があると解される。
(二)共同生活上の制約 マンションでは、多数の区分所有者が一棟の建物に居住し、区分所
有権により結合する一つのコミュニティ－を形成して共同生活を営んでいる。
したがって、個々の区分所有者は、右コミュニティーの一員として、他の区分所有者との円滑な
共同生活を維持すべき義務があり、共同生活の秩序を害するような区分所有権の行使は許され
ないと解される。
ハ．区分所有権の内在的制約とペット飼育
ペット飼育に伴う鳴声騒音、臭気、咬傷事故等の問題は、マンションに限らず一戸建住宅にお
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いても問題となり得るものである。
しかしながら、マンションは床や壁一枚で上下左右に他人の住戸が接しており、多数の住戸が
エレベーター・廊下・階段室等の共用部分とともに一棟の建物として密閉された空間を作り出し
ており、一戸建住宅の場合のように緩衝機能を果たす隣家との空間が存在しない。そのため、
ペットの鳴声も反響して思いのほか大きくなったり遠くまで聴こえることがあり、ペットの排泄物の
臭気もベランダ伝いや換気口を通して容易に他の住戸に侵入し、いったん発生した臭気はマン
ション内に滞留し易くなる。したがって、マンションではペットの鳴声や排泄物の臭気も戸建住宅
に比較して被害範囲が広がり、一層深刻なものとならざるを得ない。
また、マシンションでは、年齢・職業・趣味・嗜好を異にする多数の人々が高密度で居住し、器
用々生活を営んでいる。したがって、生来動物嫌いの人や動物の毛や羽毛に対するアレルギー
体質の人、夜勤のため昼間に睡眠をとる必要のある人等が近所に居住している可能性や、ペッ
トによる咬傷事故又はペット病の人への感染の可能性も、一戸建住宅に比して高くなると言わね
ばならない。
更に、マンションは、各専有部分のみならず、マンション全体が全区分所有者の共同の財産と
いう性格を有する故、ペットによるマンションの汚損は、マンション全体の資産価値を低下させ、
ペット飼育者のみの損害にとどまらなくなる。
このように、マンションは、その構造や底での生活形態から、一戸建住宅に比較してペット飼育
による被害やトラブルを拡大・深刻化する性格を有する。
したがって、マンションでのペット飼育は、前述した区分所有権に対する構造又は共同生活上
の内在的制約に服し、一戸建住宅でのペット飼育に比べ、より強度の制約を受けざるを得ないこ
とになる。
3．マンションでのペット飼育に対する制約―――ペット飼育の限界
イ．区分所有法による区分所有権に対する制約
前記 2．イで述べたように、マンションの区分所有権は、構造上又は共同生活上の内在的制約
に復するが、区分所有法は、これを受けて次のような区分所有権に対する制約を定めている。
(一) 区分所有法 6 条 1 項による制約
(1) 区分所有法 6 条 1 項の趣旨 区分所有法 6 条 1 項は、「区分所有者は、建物の保存に有
害な行為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をしてはな
らない。と定めているが、これは前述した区分所有権の内在的制約を規定上明確にしたもので
あると解される。
そして、本条項によれば、｢建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益のみならず、
共同生活的観点からの共同の利益も含まれると解されている(前掲新しいマンション法 271 頁、玉田弘
毅・注解区分所有法(1)226 頁)。このことは、本条項がマンションの構造又は共同生活形態に由来す

る区分所有権の内在的制約を明確化したものであることに照らせば、当然のことである。
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(2)共同の利益に反する行為 「共同の利益に反する行為」というのは、包括的・抽象的な文言
であるため、具体的に如何なる行為がこれに該当するのかが問題となるが、通常、次のよう分
類・例示されている(前掲新しいマンション法 271 頁、玉田弘毅・注解建物区分所有法(1)228 頁)。
(イ) 建物の不当毀損行為 隣接する二個の専有部分の区分所有者がその間の耐力壁で
ある戸境壁を除去したり、外周壁に加工してベランダのような物を作るとか、一階の区分所有
者が床下を掘って地下室を作るような場合がこれに該当する。
(ロ) 建物等の不当使用行為 これは、廊下・階段室等の共用部分を倉庫や物置がわりに
使用するとか、専有部分内に爆発物や極端な重量物を搬入したり、共有敷地の一部に不法
駐車するような場合である。
(ハ) プライバシーの侵害ないしニューサンス 住戸専用マンションの専有部分で他人に迷
惑を及ぼすような異常な騒音・振動・悪臭・有毒ガス等を発散させたり、他人に迷惑を及ぼす
ような家畜その他の動物を飼養するとか、他人に迷惑を及ぼすような営業を行う場合等がこ
れに該当する。
(二) 規約による制約
(1)区分所有法 30 条 1 項の趣旨 前記(一)で述べたように、区分所有者の共同の利益に反す
る行為は区分所有法 6 条 1 項により当然に禁止されるが、同条項が極めて包括的・抽象的な
規定であるため、具体的な場合に当該行為が同条項に該当するか否かが問題となり、区分所
有者間の紛争を引き起こすおそれがある。
したがって、紛争の未然防止という観点からは、如何なる行為が共同の行為に反する行為と
して禁止されるのか、又はマンションでの円滑な共同生活を維持するためには各区分所有者が
如何なる規律に服するべきかにつき、あらかじめ区分所有者間で了解を得ておくことが望まし
い。
そこで、区分所有法 30 条 1 項は、｢建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に
関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができ
る。」と規定し、建物等の維持管理と区分所有者の円滑な共同生活を維持するために、区分所
有者が自主的にルールを制定することを認めたのである。
(2) 区分所有法 30 条 1 項により規約で定め得る事項 同条項は、｢建物又はその敷地若しく
は附属施設｣の「管理又は使用」に関する区分所有者相互間の事項については規約で定める
ことができるとしている。
そして、同条項にいう「建物」とは、一棟のマンション全体を意味し、共用部分のみならず専有
部分をも含むと解されるから、専有部分の管理または使用に関する事項についても規約で定
めることができる。
しかしながら、専有部分は本来それぞれの区分所有者がその意思に従い自由に管理・使用
できるものであるから、専有部分に関し規約で定めることができる事項は、区分所有者相互間
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における専有部分の管理または使用を調整するために必要事項に限られると解される(前掲新
しいマンション法 179 頁)。

なお、当該規約は、建物等の維持管理と区分所有者の円滑な共同生活のための区分所有者
の団体(法 3 条)のルールであるから、当該規約の設定又は変更に賛成したか反対したかを問わ
ず、区分所有者全員に対し効力を有する。
ロ. ペット飼育に対する制約
マンション所有者の区分所有権が、前述したような区分所有法上の制約を受けるものである以
上、当該区分所有権に基づき為されるペットの飼育も同法 6 条 1 項、又は同法 30 条 1 項に基づ
く規約による制約に服する。
(一) 区分所有法 6 条 1 項によるペット飼育の制約

前記二ハで述べたように、マンションにお

けるペットの飼育は様々な問題点を有しており、マンションの各区分所有者がそれぞれ専有部分
で勝手気ままにペットの飼育をすることになれば、鳴声騒音や悪臭等が発生することは避けられ
ず、他の区分所有者が快適に暮らすことができなくなり、ひいてはマンション全体の円滑な共同
生活が阻害されることになりかねない。
したがって、マシンションにおけるペット飼育は他人に迷惑を及ぼす行為(ニューサンス)として捉
えられ、その程度によれば、区分所有法 6 条 1 項の「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｣に該当するものとして、同条項による制約を受けることになる。
(二) 規約によるペット飼育の制約

マンションにおけるペット飼育は、前述の様にマンション

全体の円滑な共同生活を阻害する原因となり得るものであるから、「区分所有相互間における
専有部分の使用を調整するために必要な事項｣に該当し、区分所有法 30 条 1 項に基づき、ペッ
ト飼育に関する規約を定めることができる。
もちろん、このようなペット飼育についての規約がなくてもペット飼育の程度によれば区分所有
法 6 条 1 項違反として同条項による制約を受けるが、どのような種類のペットを如何なる態様で
飼育すれば同条違反となるのかにつき疑義が生じるおそれがあるため、現実には、ペット飼育に
規約を定めてペット飼育を規制しているのが通常である。
そして多くのマンションでは、ペットの飼育を原則的に禁止し、規約の中に「小鳥、観賞用魚類
以外の動物の飼育を禁止する。」とか「迷惑、危害を及ぼすおそれのある動物の飼育を禁止す
る。」といった規定を設けているようであるが、これらの規定も包括的・抽象的であるため、ペット
を飼育している者と飼育していない者との間で右規約解釈をめぐり紛争が生ずることも少なくな
い。
したがって、ペット飼育に関する規約を定める以上、一般的にペット飼育を禁止するというのみ
ならず、飼育を禁止するペット又は飼育してよいペットの種類・大きさ・数量、飼育期間、ペットを
飼育する場合の手続き、ペット飼育に際しての遵守事項、被害が生じた場合の措置等を具体的
に定めておく必要があろう。
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ハ．結論
以上の結果、マンションにおけるペット飼育は、区分所有法 6 条 1 項又はペット飼育に関する
規約による制約の限度内において為し得ることとなる。
4 ペットの飼育により迷惑をこうむる者がとり得る措置
イ．団体的権利
前記三で述べたように、マンションでのペット飼育は、区分所有法 6 条 1 項又は規約による制
約の限度内において為し得るものであるから、当該制約に違反するペット飼育により迷惑をこう
むる者は、区分所有法 6 条 1 項及び 57 条～59 条又は規約あるいは民法の一般理論に基づい
て、ペット飼育者に対して種々の措置をとることができる。
しかしながら、区分所有法 6 条 1 項の趣旨が、マンションの構造上及び共同生活上の観点から
マンション全体としての区分所有権の内在的制約を明確にしたのであること、及び同法が区分所
有者集団の団体性を明確にし(法 3 条)、管理組合法人制度(法 47 条)を創設していることからみて、
同法 6 条 1 項又は区分所有者団体のルールである規約に基づき各区分所有者が負う義務は、
他の個々の区分所有者に対してではなく、区分所有者の団体(又は法人)に対する義務であり、
当該義務に対応する権利も、個々の区分所有者ではなく、区分所有者の団体に帰属する団体
的・集団的権利であると解される。
従って、同法 6 条 1 項違反行為又は規約違反行為に対し、同法又は規約に基づく措置を実行
する場合には、原則として団体的に為さねばならない。すなわち、区分所有者の団体が法人格
を有する場合は法人の名で、法人格を有しない場合は違反者を除く区分所有者全員の名で行
使しなければならないのである(前掲新しいマンション法 285 頁、295 頁)
但し、違反行為により被害を受ける区分所有者が、一般の民法理論に従って損害賠償請求や
差止請求をする場合は、個々の区分所有者が各別に為し得るし、また区分所有法又は規約に
基づく団体的権利の行使であっても、管理者の権限(法 26 条 1 項)として管理者が単独で為し得る
場合(権利能力なき社団体としての管理組合は、民事訴訟法第 29 条による手だてか?・・・中野)や、保存行為
(法 18 条ただし書)として個々の区分所有者が単独で為し得る場合等がある。

ロ．ペット飼育者に対してとり得る措置
(一) 警告・勧告等

これは、共同の利益に反するような態様で、又は規約に違反してペットを

飼育する者(以下、違反者という)に対して、その違反行為の是正・中止又は原状回復のために
必要な警告・勧告又は指示をすることをいう。
当該警告等は、規約に定めがなくても、区分所有法 6 条 1 項に基づいて為し得るし、また管理
者が管理権限に基づいて、あるいは個々の区分所有者が保存行為としてすることもできる。但
し、規約に別段の定めがあるときは、これに従わなければならない。
(二) 損害賠償請求

違反行為により損害をこうむった場合は、違反者に対し、その損害の賠

償を請求することができる。
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この損害賠償請求は、区分所有法 6 条 1 項違反行為に対しては、同条項に基づいて団体的に
為し得るのはもちろん、被害を受けた個々の区分所有者も同条項に基づいて損害賠償請求を為
し得ると解されている(前掲新しいマンション法 286 頁)。
また、規約に損害賠償に関する定めがある場合は、当該規約に基づいて請求できるし、規約
に違反行為に対する違約金の定めがあれば、その違約金の支払を請求することもできる。持つ
とも、違約金の額は違反行為の態様や程度等に照らし合理的なものでなければならない。
更に、違反行為により被害をこうむつた個々の区分所有者が、民法の一般理論に従って、違
反者に対し損害賠償請求を為し得ることは言うまでもない。
(三) 差止請求

これは、違反者に対し、違反行為の停止、違反行為の結果の除去、その他

の行為を予防するために必要な措置をとることを請求することで、区分所有法 6 条 1 項に基づ
き、又は規約の定めがあれば規約に基づいて、裁判外又は裁判上で行うことができる。
まず、裁判外での差止請求権の行使については区分所有法は何らの規定をおいていないの
で、同法 6 条 1 項に基づくと規約に基づくとを問わず、管理者が管理権限に基づき、又は個々の
区分所有者が保存行為として為し得ると解される(前掲新しいマンション法 288 頁、298 頁)。但し、規約
に別段の定めがあるときは、その定めに従って行使しなければならない。
これに対し、裁判上での差止請求権の行使(差止請求訴訟)については、区分所有法 57 条が同
法 6 条 1 項に基づく差止請求権の行使方法を想定しているので、同条項に基づき差止請求訴訟
をなす場合は、同法 57 条に従いその都度集会決議を要する。但し、同条は規約に基づく差止請
求訴訟の場合までをも規定したものでないから、規約違反を理由とし差止請求訴訟をなす場合
は、管理組合法人においては法人の名で、法人格を有しないときは民事訴訟法第 46 条(第 29 条と
思われる・・・中野)の規定に基づき管理組合の名において、さらには区分所有法 26 条 4 項の規定に

より管理者が規約又は集会決議に基づいて管理者の名において訴訟を提起することができ、必
ずしもその都度の集会決議を要しない(前掲新しいマンション法 299 頁)。
なお、違反行為により被害を受けた個々の区分所有者が、民法の一般理論又は区分所有法 6
条 1 項に基づいて裁判外・裁判上の差止請求を為し得るとされているのは、損害賠償請求の場
合と同様である。
(四) 専用部分の使用禁止請求

区分所有法 6 条 1 項違反行為による区分所有者の共同生

活上の障害が著しく、差止請求によっては共同生活の維持を図ることが困難である場合には、
違反者に対し、その専有部分の使用の禁止を請求できる(法 58 条 1 項)。
これは、区分所有者を区分所有関係から一時的に排除するもので、当該区分所有者にとって
は大きな打撃となるから、他の区分所有者全員又は管理組合法人が、集会の特別決議(区分所
有者及び議決権の各 4 分の 3 以上)に基づき、勝つ訴えをもってのみ請求できるものとされている(法
58 条 1 項・3 項)。

したがって、右の厳格な要件を定めた法の趣旨に照らし、規約で専有部分の使用禁止請求を
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定めることはできないと解される。
(五) 区分所有権の競売の請求

区分所有法 6 条 1 項違反行為による区分所有者の共同生

活上の障害が著しく、他の方法によっては区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であ
る場合には、違反者に対し、その区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる(法
59 条 1 項)。

これは、区分所有者を区分所有関係から終局的には排除してしまうものであり、違反者に与え
る打撃は使用禁止以上に大きい。したがって、前述の使用禁止の場合と同様極めて厳格なもの
とされている(法 59 条 1 項・2 項)。
また、規約によって当該競売請求を定めることができないことも、前述の使用禁止の場合と同
様である。
(六) 共用部分、附属施設等の使用停止

これは、違反者に対する制裁措置として、集会室・

倉庫等の共用部分の使用を禁止したり、駐車場等の専用使用権を解除したりすることで、前述
の専有部分の使用禁止とは異なり、規約で定めることができると解される。
もとより区分所有者は、区分所有法 13 条又は民法 249 条により共用部分等を使用する権利を
有するから、当該制裁措置をとることは右権利の行使を許さないという結果となるが、区分所有
法が専有部分の使用禁止のみについて厳格な要件を定めていることに鑑みれば、その反面、共
用部分等の使用停止等についてまで禁止しているわけではないと解されるからである(前掲新しい
マンション法 297 頁)。

ハ．むすび
以上に述べたように、ペット飼育により迷惑をこうむる他の区分所有者は、団体的に、又は
個々的に様々な措置をとることができる。
しかしながら、マンションでの円滑な共同生活の維持を図るためには、ペット飼育による被害が
生じてから事後的措置をとるのではなく、事前にペット飼育により被害を防止するための措置を
とっておくことが望まれる。
そのためには、現在のペットブーム及びペット飼育のメリットをも考慮し、区分所有者間の議論
を十分に尽くしたうえで、前記三ロ (二)で述べたような、飼育できるペットの種類・大きさ・数・飼
育期間、飼育する場合の手続き･遵守事項、被害が生じた場合の措置・飼育者の責任等を具体
的に定めたペット飼育に関する規約を制定すること、及び各区分所有者が、マンションの構造上
又は共同生活上特殊性を十分理解し、右規約を遵守することの必要性を相互に確認することが
大切であると解される。(参照書籍について：「ペットの法律相談

改訂版」、「実践 区分所有法 など」p．629

or p．632〔区分所有法文献〕-4 26「注解建物区分所有法(1)」、p．630or p．622〔区分所有法文献〕-2 ⑩「新しい
マンション法」)

専有部分の用途・用法の制限は、規約によって定めておく必要がある。
―--標準管理規約第 18 条関係コメントの根拠について--361

※標準管理規約第 18 条関係コメント
① 使用細則で定めることが考えられる事項としては、動物の飼育やピアノ等の演奏に関する事
項等専有部分の使用方法に関する規制や、駐車場、倉庫等の使用方法、使用料等敷地、共用
部分の使用方法や対価等に関する事項等があげられ、このうち専有部分の使用に関するもの
は、その基本的な事項は規約で定めるべき事項である。
なお、使用細則を定める方法としては、これらの事項を一つの使用細則として定める方法と事
項ごとに個別の細則として定める方法とがある。
※専有部分の使用方法に関する規制は、規約事項とすることができる
専有部分を使用。収益する権利も、区分所有者間の調整に必要とされる限り、様々な制限を
受けます。『各区分所有者は、専有部分についてそれぞれ所有権を有し、形式上はこれを独占
的に支配する機能を有しているが、専有部分といえども物理的には一棟の建物の一部にすぎ
ず、一棟の建物を良好な状態に維持することが必要であり、区分所有者全員の有する共同の利
益に反する行為をすることは、たとえ専有部分に対する区分所有者の権利の範囲内の行為と認
められるものであっても許されない。このことは建物の区分所有の性質上当然のこと』とされまし
た(大阪高判平成 14.5.16)。東京地裁平成 23 年 7 月 28 日判決も、区分所有法 30 条 1 項について、
『同項は、規約事項について「建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用に関する区
分所有者間の事項」と規定し、共有部分に限定していないから、専有部分についても規約事項と
することができる』と判示しています。(「6 訂版 最新区分所有法の解説」p.250)
※集会決議による用途・用法の制限は可能か
専有部分の用途や用法を、規約によって制限するのではなく、集会会議によって制限することが
できるか否かは、考え方が分れています。
集会決議による用途・用法の制限を否定する説(否定説)は、専有部分の使用制限が規約事項
である旨の明文はあるけれど、集会決議事項である旨の明文のないことを理由としています。文
理解釈のうえからは、否定説が妥当と思われますし、実務上も、疑義が生じないように専有部分
の用途・用法の制限は、規約によって定めておく必要がある(標準管理規約第 18 条関係コメント①)と
考えられています。
この点について、立法担当者は、「専有部分や共有に属しない敷地等の使用方法の制限
は、規約によってのみすることができると考えるべきです」と解説しており(法務省参事官室編「新しい
マンション法」商事法務研究会 225 頁)、裁判例でも東京地裁平成 19 年 10 月 11 日判決では、『専有

部分の管理又は使用の調整に関する事項については、集会決議(普通決議)で定めることができ
ず、区分所有者および議決権の各 4 分の 3 以上の多数による集会の決議(特別決議。31 条 1 項)を
要する規約のみで定めることができると解することが、法文の文理に沿う解釈であると考えられ
る』とされており、否定するのが、一般的です。(「6 訂版 最新区分所有法の解説」p.258)

ペット問題はペットだけにとどまらず際限なく広がる
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ペット問題は管理組合が抱えるいつも上位に位置されるトラブルのようです。この問題を考え
る時の参考になればと考え、「マンション・トラブルを防ぐ基礎知識」安福謙二著 PHP 研究所
より抜粋したものです。
一般的には、規約に「ペット禁止」と書かれているのにこっそり飼っている人がいるとか、そもそ
も規約にペットに関する条項がなく、飼っている人と飼っていない人の間で、と飼っていない人の
間で、犬や猫が好きか嫌いかといった個人的趣味の問題になり、にっちもさっちもいかなくなるこ
とが多い。内緒で飼っていても、いずれは必ずばれるものだ。そのときに管理組合としてどう対処
するか非常にむずかしい。理事長にとっては辛い話である。
毎日顔を合わせる相手に、かわいがっているペットを手放せとは言えないとか、周りに気を遣
って飼っているようだから目をつぶろうと、黙認しがちである。一方、飼っている側ももっともらし
い言い訳をする。「一人息子の情操教育によかれと思って飼ったおかげで、息子はとてもいい子
に育っています。この子の将来がかかっているのです」だの、「年老いたおばあちゃんの唯一の
老後の生きがいを、あなたは奪うんですか」といった具合だ。
私自身とくに犬猫が好きではないが、知人にペットの犬や猫を家族同様にかわいがっている
人はたくさんいるし、ペットが人間に与える影響が理解できないわけではない。
私が仕事で関わっている特別養護老人ホームでは、施設長がホームの玄関に捨てられてい
た生後間もない犬を拾って育ててきたのだが、いまではホームの主のようなこの犬はお年寄りに
絶大な人気を誇っており、その影響力には驚かされた。寝たきりだったおばあちゃんが犬見たさ
に起き上がるようになる。ろくに歩けない人が一時間もかけて三階から犬に会いたいと一生懸命
歩いて降りてくるうちに、歩く歩幅まで変わってくる。怒りっぽかったおじいさんが柔和になる。ボ
ケが治ってきた人もいる。
このように、ペットは人間にとって大事なものだといわれるようになると、「ペット禁止」を主張す
る側の方が冷酷だと言われたり、不利な立場に立たされかねず、たとえ規約に禁止と謳われて
いても、「まあ、おばあちゃんの楽しみを奪うのも気の毒だし、一代限りならいいか」などと見て見
ぬふりをする管理組合が多い。だが、それはとんでもない間違いであると私は思う。
たとえば、ある人の犬はおとなしいし、気を遣って飼っているからいいかと許すと、もう片方に
今度は同じ犬でも鳴き声がうるさくてしょうがないとか、ろくにシャンプーをしないで臭くてしょうが
ないといったケースがでてきたとき、困ったことになる。そういう輩は必ず、「あそこだって飼ってい
るじゃないか。なんで、うちだけ責めるんだ」と言うからだ。さらに、問題はペットだけにとどまらな
い。夜中までカラオケで騒ぐとか、ゴミ出しのルールを守らないといった人まで、ルールを守らな
いのはどっちもおんなじなのに、あっちはよくて、こっちがダメというのは、ダブルスタンダードだな
どと言い出しかねない。
ペット問題のこわいところは、こんなふうにルールがルールとして効かなくなるという、大きな問
題をはらんだ点にある。
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管理規約にルールを設けたのは、区分所有法代 6 条にもある。「共同の利益に反する行為は
しない」という、共同生活を営むうえでの最低限の決まりを守ることが目的である。どんな事情が
あるにせよ、人に迷惑をかけるかどうか、現実に被害があるかどうかが問題なのではなく、ルー
ルを守るかどうかが問題なのだ。ルールを破ること自体が共同の利益に反すると言ってもよい。
守ることが出発点なのである。
このように考えてくると、やはり規約にペット禁止というルールがある場合、あるいはみんなで
話し合って禁止という条項を追加した場合には、ルールに従うべきではないだろうか。無論、盲
導犬や介助犬のように、それがいないと人が生きていけないというなら話しは別だし、それをペッ
トとは呼ばない。しかし、ペットがいなければ生きていけないわけではない。
大勢が集まって住んでいれば、単純に犬や猫が苦手という人に始まり、臭いがどうしても辛い
という人や、猫の毛にアレルギー反応が出るという人もいるだろう。最近、ペット OK が売り物の
新築マンションも登場しているが、そういうマンションは建物の構造や設備に工夫を凝らし、規約
に細かなルールを盛り込むことで、ペットを飼いやすい環境や制度を整えており、当然、入居者
は基本的に動物好きな人だから、問題も起こりにくいと言える。しかし、通常のマンションで、あと
から同様の環境を整えるというのは至難のわざである。
それに、ペット禁止と言いながら黙認することで、問題が解決することは少ない。むしろ、問題
がより深刻化するケースが多いものだ。そういうことを我慢していると、我慢している側は、だん
だん不満がたまり、許容範囲が狭くなってきて、ある日まったく関係のない些細なことで相手に文
句を言ったりしかねない。かみつかれた相手は、実は犬のことでみんながこんなに冷たいんだと
は気づかず、なんで自分ばかりいじめるんだと思う。そういうことが重なって、人間関係が悪くな
る場合は少なくない。
守らせないルールだったら、つくらない方がいい。そんなもの、百害あって一利なしだ。もし、住
人の大半がまあ小型犬や猫ぐらいだったらいいんじゃないかと思うんだったら、この際、規約をそ
のままにしておかずに真剣に議論し、規約の見直しを考えるべきであろう。飼っている人がいる
ことで困っている人は、どんな点が困るのかを話し合いの場ではっきり言ったほうがいい。最終
的にペット OK になった場合にも、我慢している人がいることを知って飼うか、知らないで飼うかで
は、飼う側の心構えも変わってくるからだ。
また、ペット OK のマンションでも、マナーを守って飼うのは当然のこと。それは一戸建てだろう
と集合住宅だろうとかわらない。自分の部屋をどう使おうと自分の勝手だという理屈は成り立た
ないし、マナーが守れることが人間としての品性、品格だと思う。それは騒音とて同じことである。
心ある住人の品性に期待するしかない。人としてやっていいことと、やっていけないことをきちん
と考えることなのである。
つまるところ、ペットの問題とはペットが問題なのはなく、人の問題なのだ。

規約について
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貴管理組合規約の最終改訂日は、平成 16(2004)年 1 月以前ですか以後ですか
---第 4 回マンション標準管理規約の改正は、平成 23(2011)年 7 月に行われました。--区分所有法第 2 回改正は、平成 14(2002)年 12 月 11 日に公布され、平成 15(2003)年 6 月 1 日
に施行されました。そして、この改正に合わせたマンション標準管理規約の改正(第 3 回)は、平成
16(2004)年 1 月に公表されました。さらに第 4 回マンション標準管理規約の改正は、平成 23(2011)
年 7 月に行われました。
区分所有法第 2 回改正では、以下の項目も改正あるいは新設されています。現在の規約が
2002 年改正区分所有法と適合しているかのチェックのポイントとなると考えます。
※大規模修繕工事が普通決議で実施できるようになっていますか
区分所有法第 2 回改正前では、特別決議が必要な「変更」の定義が、「改良を目的とし、か
つ、著しく多額の費用を用しないものを除く。」とされていたため、「改良」を目的とした修繕工事で
あっても、大規模であるために工事費が多額になるような場合には、特別決議が必要な「変更」
とされていました。
それが、区分所有法第 2 回改正で「変更」の定義が、「その形状又は効用の著しい変更を伴わ
ないものを除く。」と変更されました。すなわち、「多額の費用」が削除され、「その形状又は効用
の著しい変更を伴うもの」が「変更」であるとなったのです。
結果としては、「変更」の範囲が「その形状又は効用の著しい変更を伴うもの」であれば全てが
対象となるため、「改良工事」以外も広く「変更」の対象となりましたが、結果としては、工事費が
多額になるような大規模修繕工事でも、「その形状又は効用の著しい変更を伴うもの」でない限
り「変更」ではないとされたのです。
したがって、大規模修繕工事のほとんどが、普通決議でよいことになったのです。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．337 or p．333｢『変更』の定義改正後の大規模修繕の決議必要条件は、特別
決議か普通決議か―「本条に反する規約の定め(決まり)は効力(ききめ)を失う」の記述の間違い―」、p．341 or p．
337｢変更の定義は、『形状又は効用(つかいみち)のいずれかの著しい変更』が該当するのでは?---『又は』は、似
通った二つ以上の事柄のうち、いずれかを選ぶときに用いる用語---)

区分所有法第 1 回改正(1983 年改正区分所有

区分所有法第 2 回改正(2002 年改正区分所有

法)

法)

第 17 条（共用部分の変更）1 項 共用部分の変

第 17 条（共用部分の変更）1 項 共用部分の変

更（改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を用し

更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの

ないものを除く。）は、区分所有者及び議決権の

を除く。）は、区分所有者及び議決権の各四分

各四分の三以上の多数による集会の決議で

の三以上の多数による集会の決議で決す

決する。ただし、この区分所有者の定数は、

る。ただし、この区分所有者の定数は、規約

規約でその過半数まで減ずることができる。

でその過半数まで減ずることができる。

※1983 年法の変更の定義＝ 改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除
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く。＝改良を含む多額の費用を要するもの
※2002 年法の変更の定義＝ その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。＝そ
の形状又は効用の著しい変更を伴うもの
大規模修繕等は、規約で定めることによって普通決議でできるようになりました。
2002 年改正法は、大規模修繕等について一般に多額の費用を要することから、これまでは
軽微変更とはされなかった点を立法上改める事とし、軽微変更から費用の要件を取り除くこと
によって、大規模修繕等を法律上は軽微変更に含ませることとしました。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．102 or p．100 〔補足〕第 17 条 1 項の内容 訳・説)

※団地規約で団地内建物の建替えの規定がありますか
区分所有法第 2 回改正で初めて、団地内建物の個別の建替えや一括建替えの規定が定めら
れました(法第 69 条・70 条)。また、単棟型の建物についての復旧工事での買取指定者の新設や建
替えについてもその条件が大幅に変わりました(法第 62 条)が、特に、団地内建物・単棟型の建物
建替え条件共通の物として、「説明会の開催」が義務付けられました(法第 62 条 6 項・70 条 4 項)。
したがって、1983 年改正区分所有法をベースに作成された 1997 年 2 月 8 日に建設省から
発表された「中高層共同住宅標準管理規約」には、団地における建替えの規定は含まれていな
かったのです。そのために、2002 年改正区分所有法施行前の団地管理規約には、建替えの規
定そのものがない場合が多くあります。
ただし、団地内での建替えについては、規約の規定がなくても、強行規定として定められてい
る法第 69 条の「団地内の建物の建替え承認決議」や同じく強行規定として定められている法第
70 条の「団地内の建物の一括建替え決議」の規定通り進めなくてはなりません。
しかし、管理組合の業務としての「建物の建替えに係る合意形成に必要となる調査に関する
業務」(標準管理規約《団地型》第 34 条四号)やそのための議決事項である「建物の建替えに係る計画
の又は設計等の経費のための団地修繕積立金又は各棟の修繕積立金の取崩し」(標準管理規約
《団地型》第 50 条七号などは、規約で定めておかなくては、支出根拠がないことになります。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．544 or p．536｢団地規約の承認決議において、『決議』ではなく『同意』とさ
れる意味」、p．551 or p．543｢承認決議実施団地は、少なくとも一棟は号棟分譲建物《分譲マンションを含む》の場
合が前提です｣)

2002 年改正(第 2 回改正)区分所有法で新設された建替えに関する団地関係の条文
法第 69 条（団地内の建物の建替え承認決議） 一団地内にある数棟の建物（以下この条及び次
条において「団地内建物」という。）の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地

内の特定の建物 （以下この条において「特定建物」という。）の所在する土地 （これに関する権利を含
む。）が当該団地内建物の第 65 条に規定する団地建物所有者（以下この条において単に「団地建
物所有者」という。）の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ

当該各号に定める要件に該当する場合であって当該土地（これに関する権利を含む。）の共有者
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である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される同条に規定する団体又は団地管理
組合法人の集会において議決権の 4 分の 3 以上の多数による承認の決議（以下「建替え承認決
議」という。）を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、か

つ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地（当該団地内建物の団
地建物所有者の共有に属するものに限る。）に新たに建物を建築することができる。

一 当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有
者の全員の同意があること。
二 当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があ
ること。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．546 or p．538〔補足 1〕第 69 条 1 項の内容 訳・説)

２ 前項の集会における各団地建物所有者の議決権は、第 66 条において準用する第 38 条の
規定にかかわらず、第 66 条において準用する第 30 条第 1 項の規約に別段の定めがある場
合であっても、当該特定建物の所在する土地（これに関する権利を含む。）の持分の割合によるも
のとする。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．519 or p．511〔補足 3〕第 69 条 2 項の内容 訳・説)

３ 第 1 項各号に定める要件に該当する場合における当該特定建物の団地建物所有者は、
建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみな
す。
ただし、同項第一号に規定する場合において、当該特定建物の区分所有者が団地内建物
のうち当該特定建物以外の建物の敷地利用権に基づいて有する議決権の行使については、
この限りでない。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．552 or p．544〔補足 2〕第 69 条 3 項の内容 訳・説)

４ 第 1 項の集会を招集するときは、第 66 条において準用する第 35 条第 1 項の通知は、同
項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも 2 カ月前に、同条第 5 項に規定する議
案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概要（当該建物の当該団地内における位置を含
む。）をも示して発しなければならない。

ただし、この期間は、第 66 条において準用する第 30 条第 1 項の規約で伸長することができ
る。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．554 or p．546〔補足 1〕第 69 条 4 項の内容 訳・説)

５ 第 1 項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物（以下
この項において「当該他の建物」という。）の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に

掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成していると
きに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。
一 当該他の建物が専有部分のある建物である場合 第 1 項の集会において当該他の建
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物の区分所有者全員の議決権の 4 分の 3 以上の議決権を有する区分所有者
二 当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 当該他の建物の所有者
(参照：「実践 区分所有法 など」p．554 or p．546〔補足〕第 69 条 5 項の内容 訳・説)

６ 第 1 項の場合において、当該特定建物が二以上あるときは、当該二以上の特定建物の団
地建物所有者は、各特定建物の団地建物所有者の合意により、当該二以上の特定建物の建
替えについて一括して建替え承認決議に付することができる。
７ 前項の場合において、当該特定建物が専有部分のある建物であるときは、当該特定建物
の建替えを会議の目的とする第 62 条第 1 項の集会において、当該特定建物の区分所有者及
び議決権の各 5 分の 4 以上の多数で、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して建
替え承認決議に付する旨の決議をすることができる。
この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物の団地建物所有者（区分所有
者に限る。）の前項に規定する合意があつたものとみなす。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．556 or p．548 〔補足〕第 69 条 7 項の内容 訳・説)

コメント
2002 年法で全文新設されました。
※ 1995 年の阪神・淡路大震災後の団地内建物の復興の過程で問題とされ、また、老朽化を
迎える団地において問題とされ新設されました。
※ 1983 年法では、団地内の各棟の建物の建替えについて特段の規定が置かれていません
でした。このため、敷地の利用に関しては、民法の一般原則に従うことになります。共有土地
上の建物の建替えは共有物の変更に当たると解されますので、共有者全員、すなわち、建替
えを実施する建物以外の建物(区分所有者)については、その全員の同意が必要となり、建替え
の実施がきわめて困難なものになっていました。一方、民法の一般原則に従って共有土地上
の建物の建替えを共有物の変更にあたるとして土地共有者全員の同意を必要とすると解す
ることは、本法において 5 分の 4 以上の特別多数決による建替えが認められている趣旨と相
容れないこと、及びこのように解すると事実上、団地内の建物においては建替えができないと
考えられることから、建替え棟以外の建物の利益を害さないことを条件に当該建物の建替え
を認めるべきであるとの学説がありました。本条の新設によりこの点が立法的に解決されまし
た。
法第 70 条（団地内の建物の一括建替え決議） 団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、
かつ、当該団地内建物の敷地（団地内建物が所在する土地及び第 5 条第 1 項の規定により団地内建物
の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下この項及び次項において同じ。）が当該団地内

建物の区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物について第 68 条第 1 項
（第一号を除く。）の規定により第 66 条において準用する第 30 条第 1 項の規約が定められてい

るときは、第 62 条第 1 項の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該
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団地内建物の区分所有者で構成される第 65 条に規定する団体又は団地管理組合法人の集
会において、当該団地内建物の区分所有者及び議決権の各 5 分の 4 以上の多数で、当該団
地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地（これに関する権
利を除く。以下この項において同じ。）若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地の全部

若しくは一部を含む土地（第 3 項第一号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。）に新たに建
物を建築する旨の決議（以下この条において「一括建替え決議」という。）をすることができる。
ただし、当該集会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の 3 分の 2
以上の者であって第 38 条に規定する議決権の合計の 3 分の 2 以上の議決権を有するものが
その一括建替え決議に賛成した場合でなければならない。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．550 or p．542〔補足 3〕第 70 条 1 項の内容 訳・説)

２ 前条第 2 項の規定は、前項本文の各区分所有者の議決権について準用する。この場合に
おいて、前条第 2 項中「当該特定建物の所在する土地（これに関する権利を含む。）」とあるのは、
「当該団地内建物の敷地」と読み替えるものとする。
３ 団地内建物の一括建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。
一 再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要
二 新たに建築する建物（以下この項において「再建団地内建物」という。）の設計の概要
三 団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額
四 前号に規定する費用の分担に関する事項
五 再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項
４ 第 62 条第 3 項から第 8 項まで、第 63 条及び第 64 条の規定は、団地内建物の一括建替
え決議について準用する。
この場合において、第 62 条第 3 項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「第 70 条第 3 項
第四号及び第五号」と、同条第 4 項中「第 1 項に規定する」とあるのは「第 70 条第 1 項に規定
する」と、「第 35 条第 1 項」とあるのは「第 66 条において準用する第 35 条第 1 項」と、「規約」
とあるのは「第 66 条において準用する第 30 条第 1 項の規約」と、同条第 5 項中「第 35 条第 1
項」とあるのは「第 66 条において準用する第 35 条第 1 項」と、同条第 7 項中「35 条第 1 項か
ら第 4 項まで及び第 36 条」とあるのは「第 66 条において準用する第 35 条第 1 項から第 4 項
まで及び第 36 条」と、「第 35 条第 1 項ただし書」とあるのは「第 66 条において準用する第 35
条第 1 項ただし書」と、同条第 8 項中「前条第 6 項」とあるのは「第 61 条第 6 項」と読み替える
ものとする。
コメント
2002 年法で全文新設されました。
※ 1995 年の阪神・淡路大震災後の団地内建物の復興の過程で問題とされ、また、老朽化を
迎える団地において問題とされ新設された。
369

他の法律による規約設定の特例
区分所有法の特例として、都市開発法等による市街地再開発事業などにおいては、集会の決議
(法第 31 条 1 項)、公正証書による設定(法第 32 条)、全員の書面による決議(法第 45 条 1 項)あるいは

合意(法第 45 条 21 項)に基づく規約設定の手続きに拠るのではなく、国土交通大臣または知事の
認可を受けることにより管理規約を定めることができる旨の特別の規定が設けられています。
都市再開発法第 133 条（建物の区分所有等に関する法律の特例等）
施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に
関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。この場合におい
て、施行者（都道府県及び市町村を除く。）は、政令で定めるところにより、その管理規約につい
て、機構等（市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。）にあっては国土交通大臣の、個人施行
者、組合、再開発会社又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては都道府県知事
の認可を受けなければならない。
２ 前項の管理規約は、建物の区分所有等に関する法律第 30 条第 1 項の規約とみなす。
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第 100 条（建物の区
分所有等に関する法律の特例等）

施行者は、政令で定めるところにより、施設住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区
分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。この場合において、施行者
が個人施行者、組合、機構又は地方公社であるときは、政令で定めるところにより、その管
理規約について都府県知事の認可を受けなければならない。
２ 前項の管理規約は、建物の区分所有等に関する法律第 30 条第 1 項の規約とみなす。

マンション管理における区分所有法の限界と規約
マンション管理の基本の進め方は区分所有法に従います。しかし、区分所有法はマンションだ
けを対象としているのではなく、たとえば、業務用のビル倉庫なども区分所有である場合には適
用されます。また、二戸のマンションでも 1,000 戸のマンションでも同じ法律が適用されます。
そのため、あまり細かいルールをこの法律で決めておくわけにはいきません。どのマンション
にも、そして、マンション以外の区分所有の不動産全てに適用できるように所有や管理に関する
最低限のルールだけがこの法律で定められています(「新･マンション管理の実務と法律」p．18)。
したがって、個々のマンションでの細かいルールが管理規約の作成が必要なのです。

規約と管理規約の関係
世間では、｢管理規約｣あるいは「マンション管理規約」と呼んでいますが、区分所有法上で
は、単に｢規約｣としか表現されていません。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．385 or p．381 「区分所有法と『規約』との関係について」 ―マンション標準
管理規約と区分所有法の相関関係---)

第三者に関する事項を規約で定めることはできません
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専有部分の占有者、管理者、管理組合法人の理事・監事を除く区分所有者(住戸所有者)以外の
者(第三者)には、規約の効力は及ばない。
規約は区分所有者(住戸所有者)間の相互の事項を決めるものであり区分所有者以外の者(第三
者)に関する事項を定めることができない以上、当然である。法第 30 条 4 項は、このことを確認的

意味合いにおいて規定するものである。(「コンメンタール区分所有法」p．114)
法第 30 条 4 項 第 66 条にて団地関係に一部読み替えて適用(強行規定)第 第１項及び第２項の場合
には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
第１項: 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する
区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規
約で定めることができる。
第２項: 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係し
ないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、
これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．146 or p．145「マンション標準管理規約 67 条 3 項の『区分所有者等以外の第
三者』とは何者」、p.145 or p．144「区分所有者《住戸所有者》相互間以外の第三者だけを拘束する規約は定めるこ
とはできないのでは」)

法第 30 条 4 項の「権利を害することのできない区分所有者(住戸所有者)以外の者」に
は、占有者も含まれるのか
区分所有法第 30 条 4 項では、｢第 1 項及び第 2 項(設定された規約・・・注中野)の場合には、区分
所有者以外の者の権利を害することができない｣とされています。そのために、規約の設定など
では、「区分所有者(住戸所有者)以外の者」だけ拘束する規約は規定できないとされています。
しからば、区分所有者(住戸所有者)の家族、従業員、同居人などや占有者は、「区分所有者以外
の者｣として扱われるのかについてです。
法第 46 条 1 項では、「規約及び集会の決議は、区分所有者(住戸所有者)の特定承継人に対して
も、その効力を生ずる。」として、特定承継人に対しては全面的に、区分所有者(住戸所有者)と同等
の責任を求めています。そして、法第 46 条 2 項では、「占有者は、建物又はその敷地若しくは附
属施設の使用方法につき、区分所有者(住戸所有者)が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と
同一の義務を負う。」として、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法に限定して、区分
所有者(住戸所有者)と同等の責任を求めています。
したがって、規約は、区分所有者(住戸所有者)、包括または特定承継人、および占有者以外の第
三者に対しては効力がないとされています。
規約はもともと区分所有者(住戸所有者)全員の団体内部の｢規範｣(ルール)であって、その構成員
および準構成員に対し効力を有しこれらの者以外の外部の第三者に対しては効力を有しないか
らとされています。
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そして、ここにいう占有者とは、区分所有者(住戸所有者)の承諾を得て専有(住戸)部分を専有する
者(法第 41 条 1 項)、すなわち、専有(住戸)部分の賃借人、使用借人、転借人など正当な権限にもと
づいて占有する者をいうことは問題がありません。はじめから、正当な権限なく不法に占有する
者、はじめは正当な権限にもとづいていたが契約解除などにより正当な権限を喪失した不法に
専有するに至った者も、建物等における現実の共同生活者であることに相違なく、規約の定める
義務を遵守させることが必要ですから、｢占有者｣に含めてよいと考えます。また、区分所有者(住
戸所有者)の家族、従業員、同居人などは、もともと独立の占有が認められず、区分所有者(住戸所有
者)のいわば占有履行補助者的立場ですから、区分所有者(住戸所有者)に準じて理解(マンション標準

管理規約 3 条 2 項：区分所有所有者は、同居する者に対してこの規約および総会の決議を遵守させなければなら
ない。・・・中野)すれば足り、｢占有者｣に含める必要はありません。(「裁判実務大系 19」p．394)
(参照：「実践 区分所有法 など」p．146 or p．145｢マンション標準管理規約 67 条 3 項の『区分所有者等以外の第
三者』とは何者」)

専有(住戸)部分の使用方法の制限は全員の承諾が必要か
※その影響が区分所有者(住戸所有者)全体に及ぶ場合には「承諾は必要ない」との見解
規約の設定・変更・廃止において、法第 31 条 1 項後段により承諾を得ることを要するのは、
｢一部の区分所有者(住戸所有者)｣の権利に影響が及ぶときであるから、その影響が区分所有者(住
戸所有者)全体に及ぶ場合には、個々の区分所有者(住戸所有者)の承諾は必要ない。

たとえば、居住用マンションにおいて専有(住戸)部分の使用について居住目的以外の使用を禁
止する旨の規約やペット飼育を禁止する旨の規約などは、その影響が区分所有者(住戸所有者)全
体に一律に及ぶから、区分所有者(住戸所有者)の中に営業目的での専有(住戸)部分の使用を希望
する者やペットの飼育を希望する者がいたとしても、その区分所有者(住戸所有者)の承諾を得る必
要はない。(同様の認識が「マンションをめぐる法律知識と Q&A」p.63 にあります。)
ただし、たとえば、構造上複合用途型の区分所有建物において規約を変更して非居住用途の
専有(住戸)部分についても居住目的以外の使用を禁止することは、これによって特別の影響を受
ける一部の区分所有者(住戸所有者)の承諾を必要とすると考えるべきである。
裁判例として、分譲時の売買契約の内容の変更には、各区分所有者(住戸所有者)の同意が必要
であり、それを規約だけで決定することはできないとしたものがある (東京地判平 1《1989》・9・28 判タ
730-126)。(「コンメンタールマンション区分所有法」p．188)

※ 特別の影響の観点から「全員の承諾が必要」との見解
専有(住戸)部分の使用方法については、規約による規制をなすことができる。具体的には家畜
の飼育やピアノ演奏の禁止、床などの改装の禁止、営業所としての使用の禁止などがある。こ
れらの使用方法についての制限は、全区分所有者(住戸所有者)に影響を及ぼすものである。した
がって、これらの使用方法が権利に特別の影響を及ぼす限りは全員の承諾が必要である(法第
31 条 1 項後段)。

372

｢権利に特別の影響を及ぼす場合の判断基準はすでに述べたとおりであるが、専有(住戸)部分
の使用について、営業所としての使用禁止などその用途を制限する場合には、区分所有権を大
きく制限するものであり、各区分所有者(住戸所有者)に与える影響が大きいことから一般的には｢権
利に特別の影響を及ぼす｣場合にあたり、全員の承諾が必要と考えるべきであろう。(「裁判実務大
系 19」p．411)

※ 「承諾は必要ない」との見解を支持します
「全員の承諾が必要」との見解では、法第 31 条 1 項後段の特別の影響を与える対象が｢一部
の区分所有者(住戸所有者)の権利｣に対する配慮であるにもかかわらず、その範囲を広げて、単に
専有(住戸)部分の使用方法が他に「特別の影響を与える」場合として説明していることに間違いが
あると考えます。
｢一部の区分所有者(住戸所有者)｣の範囲は明確ではありませんが、法第 31 条 2 項から判断する
限りは、全区分所有者(住戸所有者)の 4 分の 1 以上の数値であろうと考えます。
そして、「営業所としての使用禁止などその用途を制限する場合｣を事例に挙げていますが、
「特別の影響を与える」範疇に入るのは、一部の区分所有者(住戸所有者)が「現に営業所として使
用している」場合に「営業所としての使用禁止などその用途を制限する｣場合であり、その権利に
対する侵害をすることになる意味で、その区分所有者(住戸所有者)の承諾を求めているのだと考え
ます。
なお、すでに、「実践 区分所有法 など」p．398「特別の影響(支障)を受けることにより承諾を要
するとされる区分所有者(住戸所有者)は、区分所有者(住戸所有者)全員の場合もあり得るのでしょう
か」――「新しいマンション法」法務省民事局参事官室編 (社)商事法務研究会

批判――でも

指摘していますが、｢新しいマンション法｣の中でも主張されていた「特別の影響と関連して「全員
の承諾が必要」との主張は、批判しています。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．387 or p．383｢規約で専用部分《住戸》の使用目的を住宅に限定することは許
されます」)

規約で定める専有(住戸)部分の範囲には、自(おの)ずから制限がある
区分所有法の「建物」には、専有(住戸)部分を含む。しかし、専有(住戸)部分は、本来区分所有者
(住戸所有者)が自由に管理・使用すべきものであるから、規約で定めうる範囲には自ずから制限が

あり、その使用方法について規約で規制することができるのは、区分所有者(住戸所有者)の共同の
利益のために必要な限度に限られるし、その管理を団体的に行うことを規約で定めることができ
るのは、共同の管理を相当とする事項に限られると解すべきであろう。
専有(住戸)部分の譲渡その他の処分の制限は、｢管理又は使用｣に関する事項に含まれないか
ら、規約によってこれを行うことはできない(｢新版注釈民法(7)｣p．700)。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．387 or p．383「規約で専用部分(住戸)の使用目的を住宅に限定することは許
されます」)

373

標準管理規約改訂の経過と役割の｢モデル(指針)｣から｢参考｣への変化の意味
標準管理規約は、すでに 4 回の改訂が行われており、最初は、区分所有法第 1 回改正である
1983 年 5 月の直前の 1982 年 1 月 28 日に、分譲業者を対象に、新規分譲の際のモデル(指針)
として、住宅宅地審議会からの答申され、同 1982 年 5 月 21 日に「中高層共同住宅標準管理規
約」として関係業界団体に指針(モデル)公表されました。
その後、区分所有法第 1 回改正を受けて、1983 年 10 月 15 日第 1 回改正を行い、1995 年 3
月 24 日 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)公布を受けて、1997
年 2 月８日に第 2 回改正を行いました。
第 3 回改正は、2000 年 12 月 8 日 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(マンショ
ン管理適正化法)公布、2002 年 12 月 11 日「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法) 第 2 回

改正公布、2002 年 6 月 19 日「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」(マンション建替え円滑
化法)公布をうけて、関係業界団体のための規約モデルとしてではなく、マンション住民の規約作

成の「参考」と位置付けられて、マンション住民が、各マンションの実態に応じた改訂する際のガ
イドラインとして、単棟型・団地型・複合用途型を含めた「マンション標準管理規約」として、2004
年 1 月 23 日に公表されました。
なお、規約名称に｢マンション｣が付けられたのは、マンション管理適正化法やマンション建替
え円滑化法で法律で初めて「マンション」が定義されたことによります。
また、標準管理規約の目的が関係業界団体のための規約モデルとしてではなく、マンション住
民の規約作成の「参考」と位置付けられたのは、関係業界団体等が指針(モデル)として活用する
という面よりも、管理組合が規約の制定・変更する際の「参考」とする面を全面に押し出したもの
です。
そして、2011 年 7 月の公表された第 4 回の改訂は、マンション管理を取り巻く状況の変化(居住
者の高齢化、賃貸住戸および空住戸の増加等)に対する見直しが目的でした。

また、「参考」とする面についても、改訂前には、｢駐車場の扱い等、この標準管理規約に示し
ている事項の取り扱いに関しては、マンションの所在地の状況等の個別の事情を考慮して、合
理的な範囲において、その内容に多少の変化をもたせることは差し支えない｣と定められていま
したが、今回の改訂では、この点について、｢この標準管理規約に示している事項の取り扱いに
関しては、マンションの規模、居住形態等それぞれのマンションの個別事情を考慮して、必要に
応じて、合理的に修正し活用することが望ましい｣と改められました。
すなわち、国が提示するマンション管理規約について｢その内容に多少の変化をもたせること
も差し支えない｣といった国の位置づけ(いわば｢標準管理規約・最大現尊重施策)から、｢必要に応じ
て、合理的に修正して活用することが望ましい｣といった位置づけ(いわば｢標準管理規約・修正活用施
策)へと変容しているようです。

最終的になされた改訂は、パブリックコメントの後に｢第三者管理者方式｣を視野に入れるべき
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との観点が各界から浮上し、その影響もあってか、｢理事会方式｣を前提とする｢改正案｣で示され
た事項についてはかなりの事項が見送られ、最終的には最小限の改訂にとどまりました。
その後、規約改正の委員会が開かれたようですが、現在(2014 年 3 月)に至るまで大きな進展は
ないようです。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．3 ｢『建物の区分所有等に関する法律』《区分所有法》の歴史」)

規約改正時のマンション標準管理規約の役割と意義
マンションを含めた区分所有建物の権利関係や管理の基本的原則を定めた法律として区分
所有法があります。この法律は、主として、区分所有建物の所有関係を定めるとともに、建物の
共用部分、敷地(土地)の管理について基本的な事項を定めたものです。
一方、利用調整や合意形成を含む、実際のマンションの管理に当たっては、こういった法令に
準拠しつつ、当該マンションの個別性、各区分所有者(住戸所有者)の意向にそった統一的、合理的
な管理が必要となり、このための共通のルールが｢管理規約｣(区分所有法でいう｢規約｣)です。
区分所有法においてもこのような実態を前提に、共用部分の管理について、｢規約で別段の
定めをすることを妨げない｣(区分所有法第 18 条第 2 項)こと、｢建物又はその敷地若しくは附属施設
の管理又は使用に関する区分所有者(住戸所有者)間の事項は、この法律に定めるもののほか、規
約で定めることができる｣(区分所有法第 30 条第 1 項)旨規定されており、規約による自冶的な管理に
期待しているところです。
すなわち、区分所有法では、区分所有形態ができればおのずと｢管理を行うための団体を構
成｣(区分所有法第 3 条)することとされ、管理組合(俗称管理組合)の成立を見ることとなりますが、管
理規約については、その制定を義務付けているものではなく、任意的にその制定ができることと
規定しているにとどまっており(参照：「実践 区分所有法

など」p．7 ｢『・・・・ができる』は、『任意で・・・・する

こともできる』の意｣《法文の読み方について 4》)、区分所有者(住戸所有者)相互の共通の規範たる管理規

約の制定なしには、適正な管理は望めません。
このように管理規約は、区分所有者(住戸所有者)、その団体である管理組合(権利能力なき社団とし
ての)が自主的、主体的な管理を行う際の行動規範であり、マンション管理の最高規範というべき

ものです。
したがって、当該マンションに即した管理規約なしには、適正な管理が望めないばかりか、利用
調整に伴う無用の混乱が生ずることになりもなりかねません。
区分所有法がマンション管理の方向性をしめす羅針盤としての役割を持ち、マンション管理
の実施のために、区分所有者(住戸所有者)が統一的、合理的に守るべき共通のルールが管理規
約だとも言えます。
区分所有法の諸規定が紛争が生じた場合の事後的な裁判規範であるのに対して、マンション
標準管理の諸規定は、紛争を事前に防止するためにそれぞれのマンションが自らの自冶規範で
ある規約を設定したり変更するに際して、その指針となるべきものですので、関連法令(民法、借
375

地借家法、民事訴訟法、マンション管理適正化法、マンション建替え円滑化法等)の理解、効率的かつ合理

的なマンション管理のための知識、経験が必要なことから、各般の専門家、有識者の意見を踏ま
え国土交通省で示しているのが｢マンション管理規約｣であり、管理規約制定時の際の「参考」と
して活用されています。(｢新版 マンション標準管理規約の解説｣p．4 より)

マンション標準管理規約(団地型)の管理対象は、｢土地｣ではなく「敷地」なのでは
---「敷地」と「土地」という用語を使い分けについて--区分所有法では「敷地」と「土地」という用語を使い分けています。区分所有法第 65 条では、
団地関係の管理対象となる建物敷地を含めた土地全体を指す意味で「土地」という表現を使っ
ています。
第 70 条では、共有建物敷地全体を管理対象とした団地関係が前提であることから、「敷地」と
いう用語を使っていると考えています。
そのためか、マンション標準管理規約(団地型)では、第 2 条七号 土地 区分所有法第 65 条の
土地をいうとされています。
しかし、マンション標準管理規約(団地型)は道路などを含めた一般土地等を管理対象としてい
る団地関係ではなく、管理対象とされている共有土地全てが一連の建物敷地を核とした団地関
係なのですから、法第 70 条と同様に「敷地」という用語を採用すべきだと考えます。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．524 or p．517 「『敷地』と『土地』は、いったい何が違うのでしょうか」)

植栽は附属施設か?
マンション標準管理規約(別表第１ 対象物件の表示)では、附属施設として、駐車場施設、自転車置
場、ゴミ集積所、外灯設備、植樹等建物に付属する施設。とされ、植栽は附属施設とされていま
す。

記述を「憲法を改定する手続きは認められている」といった否定な表現に改める
「実践 区分所有法 など」p．384「マンション管理規約はマンション生活での憲法といわれる
理由」の記述の中の「「憲法」はその目的(人権保障)のために、時代にそぐわなくなった規定を改
正する必要があるといった点では、法律と異なることはないとされています。」は「『憲法』は一定
の条件の下では改定ができることになっている点では法律と異なることはないとされています。」
と書き換えます。
書き換え前の憲法に対する表現では、「憲法を部分的にでも改定する必要がある」と主張して
いるような誤解を受けるようですので、「憲法を改定する手続きは認められている」といった否定
的な表現に改めました。(参照：「実践 区分所有法

など」p．384 or p．380「マンション管理規約はマンション

生活での憲法といわれる理由」

「最初に分譲マンションの買受人が現れた時点で、原始規約が成立する」の意味
理論上は、管理組合は区分所有者(住戸所有者) が二人以上なれば成立します。そこで理論上
は、最初に分譲マンションの買受人が現れた時点(たとえば第一次分譲開始日)をもって管理組合が
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成立しますが、同時に分譲が終了(全戸が完売しなくても)しなくても管理組合の成立に合わせて、最
初に分譲マンションの買受人が現れたとき原始規約が成立するとする取扱が考えられます。
というのは、マンションの買受人は、分譲業者の作成した原始規約を、特に反対の意思を表示
しない限り承認したことになると思われますから、この買受人が現れたときに、原始規約を作成し
た区分所有者(住戸所有者)たる分譲業者と、その買受人とが、いわば書面(規約文)により合意したと
見てよいからです。そうすると、最初に買受人が現れた日を規約の附則の中で明示すれば、そ
の日が規約設定の日ということになります。
なお、この規約の設定の日以降に分譲を受けた区分所有者(住戸所有者)は、分譲業者たる区分
所有者(住戸所有者)の特定承継人として、規約の効力がおよびますので(法第 46 条 1 項)、これらの者
については同意書は必要ありません。
(参照：別冊-p．186「転売業者の存在《新築を購入したのに特定承継人にされていた事例》)

管理規約の原本が保管されていない場合の管理組合の対応
―合人社計画研究所 相談集 第 5 版より―
集合住宅であるマンションでは、生活スタイルや考え方が異なる人が居住しています。管理規
約は、そのような建物で良好な住環境を確保したり、管理組合の円滑な管理業務を行うことを目
的に作られています。区分所有法第 3 条では、この管理規約の取り扱いについて「管理規約は
管理者(一般的には理事長)が保管すること」「利害関係人の請求があったときには、閲覧を拒めな
いこと」「規約の保管場所は建物の見やすい場所に掲示しなければならないこと」を定め、同法
第 71 条にて義務違反者に対する罰則規定を設けていることからも、その重要性を容易に理解す
ることができます。
しかしながら、築年数が経過したマンションでは、管理規約の原本を紛失してしまっている場
合もごくまれに見受けられます。そのような場合には、次のような手続きで管理規約原本を整備
しておくとよいでしょう。
③ 新築マンション分譲時の管理規約案が残っているとき
総会において、分譲時の管理規約案を原本と認める議案について承認を得る。
④ 分譲時の管理規約案が残っていないとき
新たに管理規約案を作成し、総会において承認を得る。
いずれの手続きによる場合でも、管理規約の制定または変更に当たるため、組合員数及び
議決権総数の各 4 分の 3 以上の賛成による特別決議が必要です(区分所有法第 31 条)。お問い合
わせのマンションは、築後 30 年を経過しているため、現在のマンション事情に合わせて、新たな
内容で管理規約を整備することを検討されてもよいのではないでしょうか。その際国が作成した
「マンション標準管理規約」(平成 23 年 7 月改正)を参考にすることをおすすめします。

規約原本はコピーにあらず。
-――裁判などで求められる規約は、その出生が議事録で証明されていればよい―――
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不動産登記法での規約共用部分の手続きや滞納管理費のための裁判などで、管理組合規
約の提出を要求される場合があります。
この際提出を要求される規約は、規約原本であるということを認識しておく必要があります。皆
さんが持っている規約は原本ではなく、原本のコピーでしかないのです。通常は規約を変更した
りした証拠は、集会(総会)を開いて、全体の 4 分の 3 以上の多数決で決議しその内容を、集会(総
会)参加者二名と議長の印鑑を押した集会(総会)議事録です。

したがって、規約原本とは、そこに記載されているすべての規約に出生を証明した記録が添付
されていなくてはならないです。したがって、管理組合が保管しなくてはならないとされ、裁判所な
どで要求される規約とは、この規約原本のことであり、一般に皆さんが持っている規約集は、原
本のコピーでしかなく、裁判などでの証拠書類とはなりません。
規約原本に相当するものは、当初の原始規約と称される規約であったり、改正規約の議事録
が添付された規約集です。時系列的には、原始規約以降のすべての規約の変更の変遷が分か
るものでなくてはなりません。ただ、ある時点で、それらの規約集全体を改めて規約として決議し
ていれば、その時点の規約集にその決議した証拠の議事録を添付したものが新たな規約原本と
なります。
したがって、規約原本は、原始規約を前提にしなくてもよく、新たに改廃された規約に原始規
約を含めて新たな規約としてまとめられ、集会(総会)での区分所有者全体の頭数の 4 分の 3 と、
議決権の 4 分の 3 の賛成で決議された場合は、その決議議事録の添付された規約集が規約原
本となります。そして、この規約原本こそが理事長が保管すべき規約原本であり、区分所有者又
は利害関係人の閲覧請求の求めに応じて提示しなくてはならない規約原本なのです。
多くのマンションでは、集会(総会)を開くという手続をとらずに、書面で全員の合意があったとき
は、集会(総会)があったこととみなす規定(法第 45 条 2 項)に基づき、分譲業者が用意した規約案に
購入者がそれぞれ署名捺印して、分譲が終了した時点で「区分所有者全員の書名による合意が
あった」としてこの購入者全員の署名捺印された原本(原始規約と称されています。)が管理規約原本
とされ、管理組合に保管されているものとされています。
標準管理規約の第 72 条(規約原本)は、この考え方を前提としているため、1 項では、「この規約
を証するため、区分所有者全員が記名押印した規約を 1 通作成し、これを規約原本とする」とさ
れ、3 項の「規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1 通
の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本および規約変更を決議した総会の
議事録の内容と相違のないことを記載し、署名押印したうえで、その書面を保管する」といった、
30 年前の原始規約そのものをいつまでも保管しておかなくてはならないような非現実的な規定
ぶりとなっています。
これもその後に規約の変更がなければ、管理規約原本としての役割を果たします。しかし、規
約は、集会(総会)での区分所有者全体の頭数の 4 分の 3 と、議決権の 4 分の 3 の賛成があれば
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改廃することができます。この規約の改廃がいつどのようになされたかの証拠である議事録が
原始規約に付け加えられて規約原本となっていくのです。
要は、規約原本とは、原始規約にこだわる必要はなく、現規約が効力を持っていることを証明
した規約であればよいのであり、その証明手段の一つが、集会(総会)での特別決議です。したが
って、附則に、「○年○月○日より効力を生ずる」とした規約集に、その規約の成立を証明する集
会(総会)決議議事録が添付されていれば、それが、不動産登記や裁判所提出の規約原本となり
ます。そして。管理者が保管すべき規約原本となります。

細則で「駐車場は、マンションに居住していない者は使用、申込みも出来ない」
と定めることはできますか?
ある会員からの相談内容です。回答の基本としているのは、理事会のメンバーは敵対
する相手ではないことです。根本は、相談者自身を含めて、理事会のメンバーやマンシ
ョン住人が区分所有法を正しく理解していないことがトラブルの原因だとの認識です。
単に問題の答えを出すことではなく、各自の自主的な解決の手段である区分所有法を正
しく理解してもらうようにするにはどのような手段があるのかの模索です。
提案として一方的な啓もう姿勢ではなくインターネット無料相談等を使用するなど
して、無理なく、区分所有法の正しい理解を広めていくこともその一つだと考えていま
す。

回答への批判を含めてご意見をいただければ幸いです。

後日談:
管理会社の合人社に「細則で『駐車場は、マンションに居住していない者は使用、申
込みも出来ない』と定めることはできますか?」と問いかけたところ、
「マンションの独
自ルールですから可能です」との返事(インターネットの無料相談に対する電話回答)が返ってきて
しまい唖然としてしまいました。合人社程度の管理会社でも、このような認識がまかり
通っているのですね。
【問い掛け】

区分所有者の権利に対する制約を、細則で定めることができるのですか
総会(集会)で、新規に「駐車場の使用契約は、同マンションに居住する者に限られ、居住
していない者は使用、申込みも出来ない」の文言が入った駐車場細則が提案され、賛成多
数で（普通決議）で採択されました。現在自分は外部区分所有者(住戸所有者)ですが、現在、また
は近い将来、賃貸をする場合、駐車場の権利がないと賃貸契約において不利になるのでな
いかと心配しています。この採決をくつがえさせるには如何なる方策があるでしょうか？
この駐車場細則の提案は、管理会社のフロントからなされたと聞いてます。
コメント
手続き的に「区分所有者(住戸所有者)」の権利に対する制約を、細則で定めること自体に問
題があると考えます。「区分所有者(住戸所有者)」の権利に対する制約は、本質的な問題であ
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り、その内容が正しいか正しくないかは別の問題としても、規約で定めるべきテーマです。
細則は普通決議ですが、規約の制定は特別決議でなくては、その効力はないとされていま
す。
マンションにおける管理又は使用に関する事項については、区分所有法で定めるもののほ
か、管理規約で定めることができることとされています（建物の区分所有等に関する法律第３０条）。そ
の場合、マンション標準管理規約には、区分所有法で定められている管理規約のほかに使用細
則を定めることができるとされている（マンション標準管理規約第１８条）ように、マンション標準管理規
約第１８条のコメントは、基本的な事項については規約で定め、手続き等の細部の定めについて
は使用細則に委ねることができるとしています。
このコメントは、規約の設定、変更及び廃止については、特別決議とされていること、他方、使
用細則については、基本的な事項以外の手続き等の細部の定めであることから普通決議とされ
ていることから、当然の確認規定です（建物の区分所有等に関する法律第３１条）。
規約で定めるべきか細則で定めてもよいのかについての具体例としては、ペット問題が
あります。根本問題であるペットを飼っていいか、否かについては規約で定めるべきであ
るとされており、規約でペットを飼うことは認めるとされた時、飼い方の細部については
細則で定める(すべてを規約で定めても構いませんが現実的ではないと思われます。)とされています。こ
の例えでいえば、特定の区分所有者(住戸所有者)に対しての権利を否定することは管理ルール
の本質的な部分であり、根本問題であるペットを飼っていいか、否かと同一のレベルのも
のです。
したがって、今回の問いかけで採決されたとされる細則は、効力がないものと判断せざ
るを得ません。「効力がない」ということは、無視しても法的な制約はないということで
す。管理組合が対抗手段としてこの細則を根拠にして訴訟(裁判)を起こしたとしても、その
結果は管理組合側の敗訴となるということです。
なお、区分所有権とは、マンションの専有(住戸)部分の所有権のこと(区分所有法第 2 条 1 項)
でもあり、その所有の仕方についての制約はないことから、区分所有権に、内部居住区分
所有者(住戸所有者)と外部区分所有者(住戸所有者)の区別は存在しない(区分所有法第 2 条 2 項)ことを
もって、この規定を規約で定めるとしても、この規定の仕方は、一部の区分所有者(住戸所有者)
の権利に特別の影響を与えることになるとして、当該一部の区分所有者(住戸所有者) (外部居住
区分所有者)の承諾を得る必要がある (区分所有法第 31 条 1 項後半)との考え方もありますが、法は、

基本的には、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する事項について規約
で定めることができるとしていますので、規約で、駐車場の使用権者をマンション居住者に限定
すると定めることは有効と考えます。
その場合、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときにあたるか否かの点に
ついては、特別の影響とは規約の設定によっても奪うことができないほどの権利侵害 (民法で全
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員一致を求められる変更《処分を除く》事項でも、区分所有法では４分の３ないし５分の４の多数決で決めることが
許されていますので、それ以上の処分などに相当する事項)の場合に初めていえることとされていますの

で、今回の件では該当しないと考えておいた方がよいと思われます。
【資料】
区分所有法第 30 条 1 項

建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所
有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めるこ
とができる。

区分所有法第 31 条 1 項 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各４分の３
以上の多数による集会の決議によってする。この場合において、規
約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響
を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
マンション標準管理規約第 18 条（使用細則）対象物件の使用については、別に使用細則を定める
ものとする
第18条関係コメント① 使用細則で定めることが考えられる事項としては、動物の飼育やピアノ等
の演奏に関する事項等専有部分の使用方法に関する規制や、駐車場、
倉庫等の使用方法、使用料等敷地、共用部分の使用方法や対価等に関
する事項等があげられ、このうち専有部分の使用に関するものは、その
基本的な事項は規約で定めるべき事項である。なお、使用細則を定める
方法としては、これらの事項を一つの使用細則として定める方法と事項ご
とに個別の細則として定める方法とがある。
区分所有法第21条

建物の敷地又は共用部分以外の附属施設（これらに関する権利を含む。）が区

分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その
敷地又は附属施設に準用する
※「第 17 条から第 19 条までの規定」とは、共用部分の管理規定であり、その規定を区分所有

者の共有に属する「その敷地又は附属施設に準用する」として、駐車場などの共有敷地もマ
ンション(区分所有建物)の管理対象となることを規定してます。
区分所有法第 2 条 1 項 この法律において「区分所有権」とは、前条(第１条)に規定する建物の

部分（第４条第２項の規定により共用部分とされたものを除く。）を目的とする
所有権をいう。
前条(第１条): 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住
居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供す
ることができるものがあるときは、その各部分は、この法律
の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることが
できる。
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区分所有法第 2 条 2 項 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。

コメント
この採決をくつがえさせるには如何なる方策があるでしょうか？とのことですが、この
細則 (規約)の内容や制定の仕方が根本的に間違っていることを改めて理事会(状況によっては
理事長)に説明し、細則 (規約)廃止の臨時総会を開いてもらうことが先ず第一に行うべきこ

とだと思います。
今回の場合、マンション管理業務主任者でもある管理会社のフロントが提案しているこ
と自体は問題ですが、理事会の人たちも、善意で、区分所有法を正しく理解していない可
能性があります。この間違った認識を正してもらうことが大事なのでないでしょうか。
その際の理事会への説明資料として、インターネットの無料相談(「マンション・住宅ねっと相談
室」等)を利用して、現規約(駐車場細則)の内容や制定の仕方が間違っていることの客観的な根拠

となる資料を集めるとともに、その情報を知らせてあげること(回答は無理なく拡散されます)だと思い
ます。その際の他の客観的な情報を得る無料相談先としては、「実践

区分所有法 など 改訂

2」p.662 「インターネット無料相談」にリストとして記載しています。
これらの手続きを踏んでも理事会(理事長)が理解しないようであり、相談者が区分所有者(住戸
所有者)として利益が害される客観的な根拠があるならば、自分の正当な権利を守るためにも裁判

所の調停あるいは正式な裁判(訴訟)手続きをとるしかないと考えます。
なお、無料相談などで得た情報が明らかに管理組合側の間違いを指摘しているならば、先に
も記しましたが、消極的な対応としては、この細則(規約)を無視することです。その際、管理組合
側からの何らかの対応があると思われますが、まずは、客観的な資料(無料相談回答等)に基づい
た反論をすることであり、さらに、訴訟などが提起されたなのならば、受けて立つことだと考えま
す。
なお、共有敷地に設けられた駐車場については、法第２１条で管理対象となることが規定され
ていまので、区分所有法第 30 条での「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に
関する区分所有者相互間の事項」として規約で定めることができます。
繰り返しになりますが、マンション管理のために規約による駐車場に対する制限を区分所有者
(住戸所有者) (内外含む)に限定することは原則的に可能ですが、細則の普通決議で規定することは

できません。賃借人についても同様と考えます。また駐車場を外部者に貸す規定を設けること
も、税金上の問題は生じますが一定の条件もとで認められています。したがって、ご自分の権利
の主張も必要ですが、その正当性についての冷静な判断も必要だと考えます。
(追記)
区分所有者の権利を細則で制約できるか否かといった問題を、ともすると、その是非を訴訟
(裁判)いう手続きで争えるような感覚に陥りやすいことに対することは注意する必要があるようで
す(いずれにしても、解決方法について、弁護士などへの事前相談が必須と思われます。)。
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会社法などでは、株主総会の決議の内容が法令に違反する場合、決議無効確認の訴えを提
起できます。当初から無効であるので、原則として、誰からでも、いつでも無効を主張できます。
ただし、確認訴訟ですので、確認の利益がないと訴えは不適法として却下されます(確認の利益が
あるか否かなどについて、何を確認の利益と絡ませるか等について弁護士などへの事前相談が必須と思われま
す。)。したがって、裁判で争うには、抽象論あるいは仮定の話ではなく、現実に、使用細則にて利

益が害されている事実を正当か否かの争いとして捉えなくてはならないということのようです。
決議取消の訴え… 決議は一応有効→しかし「決議取消しの対象」になるといったコースをた
どるものであり、総会等の招集の手続又は決議の方法が法令もしくは定款
(規約)に違反した場合です。

決議無効確認の訴え・・・ 決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であ
ることの確認を、訴えをもって請求
いずれにせよ「理事会の人たちも、善意で、区分所有法を正しく理解していない可能性が
あります。この間違った認識を正してもらうことが大事」とし、まずは、「客観的な資料等(無
料相談回答等)に基づいた反論をすることであり」、関係者等に無効な決議であることを納得しても

らう努力をすることも大事なことであると思われます。そして、自発的にこのような細則について
の総会決議を無効にさせる努力が必要だと思われます。現実に駐車場の使用を拒否されたなら
ば、決議無効の確認訴訟という手続になるのではないでしょうか(会社法では提訴期間が株主総会等
の決議の日から 3 か月以内とされていますが、区分所有法にはその規定はありません。)。あるいは、管理組

合側から訴訟などが提起されたばあいには、まさに、細則の無効を前提に受けて立つことだと考
えます。
【蛇足-1】

普通決議事項である細則と特別決議事項である規約との基準の区別
―特別の影響の有り無しの基準への一考察―
「細則で『 駐車場は、マンションに居住していない者は使用、申込みも出来ない』と定めること
はできますか?」の記述は実際にあった問い掛けを少々演出して作成したものです。 前回の問
い掛けに対する結論は、区分所有者(内外の区別なく)の権利の制約は、「規約」でなら規定できる
が「細則」で規定することはできないということが結論でした。
自分ながら納得している記述は、「特別の影響とは規約の設定によっても奪うことができない
ほどの権利侵害 (民法で全員一致を求められる変更《処分を除く》事項でも、区分所有法では４
分の３ないし５分の４の多数決で決めることが許されていますので、それ以上の処分などに相当
する事項)の場合」の青字の部分です。
「『特別の影響』の有無は，規約改正の必要性・合理性と，それによって特定の区分所有者が
受ける不利益とを比較して，特定の区分所有者が受ける不利益が受忍すべき限度を超えると認
められるか否かによって判断されます。 」といったように、何か基準(何が受忍すべき限度か)があい
383

まいで、区分所有法の解説でも深い説明のない部分のように思っています。したがって、自分で
も、何か不完全燃焼のようなものを感じていました。
今回の記述は、もっと詰めて検討しなくてはならないテーマだとは考えていますが、区分所有
法の解説書でももう一つ明確ではない特別の影響についてや、何を細則しして決めてよいのか
の基準をある程度明らかにした記述だと自負しています(「特別の影響」をテーマにした記述は、「実践
区分所有法 など」でもたくさん記述しています)。

実は、今回の問題でも当初は、内部区分所有者と外部区分所有者を区別し、外部区分所有
者だけを制約することが、「特別の影響」の範疇と考えていましたが、ある専門家から、「特別の
影響とは規約の設定によっても奪うことができないほどの権利侵害」であるとの指摘を受けて、
「特別の影響」とは、「民法で全員一致を求められる変更《処分を除く》事項でも、区分所有法では
４分の３ないし５分の４の多数決で決めることが許されていますので、それ以上の処分などに相
当する事項」として位置づけてみたのです。
この意図するところは、民法の規定では共有物の変更(処分を含む)は、全員の合意を求めてい
ます。 しかし、区分所有法ではマンションという生活実態に合わせ、管理上の変更事項全てを
全員一致とすることは現実的ではないとの判断から、民法の「変更」を「変更」と「処分」にグレー
ドによって分け、「処分」に比較してグレードの低いと思われる「変更」に限定して、4 分の 3 の多
数決決議を採用した経緯があります。
すなわち、「変更」についての規約についてまでは、本来なら民法の規定よれば全員一致とす
べきところを 4 分の 3 の多数決決議を認めるように緩和したのだと考えました。したがって、特別
の影響があるとして「規約」としても定めることができないような事項は、区分所有法での 4 分の
3(あるいは５分の４)決議でも認められない、民法の処分=区分所有法での全員一致を求められる事
項に相当するような事項であると考えたのです。そして、このような事項が区分所有者全員なら
いざ知らず、一部区分所有者(内外に関係なく)に限定して制約することはその区分所有者(内外に関
係なく)に対して特別の影響を与えることになると考えたのです。

翻ってかんがえると、このことは、普通決議事項である細則と特別決議事項である規約での区
別の基準の一つとして考えてもよいと考えました。区分所有法で 4 分の 3 以上の決議を求められ
ないような事項であれば、細則の普通決議で決めてもよいといった基準です。すなわち、細則で
決めることのできるものは、4 分の 3 以上の多数決で決めなくてもよい事項ということです。
もっとも、この基準については、普通決議か特別決議かの要件と同一のものとしましたが、対
象範囲が限定されていますので、そのような決議要件では判断できないような事例についての
普遍的な基準は、もっと具体例で検討し深めていく必要があるとは考えています。
【蛇足-2】
「特別の影響」についての「実践 区分所有法 など」内の記述の紹介
「特別の影響」については、その真の意味を探るために、「実践 区分所有法 など」の中で、表題
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に「特別の影響」の文字を入れたものとしてもたくさんの記述をしています。
その中のいくつかを紹介しておきます。機会があったら読んでみてください。
p.343 or p.339「変更による「使用に」特別の影響(支障)」、p.395 or p.391「『特別の影響(支障)』には
三種類あります」、p.397 or p.392「『特別の影響(支障)』の絶対的な基準はありません」、p.397 or
p.393「『特別の影響(支障)』についての裁判例」 、p.398 or p.393「特別の影響(支障)を受けることに
より承諾を要するとされる区分所有者(住戸所有者)は、区分所有者(住戸所有者) 全員の場合もあり得
るのでしょうか」、p.554 or p.546「特定建物の『建替えによって特別の影響(支障)』をおよぼすときと
は」

2011 年 7 月 27 日の改訂標準管理規約は、どの部分の改正だったのか
2011 年 7 月 27 日に標準管理規約が第 4 回目の改正を行いました。この改正はごく小規模
なもので、ほんのわずかな部分が改正されたに留まりました。積み残された部分は引き続き
検討するとされ、2012 年 1 月 10 に「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」なる名称
で開催され、2012 年 8 月 31 日に第 9 回目が開かれたのを最後に、その議事録が 1 年後の
2013 年 8 月末に公表されたものの、2 年半ぶりの 2015 年 2 月 26 日に開催された、第 10 回
目の検討会で結論が出され、3 月 27 日に開かれた第 11 回目が開催された検討会で「報告書
（案）」が決定されるといった何とも異常な感じの、経緯です。そのうえ、5 月の連休明けにはパ
ブリックコメント公表とされるとされながらに現在(6/7)に至っても公表されない状況です。
強制力のないマンション標準管理規約といえども、強い影響力を持つことからコミュニティ条
項の削除などが予想される改正案には、多くの実務団体から批判が出ています。
この行方は別として、2011 年 7 月 27 日に標準管理規約がどの部分の改正だったのか改めて
整理しておきたいと考えました。
① 理事・監事の居住要件が撤廃
旧標準管理規約(旧規約)では、理事又は監事は、マンションに現に居住する組合員に限定さ
れていましたが、その要件が撤廃されました。
旧規約第 35 条 2 項 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総
会で選任する。
新規約第 35 条 2 項 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総
会で選任する。
コメント
管理組合は、建物、敷地等の管理を行うために区分所有者全員で構成される団体であること
を踏まえ、役員の資格要件を、当該マンションへの居住の有無に関わりなく区分所有者である
という点に着目して、「組合員」としているが、それぞれのマンションの実態に応じて、「○○マン
ションに現に居住する組合員」((注)旧規約における役員資格要件)とするなど、居住要件を加えるこ
とも考えられる。
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コメント(中野)
理事によることが認められない規約の規定となっている外部区分所有者の管理費を内部区分所有者の管理費より多く徴収
することの是非を問われた最高裁判決が関係している規定であると考えます。いずれにしても、マンションの実態に応じて、旧
規約のままでもよいし、新規約に合わせてもよいと考えます。要は、マンションでトラブルの原因とならないようにどちらでも、自
由に選択すればよいということのようです。

②

代理人の要件が撤廃
旧規約では、総会に出席できる代理人の範囲が「その組合員と同居する者、住戸を借りてい

る者、他の組合員」等、細かに規定されていましたが、新規約ではその範囲については管理組
合の裁量に任され、規約本文から削除されました。
旧規約第 46 条 5 項 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代
理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受け
た者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければなら
ない。
新規約

相当条文削除

コメント
組合員が代理人によって議決権を行使する場合の代理人の範囲について規約に定めてお
くことも考えられるが、その場合には、総会は管理組合の最高の意思決定機関であることを踏
まえ、組合員意思が総会に適切に反映されるよう、区分所有者の立場から利害関係が一致す
ると考えられる者に限定することが望ましい。また、総会の円滑な運営を図る観点から、代理
人の欠格事由として暴力団等を規約に定めておくことも考えられる。
コメント(中野)
代理人の資格については、民法又は区分所有法では特に制限が設けられていないので、今回の改訂で資格条項が削除さ
れました。たしかに、代理人による議決権行使は、法律で定められているものであり、管理組合が規約等によって認めないとす
ることはできません。しかし、あまりに無限定にしてしまうことは問題があるため、最小限の欠格事由として暴力団等を定めてお
くことは必要なことであると考えます。
コメント内で「区分所有者の立場から利害関係が一致すると考えられる者」との条件が付けられていますが、あまりに抽象的
で分かりにくいことから、パブリックコメントに対する国土交通省の考えの中で「具体的類型について、引き続き検討することとし
ます」と述べ、今後の課題としています。いずれにしても、管理組合独自に、区分所有者の同居している親族やの区分所有者
が直接に賃借している者などに限定した規定を設けておくことは許されると考えます。
【参照資料】
2011 年 10 月 1 日に東京都暴力団排除条例が施行
第 19 条(不動産の譲渡等における措置) 都内に所在する不動産(以下「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定
を含む。以下「譲渡等」という。)をする者は、当該譲渡等に係る契約を締結するに当たり、当該契約の相手方に対
し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めるものとする。
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2 不動産の譲渡等をする者は、当該譲渡等に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を
契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。
一 当該不動産を暴力団事務所の用に供し、又は第三者をして暴力団事務所の用に供させてはならないこと。
二 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明した場合には、当該不動産の譲渡等をした者は、
催告することなく当該不動産の譲渡等に係る契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができること。
第 20 条(不動産の譲渡等の代理又は媒介における措置) 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、自己が譲渡等の代
理又は媒介をする不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることの情を知って、当該不動産の譲渡等に係
る代理又は媒介をしないよう努めるものとする。
2 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をする者に対し、前条の規定の遵守に関し助言そ
の他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

③ 理事会の議決事項が追加
理事会の議決事項として、管理費等及び駐車場使用料等滞納の際の訴えの提起(54 条七号)、
会計年度開始後、総会で予算が承認されるまでの暫定予算を執行する場合の承認の段取り(54
条六号・58 条 3 項・4 項)が追加されました。

旧・新規約第 60 条(管理費等徴収)第 3 項 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関し
て、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追
行することができる。
新規約第 54 条(理事会議決事項)七号 第 60 条第 3 項に定める未納の管理費等及び使用料の
請求に関する訴訟その他法律的措置の追行
コメント(中野)
理事会の議決事項として、管理費等及び駐車場使用料等滞納の際の訴えの提起が追加されました。管理費等の滞納に対
する訴えの提起(60 条 3 項)を理事会で決議することは、旧規約においても可能と考えられていましたが、規約上の明記がなか
ったため、新規約では規約本文にて明定されました。

新規約第 54 条(理事会議決事項)六号 第 58 条第 3 項に定める承認または不承認
新規約第 58 条(収支予算の作成及び変更)3 項 理事長は、第 56 条に定める会計年度の開始後、
第１項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必
要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
一 第 27 条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、
第１項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経
費であって、第１項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認めら
れるもの
新規約第 58 条(収支予算の作成及び変更)4 項 理事長は、前項に定める支出を行ったときは、
第１項に定める収支予算案の承認を得るために開催された通常総会におい
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て、その内容を報告しなければならない。この場合において、当該支出は、そ
の他の収支予算とともに承認されたものとみなす
コメント(中野)
理事会の決議事項として、会計年度開始後、総会で予算が承認されるまでの暫定予算を執行する場合の段取りが追加され
ました。

④ 白紙委任状より議決権行使書の採用を
総会に参加できない組合員は通常、白紙委任状を理事長(議長)あてに提出することにより議
決権を行使しますが、議案に対する賛否を表明できる議決権行使書を導入することを進めるコメ
ントが追加されました。
新規約第 46 条コメント⑤ 書面による議決権の行使とは、総会には出席しないで、総会の開
催前に各議案ごとの賛否を記載した書面（いわゆる「議決権行使書」）
を総会の招集者に提出することである。他方、代理人による議決
権の行使とは、代理権を証する書面（いわゆる「委任状」）によって、組
合員本人から授権を受けた代理人が総会に出席して議決権を行
使することである。
このように、議決権行使書と委任状は、いずれも組合員本人が総
会に出席せずに議決権の行使をする方法であるが、議決権行使
書による場合は組合員自らが主体的に賛否の意思決定をするの
に対し、委任状による場合は賛否の意思決定を代理人に委ねると
いう点で性格が大きく異なるものである。組合員の意思を総会に直
接反映させる観点からは、議決権行使書によって組合員本人が自
ら賛否の意思表示をすることが望ましく、そのためには、総会の招
集の通知において議案の内容があらかじめなるべく明確に示され
ることが重要であることに留意が必要である。
新規約第 46 条コメント⑥ 代理人による議決権の行使として、誰を代理人とするかの記載のな
い委任状（いわゆる「白紙委任状」）が提出された場合には、当該委任状の効力や議決権行使上の
取扱いについてトラブルとなる場合があるため、そのようなトラブルを防止する観点から、例え
ば、委任状の様式等において、委任状を用いる場合には誰を代理人とするかについて主体的に
決定することが必要であること、適当な代理人がいない場合には代理人欄を空欄とせず議決権
行使書によって自ら賛否の意思表示をすることが必要であること等について記載しておくことが
考えられる。

インターネットサービスの利用の有無に関係なく一律にインターネット利用料金の支
払いを負担すべき規約は有効―広島地裁平成 24 年 11 月 14 日判決-【裁判所の判断】
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「インターネットサービスに係る物理的な LAN 配線機器等のインターネット設備そのものは、マン
ションの区分所有者の共用部分であるということができるから、その保守、管理に要する費用
は、マンションの資産価値の維持ないし保全に資するものであるということができるき、したがっ
て、その費用は各区分所有者が一律に負担すべきものである(一階の住人がエレベーターを使用しな
くても維持費の負担責任を負うとする理論と共通の価値観を感じます。…中野)。

これに対し、マンションの各戸に対してインターネットサービスを提供するために締結されたイン
ターネット接続回線契約やプロバイダ契約に基づき発生する費用は、A が主張するように、インタ
ーネットを実際に利用していない者にとって負担すべき根拠がないようにも思える。しかし、その
ようなサービスがマンション全戸に一律に提供されているということは、マンションの資産価値を
増す方向で反映されるから、これらに要する費用についても、マンションの資産価値の維持ない
し増大に資するものと言え、その観点からは、各区分所有者が、本件インターネットサービスの
利用の有無にかかわらず、その費用支出による利益を受けているといえる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
加えて、管理規約の「インターネット利用料金」は、月額 2,835 円であって、これにはインターネ
ット接続回線契約に要する費用だけではなく、マンションのインターネット設備の保守、管理に要
する費用も含まれていることからすれば、本件インターネットサービスを利用していない区分所
有者にとってみても、不相当に高額であるとはいえない。
これらの事情を総合すれば、本件インターネットサービスの利用の有無を考慮することなく一律
にインターネット利用料金の支払いを負担すべき旨規定している本件管理規約の規定は、区分
所有者間の利害の衡平が図られていない故に無効であるとまでは言えない。」(判時 2178 号４６頁)

コミュニティー関連
規約とコミュニティー
2004 年｢マンション標準管理規約｣(管理組合規約の標準的モデルとして国交省が定めていたもの)が改
正され、「第 2 節管理組合業務、第 32 条(業務)」の中に「15 地域コミュニティーにも配慮した居住
者間のコミュニティー形成」の項目が新たに加えられました。
管理組合業務の一つとして、コミュニティー形成に取組みことが推奨されるようになりました。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．67 or p．66「コミュニティーは自冶会の専売特許ではない」)

コミュニティーは自冶会の専売特許ではない--「実践

区分所有法 など」からの再録--

コミュニティーと聞くと、自冶会の専売特許のように思いがちです。確かに、コミュニティーが自
冶会の体制を補強する体制になっているようですが、自冶会の目的がコミュニティーなのではな
く、自冶会活動の結果として生まれた手段がコミュニティーなのだと考えます。
したがって、管理組合活動にコミュニティーが正当に役立つと考えられるならば、管理組合活
動として、正しく位置付けられるべきだと考えます。
自冶会というと町内会のイメージより、賃貸住宅団地の自冶会のイメージが強くあります。多く
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の団地自冶会は、賃貸住宅で生まれたように、当初の住宅政策から多くの賃貸住宅団地が生ま
れました。賃貸住宅団地自冶会は、分譲住宅の管理組合活動のように、その財産を管理すると
いった目的ではなく、地域に根ざしたその地域住民の生活要求の実現のために組織されたもの
だと考えます。
それらの団地の立地が交通不便な所にあったり、特定の交通機関を前提として構成されたり
したために、当初の自冶会活動の対象は、地域自治区(地方自治法第 202 条の 4)として、町内会的
な行政機関の連絡機関としての役割とともに、賃貸住宅という範囲に留まらず、生活環境状況改
善のための交通機関への交渉運動やバスなどの交通機関を新設させるための運動体として、
自冶会独自のさまざまな生活上の問題の解決などに取り組む役割が大きくあったのだと考えま
す。
町内会などは、地域単位の親睦会的団体で親睦・互助が目的と狭く理解されているようです
が、団地などで作られた自冶会は、役所との関係などでは町内会的な役割を果したり、自冶会
独自のさまざまな生活上の問題の解決などに取り組んだりすると共に、その自冶会活動の目的
のためにそれらの運動をスムーズに進めていくうえで、祭事・運動会などのレクリェーション活動
を通じて、住民の連帯意識の向上に努めていくことが大いなる効果があるとされたのだと考えま
す。
したがって、管理組合においても管理組合活動は財産保全の活動に狭く限定する必要はな
く、構成員が人である限り、建替え等を含めた財産保全のためにはコミュニティーを作り上げるこ
とが管理組合活動をより活性化させ、スムーズに進めていくためには大切な役割があると考えら
れるところから、予算的な裏づけのもとで、コミュニティーを作りあげる活動も管理組合活動の一
環として位置付けられるべきだと考えます。
そういった意味で、管理組合活動に何が必要なのかとの観点で、コミュニテイー等も取り入れ
るべきものであろうと考えます。したがって、団地などの自冶会活動の内容と、管理組合活動の
内容が重複する場合も多々あると考えます。
同様な位置づけで、自冶会などで主目的の一つとされている役所等との連絡業務なども、管
理組合活動の一つとして位置付けられてもよい(行政への働き掛けを含めて)と考えています。
ただ、組織体制としては、自冶会は、地域単位では町内会とも呼ばれています。地方自治法
の第２０２条の４に”地域自治区”があり、それが”町内会”に近いかもしれないと考えます。
法律的には、自治会、町内会という用語はなく、「地縁による団体」という言葉で地方自治法
（第２６０条の２第１項）などに規定されています。

また、活動内容が重複するものがあるとしても、自冶会あるいは町内会は、目的も構成員も異
なる組織であり、管理組合(法第 3 条の団体・法第 65 条の団体)とは異なり、自治会加入を強制するこ
ともできませんし、その組織の構成員になるか、脱退するかは個々人の自由な意思に任されて
います(法的根拠は、強制規定が無いということが通説)。したがって、本来、管理組合と自冶会は、別組
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織として考えるべきです。管理組合総会(集会)で自治会のことを決議しても無効です。
いずれにしても、コミュニティーは自冶会の専売特許なのではなく、コミュニティーとしての独自
の役割があるのだということを再認識しておくべきだと考えます。

「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」は、第 9 回目の検討会以降、成り
行き不明状態のまま 2 年が過ぎたことになる。
---｢村井忠夫のマンション管理ブログ｣９月５日号より--マンション標準管理規約は、2011 年７月に４度目の改訂が行なわれましたが、これまでの
改訂に比べると根本的な改訂点はなく、また規約本文自体の改訂もそれほど多くないとされ
ていました。
すなわち、４度目の改訂では多くの検討課題が先送りされ、それらの課題を解決するためと
思われるのですが、2012 年（平成 24 年）1 月に国交省が「マンションの新たな管理ルールに関
する検討会」(委員長はあの｢建替え決議｣について５分の４の特別決議だけで実施できる法改正を主導した
中心人物の一人福井秀夫氏)(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．483 or p．475｢建替え決議必要条件立法の
際の惨事の内容｣)という検討チームをスターとさせました。

そして、その主たるテーマが、「管理組合運営に専門家を活用する場合に対応した標準管
理規約の整備、管理組合のガバナンス強化、第三者管理の仕組み」などとなっていました。
しかし、2012 年 8 月 31 日第 9 回の議事録が 1 年後の 2013 年 8 月末にやっと公表されて
から、さらに、何の音沙汰もないままに、1 年が経過したことになります。現在に至るまで、国
土交通省からは何の公表もされていません。
個人的には、この検討会の委員長があの福井秀夫氏だと知っていらい、悪質な改正がされ
ないように願い、その経緯が気になっていながらも、忘れかけていたテーマでした。
そんな折、インターネット上の｢村井忠夫のマンション管理ブログ｣９月５日号が発行されまし
た。ふだんのだらだらした記述とは違い、この検討会に対する遠回しながらも批判的な見解を
示している興味ある記述でしたので転載してみました。

・・・・中野メモ

マンション管理検討会 とうとう休会満 2 周年・・・
2012 年 8 月 31 日第 9 回の議事録発表がほぼ１年後の昨年 8 月末。それから、また１年が過ぎ
て・・・
国交省が「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」という検討チームをスタートしたの
は東日本大震災の翌 2012 年（平成 24 年）1 月だった。2 年前のこの時に配布された会議資料の中
には「現在のストック戸数は約 571 万戸（平成 22 年末時点）・・・国民の 1 割以上（約 1,400 万人）が居
住」という言葉が出てくる。
国交省はずいぶん前からマンション管理について各種各様の検討チームを作ってきたが、
2012 年に発足したこの検討会では顔ぶれがまったく一新した。
それまでおなじみだったメンバーがすべて変わったからだ。よく言えば新進気鋭、正直に言うと
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マンションの現状をどのくらい知っているのか少し気になるような顔ぶれだった。
そこを考えたのかどうか、5 名の正規委員のほかに専門委員としてマンションの実情を熟知し
たメンバーとマンション関連機関関係者を合わせた 10 名近い人たちが、オブザーバーとして検討
会に入ることとなった。オブザーバーの方が多いというのも異例な感じではあるが・・・。
こうした体制で取り組む主な課題は「管理組合運営に専門家を活用する場合に対応した標準
管理規約の整備、管理組合のガバナンス強化、第三者管理の仕組み」などとなっていた。第三
者管理はともかくとして、何十年も前から管理組合の実情に関わり続けてきた人間には長年に
わたって繰り返されてきた法律談義重点の方向とは大きく変わりそうな感じで、そこに新鮮さも感
じたし、大きな期待もあった。
☆
だが、その期待は間もなく理解しにくい経過をたどることになった。きちんと毎月 1 回開かれて
いた検討会は何回目だかに、いったいどこまでマンションの実情がわかっているのかどうか・・・
という感じの意見が一部の委員から出て、議論がややこしくなってきたらしい。この話を聞いた時
は、発足時に浮かんだかすかな予感がやはり・・・という感じで的中したような気分だった。
そのせいかどうか、毎月 1 回のペースが 7 月は 2 回の開催となり、続く 8 月は 1 回に戻ったも
のの月末の開催になった。どうやら相変わらずまたもめたようだ…という話が、またそこはかとな
く伝わってきた。
しかし、おぼろげでも様子が少しずつ分かったのは、そのあたりまでだった。その後のことは誰
に聞いてもまったくわからないまま、ほぼ 1 年近くが過ぎた。
昨年 8 月末、1 年前の 8 月 29 日の検討会議事録がやっと公表された。それから 2 カ月後の 10
月、全管連や専門委員から検討会の運営について再検討を求める意見が出たという話も伝わっ
てきた。
ここまでくれば、いずれにせよ、そのうち何か説明があるだろうし、動きもあるだろうと思った。だ
が、その後の 1 年は、もうまったく何もわからないままに過ぎて、今年も 9 月になった。第 9 回目
の検討会から成り行き不明状態のまま 2 年が過ぎたことになる。
何より気になる標準管理規約の改正は いったい どうなった？改正の検討は中止か、それと
も継続か。継続ならゴールはいつ頃？
正直に書くが、こんな状態で 2 年が過ぎた検討会に期待する気持ちは、もはや薄らいだ。活動
状態がまったくわからないという状態は、存在していないのと同じだからである。
しかし、当初にはっきりと宣明されていた標準管理規約の改正については、2 年が過ぎた今も、
なおきちんとした説明を待ち続けたいと思う。
このブログでもたびたび書いてきたが、難解きわまる法律の理屈に不慣れな管理組合にとって
は、不十分とはいえ、いくらかでも具体的なことを述べている標準管理規約とそのコメントが事実
上大きな拠り所となってきたからだ。法律の言葉さえおぼつかない人が理事になっても、標準管
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理規約の考え方を理解すれば管理組合の運営はどうにかなる。管理組合の運営経験がない弁
護士やマンション管理士でも、標準管理規約を使いさえすればどうにか理屈を語れる。
そういう現実的な意味を持った標準管理規約に改正すべき検討点が並ぶ状態になったからこ
そ、国費を使って標準管理規約改正を目指す検討会を発足したのではなかったか。
だから、検討会がきちんと活動して、いつの日にか標準管理規約が改正されれば、大半のマ
ンションでは管理規約も改正される。新しく売り出されるマンションも改正された管理規約を示し
て売り出される。
逆に言えば、検討会が活動しなくなって 2 年前に宣言された標準管理規約の改正がゴールし
ないと、直すべき点が直らないまま、未改正の標準管理規約が課題を抱えたままになってしま
う。
だから、2 年たって依然として標準管理規約の改正がいったいどうなっているのか、今、その点
を知りたい。実情不明な状態を我慢しながら待ち続けているのだ。改正すべき点がこじれないよ
うに心配しながら、ひたすら待ち続けているのだ。
☆
2 年前、検討会発足を公表した国交省の発表文は冒頭で「マンションの新たな管理ルールのあり
方について」と述べたあと、次のような言葉を連ねている。
《実態を把握》《諸課題を整理》《制度化の必要性》・・・
休会満 2 周年の秋 9 月。このメッセージ実現の知らせを信じてひたすら待っているのだが・・・。

村井忠夫のマンション管理ブログ
2015.03.15 Sunday
このブログは、すでに皆さんにお知らせしたつもりでしたが勘違いでした(何人かの方にお知らせし
ただけだったようです)。国土交通省とは異なり総務省ではコミュニティーの重要性について講演

会を開いたとも聞きます。この会の委員長の福井秀夫氏のことについては「実践区分所有法
など」p．483

or p．475「建替え決議必要条件の際の参事の内容」で紹介しています。

2 年半ぶりでメンバーも変わって再開のマンション管理検討会、たった 1 か月で結論を出すと
は・・・・
さんざん揉めた時のメンバーも変わって２年半も前の課題がたった１カ月でまとまる？！？！
国土交通省の「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」。マンションごとの管理規約の
モデルにあたる標準管理規約の改正を目標としたこの検討会は 2012 年（平成 24 年）の 1 月に
スタートして、始めのうちは 8 月まできちんと開かれていた。
もっともメンバーが長く続いてきた今までのマンション管理検討チームの顔ぶれから一新したた
めか、あっと驚くような考え方が出たり、意見の開きが大きかったりして、なかなか議論がまとま
らないらしい様子は春先あたりから聞いてはいたが…。 そのためかどうか、7 月には月 1 回のペ
ースでは足りなくなったのか 2 回開かれたし、さらに 8 月は月末ぎりぎりの開催となった。
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それだけに 2012 年 8 月 29 日に開かれた会議の様子を特に知りたくて議事録の発表を待って
いたが、これが一向に発表されなくて、やっとわかったのがちょうど１年後の 2013 年 8 月だった。
国費で開かれる公式会合の議事録の発表がこんなに遅れたというのは、あまり聞いたことがな
い。
いささか呆れて、2013 年 9 月 5 日付のブログにいささかの感想を書いた。
しかし、この時は単に議事録が発表されただけで、肝心の検討会は 2012 年 9 月以降はまったく
開かれないままだった。それからまったく事情不明のまま１年以上が過ぎ、いったい標準管理規
約の改正はどうなってしまったのだろうかといつも気になっていた。
何より気になったのは、マンションの管理をめぐるルールを説明したり語ったりするときに、事実
上かなり影響力の大きい標準管理規約が改正されるという方向だけが公式に示されていなが
ら、肝心の改正の内容が固まるのがいったいいつになるのか何一つ情報が示されないままだっ
たことだ。
こうして、何がどうなっているのかまるで状況がわからないまま 2 年以上が過ぎた今年になっ
て、ようやくこの検討会が 2 月 26 日に再開されることになった。
いろいろ感想はあるが、それは我慢しよう。ともかく、まずは再開されてよかった、と一旦は、思
った。
☆
ところが、その再開された時の様子が、いったいどうだったのか、まったくわからない。こうした
マンション管理関連の検討会は一般の新聞もテレビもまったく取り上げないから、事情がわから
ない。長い休会に入る前の段階でこの検討会にオブザーバーとして出ていた人たちもどうしてか
今度の再開された検討会のメンバーからは外されているので、こうした人々にも事情はわからな
いらしい。
☆
何もわからないうちに 3 月に入って届いたマンション管理新聞の 3 月 5 日号を見て驚いた。こ
の新聞 1 面の記事に、以下のような見出しがあったからだ。まさか、と思った。 《『コミュニティー
条項』は削除／国交省 2 年半振り「管理ルール検討会」／3 月末には終了見込み》
☆
記事によれば、次回 3 月 27 日前後の会合で報告書をまとめて終わるらしい。2 年半の休会が
いったいなぜだったのかは依然としてわからないままだ。2 年前に意見が分かれたコミュニティの
ことがあっさり削除されることになったのは、いったいなぜなのか。外部の専門家なるものを活用
することももう決まっているらしいが、専門家というのは、いったいマンションのどんなジャンルの
専門家なのか。2 年以上過ぎて検討の当事者が変わった状態で意見の食い違いがまとまるなん
て…
わからないことづくめだが、せめて何か手がかりはないかと思って国交省のサイトを探していた
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ら、この検討会の開催状況を知らせた箇所で、この間の 2 月 26 日に開催された検討会の資料を
見つけた。
さっそく目を通してみた。「（参考）主な論点ごとの考え方の整理」と題されたこの資料は 55 ペー
ジもある。冒頭に《各委員の意見等を基に事務局で整理した》とあるが、かなり読みづらい。
一番わかりにくいのは、肝心の管理組合という組織の具体的なイメージがさっぱり浮かび上が
ってこない点だ。「管理組合は区分所有者から構成される財産管理団体であり、…役員はマンシ
ョン》全体の財産管理の適切なあり方を大所高所から検討し執行する…」などという古くからの言
い方もあるのに、後の方では「災害対策」とか「安全確保」とかいうリアルな問題が出てくる。
財産管理を重視するなら集合住宅であるマンションが生活の場となる建物の機能は、基本的
にホテルやビルと変わらないことになってしまう。ホテルやビルとは異なる視点でコミュニティの
問題をめぐる意見が大きく語られる理由もこれではわけがわからなくなってしまう。
大所高所・・・とかいう言い方をしても、結局のところ財産管理という個人レベルの経済的側面
だけが重視されて大勢の人が生活条件を共有しながらいっしょに住むという組織レベルの側面
は視野から外れてしまう。安全とか防災とかいう問題はマンション管理の課題としては認識され
ないのか。高齢化とか単身世帯の増加といった個人レベルの生活面の問題が語られても、それ
は制度上の検討課題とはならないのか。
不可解で奇異な感じは、依然として消えない。
管理組合でこんなことがあったら収拾がつかなくなる！マンションの管理よりも検討体制の管理
の方が先決！
もしも管理組合で検討事項のまとめ方をこんな不可解なやり方で進めたら、間違いなく収拾が
つかなくなる。管理組合運営の事実上の中枢となる役員は任期が 1 年しかないから意見が分か
れるような問題があれば必ず任期中にまとめなければならない。意見の違いがあれば、なぜ違
うのかを忍耐強く根気よく話し合い続けて、誰にでも説明できるようにしなければならない。
それができなければ、間違いなく未解決のままの問題が翌年以降もあとをひく。答えが出ない
ままの問題は年数が経つほどにわかりにくくなっていくから、最後には肝心の管理組合という組
織そのものの運営が難しくなる。
厄介だが無視できないそうした問題の取り組み方について標準管理規約などには一言半句も
出てこないが、管理組合の運営に苦労した人なら、このことを誰でも知っている。
検討会の委員たちは、もしかするとこのことを知らないのではないかという気がする。それなら
ば、マンション管理よりも意見のまとまりにくい課題の検討体制の管理の方が取り組むべきテー
マになるのではないか。
☆
こんな状態でまとめられようとしている標準管理規約。果たして標準の名に値する内容のもの
になるのだろうか。
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「管理ルールに関する検討会」の情報開示方法が不自然と感じるのは考えすぎです
か
いつからか、国土交通省ホームページの報道発表資料にいったん掲載されていた、「第１１回
マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の当日配布資料が掲載されなくなりました。現
在掲載されているのは、2015/03/24 「第 11 回マンションの新たな管理ルールに関する検討会
の開催について」だけです。
かれこれ 2 年半近くも休止していた検討会が突然に開催されて 2 回目で終了。パブリックコメ
ントを 5 月中に実施とされているようですが、以前には、国土交通省ホームページに第 11 回検討
会の開催結果としてのレポートとその＜当日配布資料＞なども掲載されていたのですが、現在
は掲載されていません。すなわち、現在掲載されているのは、開催予定の連絡だけだということ
です。
マンション標準管理規約からコミュニティー条項などの削除などが提案されているようですが、
情報開示の方法に何か不自然なものを感じます。考えすぎでしょうか。
そこで、以前公表されていた第１１回検討会の＜当日配布資料＞をインターネットで検索して
みました。以下は、その検索方法です。
「第１１回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で検索
「住宅：マンションの新たな管理ルールに関する検討会について - 国土交通省」を開く。
「第１１回検討会（平成 27 年 3 月 27 日開催）

資 料

」を検索

＜当日配布資料＞を確認して開く。
(追) ホームページの「住宅・建築_国土交通省」【新着情報】で「マンションの新たな管理ルール
に関する検討会について（2015 年 5 月 8 日）」が表示されました。開催日時は 3/27 ですから、掲
載日時（2015 年 5 月 8 日）はだいぶずれ込んでいますが、内容は以前掲載されていたものと基本的
には同じです(基本的とした理由は、以前は議事録が掲載されていましたが、現在は掲載されていないからで
す。・・・その後、5/11 現在は議事録も掲載されています。掲載内容に何か一貫性がありませんね)。ただし、3 月

27 日の議事録は「1 第 11 回マンションの新たな管理ルールに関する検討会 ... - 国土交通省」
で確認できます。いずれにしろ、取り越し苦労だったようです。

コミュニティー関連の判例について
インターネットの「自治会費徴収方法東京高裁の判決」で検索すると、「コミュニティの意義に関
するマンション学会の多数意見 - 一般社団法人」が出てきます。その中の【参考資料 4】の中
に、簡裁と高裁の判例の説明があります。これは、一般社団法人マンション学会の物ですが、第
9 回の委員会(2 年半前)で問題となった、コミュニティ―条項削除についての反対意見として掲載さ
れたものです。
同じ個所に、「自治会の上乗せ募金寄付無効判決（高裁）平成 20 年 4 月 3 日最高裁確定 ...」
があります。ここには、最高裁の判例が出ているようです。いずれも判例集未掲載のようですの
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で、公式の裁判判例集では検索できないと思われます。
自治会費の納入を認めた判決について「board - マンション 110 番-福管連」において、委員会
改正委員会の引用判例は管理費から自治会費の徴収を認めない判例だけを引用しています
が、 東京高裁 24.5.24 判決のように、管理組合が町内会費の支払いを認めている判例等、 反
対例も引用すべきとの見解を述べています。
※「NPO 法人全国マンション管理連合会」を検索すると国土・交通省の規約改正委員会と反対の
意見であるの「総務省による５月１２日、『都市部におけるコミュニティの発展方策に関する研究
会』（座長 河合克義・明治学院大学社会学部教授）が２４年―２５年度、継続していた『都市部
におけるコミュニティの発展方策に関する研究会」の報告書を発表した。』 したとして、その内容
が検索できるようになっています。なおこのホームページでは、ちかじか当団体としての見解発
表があることを予告するとともに、以前お知らせしましたが、規約改正委員会に反対する 6 団体
の見解が公表されています。

規約改正で参考にすべきは「マンション標準管理規約」だけではないようです
規約改正などの際に参考にすべき資料として国土交通省の「マンション標準管理規約」が取り
上げられる場合が多いようですが、全国マンション管理組合連合会(全管連)の物も参考にしたい
ものです。他にも、旧住宅公団分譲団地管理規約もあり、現在も使われている場合があるようで
すが、議長の選任方法が標準管理規約では、理事長が議長を務めるとなっていますが、公団型
では集会に出席したものから選ぶとなっている特徴があるようです(区分所有法上はどちらの方法も
許されています。法第 41 条)。

いずれにしても、国土交通省の「マンション標準管理規約」は、区分所有法や民法の規定など
から逸脱しておらず、区分所有法の確認規定などもたくさん含んでいるなどの点からも、おおい
に規約作成のための参考資料として位置づけられてしかるべきですが、法的な強制力を持つも
のではなく、あくまでも、「参考資料」です。
「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で予定されている規約改正案に一抹の不
安もあり、実際に規約改正を検討する際には、国土交通省の「マンション標準管理規約」以外の
規約も参考にするべきかもしれません。
ちなみに、全国マンション管理組合連合会(全管連)の規約は、2004 年に作成されたもので、い
まだ広く普及しているとは言えないようですが、管理組合団体の立場から見ればこうなります、と
いう内容になっています。また、用語の定義、議決権を管理組合側に立った立場で、解釈してい
るなどの特色があるようです。作成当時、管理規約はこうあるべきだ、とマンション管理組合の理
事長などを経験した理事たちが集まって議論しながら作成したのであると紹介されています。管
理組合から考えた管理規約とはどんなものか、を理解する一助になるかもしれません。インター
ネットで「全管連標準管理規約」で検索すると規約全文が確認できます。
なお、旧住宅公団分譲団地管理規約を知るには、インターネットで現在も団地管理規約を使
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用している管理組合を探すことでたどりつけるかもしれません。
全管連標準管理規約 非会員価格:2,500 円(税込み・送料別)
NPO 法人全国マンション管理組合連合会
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-20 製麺会館 3F
TEL：03-5256-1241／FAX：03-5256-1243
E-mail：info@zenkanren.org
※ 「改訂新版 管理組合法人設立の手引き～法人管理規約モデル付～」発行 財団法人 マンシ
ョン管理センター 1,500-＋税もあります。

(追-1) 全国マンション管理組合連合会ホームページより転載

2015/5/8

国交省の「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」は、３月２７日に、報告書案を発表
しましたが、報告書案に対して、さまざまな疑問、反論がマンション関連団体からだされています
が、全管連では、参加１８団体に呼びかけ、意見を求めました。５月３日までに、５団体に所属す
る会長、理事などから反論、批判、注文などが寄せられました。各団体とも理事会で意見を集約
する時間がとられていないなどの事情で、個人の意見という形です。長文の意見、短いコメント等
スタイルは様々ですが、順次掲載してゆきます。国交省は、連休明けにもパブリックコメントを実
施しますが、これに対しては、全管連の見解として、別途、公表する予定です。
（事務局長・川上湛永）

(追-2)
2015/5/12 現在、全国マンション管理組合連合会ホームページで、下記のように 6 つの団体の
会長、理事などから反論、批判、注文が掲載されています。
１）日住協の意見、２）神管ネットの意見、３）道管連の意見、４）沖縄管連の意見、５）奈良管連の
意見１、 奈良管連の意見２、６）県福管連の意見
(参照:「実践 区分所有法

など」p．67 or p．66「コミュニティーは自冶会の専売特許ではない」、別冊 p.102「管理

組合と自治会一体化への共鳴できる提案」、別冊 p．109「地域自治会、地縁による団体」、別冊 p．389「規約とコミ
ュニティー」)

細則について
相対的規約事項は、使用細則で決めることも許されます。
規約の対象となる事項には、規約によらなければ定めることができない事項(絶対的規約事項)と
規約以外の方法(集会の決議)によって定めても効力を生じますが建物等の管理・使用をより円滑
に行うためにあらかじめ規約として定める事項(相対的規約事項)とがあります。
共用部分、敷地等の管理・使用につい規約以外によって定める場合にその定めを「使用細則」
と呼ぶことが多いですが、その他「協定」、「細則」、「規則」等さまざまな名称が付されています。
相対的規約事項については、使用細則等で定めることが認められています。
その際、使用細則等の名称が付されていても、特別決議で定められている場合や規約として
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定める旨が明らかにされている場合には、区分所有法の規約に関する規定(法第 30 条～第 33 条)
に従います。
相対的規約事項とされている条文には、①先取特権の目的たる債権の範囲(法第 7 条 1 項)、②
管理者または管理組合法人が区分所有者のために訴訟の当事者となること(法第 26 条 4 項、法第
47 条 8 項)、③管理者がいない場合の規約・議事録等の保管者(法第 33 条 1、法第 42 条 5 項、法第 45
条 4 項)、④電磁的方法による議決権の行使(法第 39 条 3 項)、⑤管理組合法人の代表理事または

共同代表の定め(法第 49 条 5 項)といったものがあります。(「マンション法案内」p．112)
(参照：「実践区分所有法 など」p．385 or p．381「区分所有法と「規約」との関係について」)

細則は何故過半数決議でよいのか。
細則とは、規則で決めたことについての，さらにこまかい規則。とされています。すなわち、細
則とは、規約の補助的な規定ともいえると考えます。
そして規約については、法第３１条１項において、「規約の設定、変更又は廃止は、区分所有
者および議決権の各 4 分の 3 以上の多数による集会の決議によってする。この場合において、
規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、そ
の承諾を得なければならない。」とされているため、「区分所有者および議決権の各 4 分の 3 以
上の多数による集会の決議」が必要ですが、この法律又は規約で別段の定めがされていない細
則については、法第 39 条（議事）1 項の「集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない
限り、区分所有者および議決権の各過半数で決する。」により、「区分所有者および議決権の各
過半数」で決議できます。
そして、集会で決議された細則は、規約と同様に、区分所有者(住戸所有者)や相続、法人の合併
等によって区分所有者(住戸所有者)の権利・義務を一括して承継取得した者(包括承継人)は当然とし
て、区分所有者(住戸所有者)の区分所有権(住戸所有権)等の権利・義務を譲渡(売買等)にもとづいて取
得した者(特定承継人)は、全面的に守る義務を負います(法第 46 条 1 項)。
また、占有者(賃借人等を含む)は、使用方法に限って、「分譲建物(分譲マンョンを含む)」またはその
共有の敷地および共有の分譲建物(分譲マンョンを含む)附属の建物と分譲建物(分譲マンョンを含む)の附
属物(これらに関する準共有の権利を含む)について区分所有者(住戸所有者)が集会(総会)の決議に基づ
いて負う義務と同一の義務を負います(法第 46 条 2 項)。
したがって、規約も細則も拘束力には変わりがありませんが、そのテーマの重要性から決議
の重・軽の差が設けられているともいえますので、規約と細則の役割の違いを、特に、規約は原
則的なテーマ・細則はその補足的なテーマといった役割の違いを明確にして決議方法を選択す
る必要があると考えます。

規約改正への提案
区分所有者 (住戸所有者)の瑕疵担保責任や不法行為責任の追求の手段について
補強する参考資料の紹介
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P．417 ページ or P．414 ページに記述した「損害賠償請求権の譲り渡し(無償でも可)の提案」で記
述した「分譲時の買主であった区分所有者(住戸所有者)からその区分所有権を譲渡され特定承継
人となっている現在の区分所有者(住戸所有者)の瑕疵担保責任や不法行為責任の追求の手段に
ついて補強する参考資料として「新・マンション管理の実務と法律」斉藤広子／篠原みち子／鎌
野邦樹 [著] 日本加除出版株式会社 2,800-(税抜き)p185 があります。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．418 or p．414「損害賠償請求権の譲り渡し《無償でも可》の提案」)

損害賠償請求権を管理者に譲り渡す件について
---「Jurist NO．1225 2002・6・15 号」の折田泰宏氏の論文--｢実践 区分所有法 など」p．418 の「損害賠償請求権の譲り渡し(無償でも可)の提案｣で述べた
｢特定承継人にはない、瑕疵による損害賠償請求権｣について、2002 年改正区分所有法の忘れ
られた規定の問題点の一つとして、「Jurist NO．1225 2002・6・15 号」の折田泰宏氏の論文 p．15
で以下のように記述されていました。
｢分譲契約時から転売により区分所有者の変更が生じた場合は、契約に基づく瑕疵担保責任
による損害賠償請求について、現在の区分所有者(特定承継人等・・・注

中野)には管理者が代理す

べき請求権がないということになることである。
瑕疵担保による損害賠償請求権は、売買・贈与等とともに特定承継人が引き継ぐことを法制
化しておく必要がある。ただし、これは区分所有法特有の問題ではなく、民法一般の問題であ
り、今後、欠陥住宅の PL(製造物責任法・・・注

中野)の問題として実現に取組む必要がある。｣

(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．418 or p．414 「損害賠償請求権の譲り渡し《無償でも可》の提案」)

議題要領事前配布についての会社法の規定
会社法第 301 条（株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等）： 取締役は、第 298 条第 1 項第
三号に掲げる事項を定めた場合には、第 299 条第 1 項の通知に際して、法務省
令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事
項を記載した書類（以下この款において「株主総会参考書類」という。）及び株主が議決
権を行使するための書面（以下この款において「議決権行使書面」という。）を交付しな
ければならない。
第 298 条第（株主総会の招集の決定）1 項三号： 株主総会に出席しない株
主が書面によって議決権を行使することができることとする
ときは、その旨
第 299 条第（株主総会の招集の通知）1 項： 株主総会を招集するには、取締
役は、株主総会の日の二週間（前条第 1 項第三号又は第四号に
掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、
一週間《当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場
合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期
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間》） 前までに、株主に対してその通知を発しなければならな

い。
２ 取締役は、第 299 条第 3 項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法によ
る通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使
書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提
供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該
株主に交付しなければならない。
会社法第 302 条 取締役は、第 298 条第 1 項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第 299
条第 1 項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主
総会参考書類を交付しなければならない。
第 298 条第 1 項第四号： 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によ
って議決権を行使することができることとするときは、そ
の旨
２ 取締役は、第 299 条第 3 項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法に
よる通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類の交付に代え
て、当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供するこ
とができる。ただし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株
主に交付しなければならない。
第 299 条第 3 項： 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政
令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により
通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、
同項の書面による通知を発したものとみなす。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．416 or p．412 ｢書面《紙》やインターネット《電磁的方法》による議決権《表決
権》行使《書面投票》が許されている場合、全ての議題《議案を含む》要領の事前配布が適当です)

賃借人等(占有者)に議決権を認める規約の提案
賃借人が管理組合の集会に出席できる場合であっても、区分所有者ではない以上、議決権
は有していない。どうしても、賃借人たる占有者に議決権を行使させたければ、区分所有者の代
理人として行使することは可能かもしれない。しかし、このような考え方は、賃借人が多数存在す
るようになってきた最近のマンション事情に相応しない。それゆえ、当初の規約で、賃借人たる占
有者にも議決権を認める特約の効力を認めるべきであるし、規約にその旨の特約がない場合で
も、大規模修繕とか建替えなどの建物・土地の価値に大きく影響を及ぼすものを除いて、区分所
有者の集会決議の過半数の賛成があれば、賃借人に議決権への参加を認めていいのではない
かと考える。(｢これからのマンションと法｣p．506)
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．419 or p．415 「意見陳述権を持つ賃借人等《占有者》には、議決権《表決権》
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を与えるべきではないでしょうか」)

貴管理組合規約の最終改訂日は、平成 16(2004)年 1 月以前ですか以後ですか
--現在の規約が 2002 年改正区分所有法と適合しているかのチェックのポイント--区分所有法第 2 回改正は、平成 14(2002)年 12 月 11 日に公布され、平成 15(2003)年 6 月 1 日
に施行されました。そして、この改正に合わせたマンション標準管理規約の改正(第 3 回)は、平成
16(2004)年 1 月に公表されました。さらに第 4 回マンション標準管理規約の改正は、平成 23(2011)
年 7 月に行われました。
区分所有法第 2 回改正では、以下の項目も改正あるいは新設されています。現在の規約が
2002 年改正区分所有法と適合しているかのチェックのポイントとなると考えます。
※大規模修繕工事が普通決議で実施できるようになっていますか
区分所有法第 2 回改正前では、特別決議が必要な「変更」の定義が、「改良を目的とし、か
つ、著しく多額の費用を用しないものを除く。」とされていたため、「改良」を目的とした修繕工事で
あっても、大規模であるために工事費が多額になるような場合には、特別決議が必要な「変更」
とされていました。
それが、区分所有法第 2 回改正で「変更」の定義が、「その形状又は効用の著しい変更を伴わ
ないものを除く。」と変更されました。すなわち、「多額の費用」が削除され、「その形状又は効用
の著しい変更を伴うもの」が「変更」であるとなったのです。
結果としては、「変更」の範囲が「その形状又は効用の著しい変更を伴うもの」であれば全てが
対象となるため、「改良工事」以外も広く「変更」の対象となりましたが、結果としては、工事費が
多額になるような大規模修繕工事でも、「その形状又は効用の著しい変更を伴うもの」でない限
り「変更」ではないとされたのです。
したがって、大規模修繕工事のほとんどが、普通決議でよいことになったのです。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．337 or p．333｢『変更』の定義改正後の大規模修繕の決議必要条件は、特別
決議か普通決議か―「本条に反する規約の定め(決まり)は効力(ききめ)を失う」の記述の間違い―」、p．341 or p．
337｢変更の定義は、『形状又は効用(つかいみち)のいずれかの著しい変更』が該当するのでは?---『又は』は、似
通った二つ以上の事柄のうち、いずれかを選ぶときに用いる用語---)

区分所有法第 1 回改正(1983 年改正区分所有

区分所有法第 2 回改正(2002 年改正区分所有

法)

法)

第 17 条（共用部分の変更）1 項 共用部分の変

第 17 条（共用部分の変更）1 項 共用部分の変

更（改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を用し

更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの

ないものを除く。）は、区分所有者及び議決権の

を除く。）は、区分所有者及び議決権の各四分

各四分の三以上の多数による集会の決議で

の三以上の多数による集会の決議で決す

決する。ただし、この区分所有者の定数は、

る。ただし、この区分所有者の定数は、規約

規約でその過半数まで減ずることができる。

でその過半数まで減ずることができる。
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※1983 年法の変更の定義＝ 改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除
く。＝改良を含む多額の費用を要するもの
※2002 年法の変更の定義＝ その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。＝そ
の形状又は効用の著しい変更を伴うもの
大規模修繕等は、規約で定めることによって普通決議でできるようになりました。
2002 年改正法は、大規模修繕等について一般に多額の費用を要することから、これまでは
軽微変更とはされなかった点を立法上改める事とし、軽微変更から費用の要件を取り除くこと
によって、大規模修繕等を法律上は軽微変更に含ませることとしました。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．102 or p．100〔補足〕第 17 条 1 項の内容 訳・説)

※団地規約で団地内建物の建替えの規定がありますか
区分所有法第 2 回改正で初めて、団地内建物の個別の建替えや一括建替えの規定が定めら
れました(法第 69 条・70 条)。また、単棟型の建物についての復旧工事での買取指定者の新設や建
替えについてもその条件が大幅に変わりました(法第 62 条)が、特に、団地内建物・単棟型の建物
建替え条件共通の物として、「説明会の開催」が義務付けられました(法第 62 条 6 項・70 条 4 項)。
したがって、1983 年改正区分所有法をベースに作成された 1997 年 2 月 8 日に建設省から
発表された「中高層共同住宅標準管理規約」には、団地における建替えの規定は含まれていな
かったのです。そのために、2002 年改正区分所有法施行前の団地管理規約には、建替えの規
定そのものがない場合が多くあります。
ただし、団地内での建替えについては、規約の規定がなくても、強行規定として定められてい
る法第 69 条の「団地内の建物の建替え承認決議」や同じく強行規定として定められている法第
70 条の「団地内の建物の一括建替え決議」の規定通り進めなくてはなりません。
しかし、管理組合の業務としての「建物の建替えに係る合意形成に必要となる調査に関する
業務」(標準管理規約《団地型》第 34 条四号)やそのための議決事項である「建物の建替えに係る計画
の又は設計等の経費のための団地修繕積立金又は各棟の修繕積立金の取崩し」(標準管理規約
《団地型》第 50 条七号などは、規約で定めておかなくては、支出根拠がないことになります。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．544 or p．536｢団地規約の承認決議において、『決議』ではなく『同意』とさ
れる意味」、p．551 or p．543｢承認決議実施団地は、少なくとも一棟は号棟分譲建物《分譲マンションを含む》の場合
が前提です｣)

2002 年改正(第 2 回改正)区分所有法で新設された建替えに関する団地関係の条文
法第 69 条（団地内の建物の建替え承認決議） 一団地内にある数棟の建物（以下この条及び次
条において「団地内建物」という。）の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地

内の特定の建物 （以下この条において「特定建物」という。）の所在する土地 （これに関する権利を含
む。）が当該団地内建物の第 65 条に規定する団地建物所有者（以下この条において単に「団地建
物所有者」という。）の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ
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当該各号に定める要件に該当する場合であって当該土地（これに関する権利を含む。）の共有者
である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される同条に規定する団体又は団地管理
組合法人の集会において議決権の 4 分の 3 以上の多数による承認の決議（以下「建替え承認決
議」という。）を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、か

つ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地（当該団地内建物の団
地建物所有者の共有に属するものに限る。）に新たに建物を建築することができる。

一 当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有
者の全員の同意があること。
二 当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があ
ること。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．546 or p．538〔補足 1〕第 69 条 1 項の内容 訳・説)

２ 前項の集会における各団地建物所有者の議決権は、第 66 条において準用する第 38 条の
規定にかかわらず、第 66 条において準用する第 30 条第 1 項の規約に別段の定めがある場
合であっても、当該特定建物の所在する土地（これに関する権利を含む。）の持分の割合によるも
のとする。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．519 or p．511〔補足 3〕第 69 条 2 項の内容 訳・説)

３ 第 1 項各号に定める要件に該当する場合における当該特定建物の団地建物所有者は、
建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみな
す。
ただし、同項第一号に規定する場合において、当該特定建物の区分所有者が団地内建物
のうち当該特定建物以外の建物の敷地利用権に基づいて有する議決権の行使については、
この限りでない。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．552 or p．544〔補足 2〕第 69 条 3 項の内容 訳・説)

４ 第 1 項の集会を招集するときは、第 66 条において準用する第 35 条第 1 項の通知は、同
項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも 2 カ月前に、同条第 5 項に規定する議
案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概要（当該建物の当該団地内における位置を含
む。）をも示して発しなければならない。

ただし、この期間は、第 66 条において準用する第 30 条第 1 項の規約で伸長することができ
る。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．554 or p．546〔補足 1〕第 69 条 4 項の内容 訳・説)

５ 第 1 項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物（以下
この項において「当該他の建物」という。）の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に

掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成していると
きに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。
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一 当該他の建物が専有部分のある建物である場合 第 1 項の集会において当該他の建
物の区分所有者全員の議決権の 4 分の 3 以上の議決権を有する区分所有者
二 当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 当該他の建物の所有者
(参照：「実践 区分所有法 など」p．554 or p．546〔補足〕第 69 条 5 項の内容 訳・説)

６ 第 1 項の場合において、当該特定建物が二以上あるときは、当該二以上の特定建物の団
地建物所有者は、各特定建物の団地建物所有者の合意により、当該二以上の特定建物の建
替えについて一括して建替え承認決議に付することができる。
７ 前項の場合において、当該特定建物が専有部分のある建物であるときは、当該特定建物
の建替えを会議の目的とする第 62 条第 1 項の集会において、当該特定建物の区分所有者及
び議決権の各 5 分の 4 以上の多数で、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して建
替え承認決議に付する旨の決議をすることができる。
この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物の団地建物所有者（区分所有
者に限る。）の前項に規定する合意があつたものとみなす。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．556 or p．548〔補足〕第 69 条 7 項の内容 訳・説)

コメント
2002 年法で全文新設されました。
※ 1995 年の阪神・淡路大震災後の団地内建物の復興の過程で問題とされ、また、老朽化を
迎える団地において問題とされ新設されました。
※ 1983 年法では、団地内の各棟の建物の建替えについて特段の規定が置かれていません
でした。このため、敷地の利用に関しては、民法の一般原則に従うことになります。共有土
地上の建物の建替えは共有物の変更に当たると解されますので、共有者全員、すなわち、
建替えを実施する建物以外の建物(区分所有者)については、その全員の同意が必要となり、
建替えの実施がきわめて困難なものになっていました。一方、民法の一般原則に従って共
有土地上の建物の建替えを共有物の変更にあたるとして土地共有者全員の同意を必要と
すると解することは、本法において 5 分の 4 以上の特別多数決による建替えが認められてい
る趣旨と相容れないこと、及びこのように解すると事実上、団地内の建物においては建替え
ができないと考えられることから、建替え棟以外の建物の利益を害さないことを条件に当該
建物の建替えを認めるべきであるとの学説がありました。本条の新設によりこの点が立法
的に解決されました。
法第 70 条（団地内の建物の一括建替え決議） 団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、
かつ、当該団地内建物の敷地（団地内建物が所在する土地及び第 5 条第 1 項の規定により団地内建物
の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下この項及び次項において同じ。）が当該団地内

建物の区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物について第 68 条第 1 項
（第一号を除く。）の規定により第 66 条において準用する第 30 条第 1 項の規約が定められてい
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るときは、第 62 条第 1 項の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該
団地内建物の区分所有者で構成される第 65 条に規定する団体又は団地管理組合法人の集
会において、当該団地内建物の区分所有者及び議決権の各 5 分の 4 以上の多数で、当該団
地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地（これに関する権
利を除く。以下この項において同じ。）若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地の全部

若しくは一部を含む土地（第 3 項第一号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。）に新たに建
物を建築する旨の決議（以下この条において「一括建替え決議」という。）をすることができる。
ただし、当該集会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の 3 分の 2
以上の者であって第 38 条に規定する議決権の合計の 3 分の 2 以上の議決権を有するものが
その一括建替え決議に賛成した場合でなければならない。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．550 or p．542 〔補足 3〕第 70 条 1 項の内容 訳・説)

２ 前条第 2 項の規定は、前項本文の各区分所有者の議決権について準用する。この場合に
おいて、前条第 2 項中「当該特定建物の所在する土地（これに関する権利を含む。）」とあるのは、
「当該団地内建物の敷地」と読み替えるものとする。
３ 団地内建物の一括建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。
一 再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要
二 新たに建築する建物（以下この項において「再建団地内建物」という。）の設計の概要
三 団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額
四 前号に規定する費用の分担に関する事項
五 再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項
４ 第 62 条第 3 項から第 8 項まで、第 63 条及び第 64 条の規定は、団地内建物の一括建替
え決議について準用する。
この場合において、第 62 条第 3 項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「第 70 条第 3 項
第四号及び第五号」と、同条第 4 項中「第 1 項に規定する」とあるのは「第 70 条第 1 項に規定
する」と、「第 35 条第 1 項」とあるのは「第 66 条において準用する第 35 条第 1 項」と、「規約」
とあるのは「第 66 条において準用する第 30 条第 1 項の規約」と、同条第 5 項中「第 35 条第 1
項」とあるのは「第 66 条において準用する第 35 条第 1 項」と、同条第 7 項中「35 条第 1 項か
ら第 4 項まで及び第 36 条」とあるのは「第 66 条において準用する第 35 条第 1 項から第 4 項
まで及び第 36 条」と、「第 35 条第 1 項ただし書」とあるのは「第 66 条において準用する第 35
条第 1 項ただし書」と、同条第 8 項中「前条第 6 項」とあるのは「第 61 条第 6 項」と読み替える
ものとする。
コメント
2002 年法で全文新設されました。-2
※ 1995 年の阪神・淡路大震災後の団地内建物の復興の過程で問題とされ、また、老朽化を
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迎える団地において問題とされ新設された。

マンション管理規約で「総会等の決議の日から 3 箇月以内に、訴えをもって当該決
議の取消しを請求することができる」と規定してもよいのでは。
区分所有法では、総会決議の取り消しを請求する期間につての規定がありません。ある意味
では、マンションの管理組合運営が不安定な状況にあるともいえると考えます。
会社法では、第 831 条（株主総会等の決議の取消しの訴え）では、
一

株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款(規約)に違反し、又は著し

く不公正なとき。
二

株主総会等の決議の内容が定款(規約)に違反するとき。

三

株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによっ
て、著しく不当な決議がされたとき。

には、総会等の決議の日から 3 箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することがで
きるとされています。この規定を応用したルールを管理組合規約に定めてもよいのではないでし
ょうか。
ただし、会社法では、第 831 条 2 項では、「前項の訴えの提起があった場合において、株主総
会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その
違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の
規定による請求を棄却することができる」とされており、マンション管理組合総会についても同様
の判例があるようです。何でもかんでも訴訟に持ち込めることではないことは認識しておくべきで
しょう。
※なお、会社法では「訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる期間を「総会等の
決議の日から 3 箇月以内」としていますが、マンション管理規約では理事会などの任期などを考
慮して 1 年とすることも必要かもしれません。

真似した方が良い会社法の規定
①議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類の提出を義務付けるべき
区分所有法第 39 条 2 項で「議決権は、書面では又は代理人によって行使することができる」
として、『特別決議事項』および『普通決議事項』の議決権(表決権)の行使は、集会(総会)に出席せ
ずにイ．賛成、ロ．反対、ハ．棄権、の意思表示を明確にした書面(議決権行使書)を、集会(総会)の
招集権者に提出すること(書面投票)で、または 1.代理人、2.委任状による代理人によってすること
がみとめられています。また、3 項において、「区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項
の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法そ
の他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令《区分所有法施行規則第３条》で定めるものをいう。以下
同じ。）によって議決権を行使することができる。」とされています。

なお、委任状に賛否を明記して代理権を与えまたは書面(議決権行使書)あるいは電磁的方法
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で議決権(表決権)を行使する(書面投票)際には、議案の内容が理解されている必要があるとされ、
議案一般についてもその要領を通知しておくことが適当だとされていながら、普通決議事項につ
いては、実際の標準管理規約でも法文でも、そのことが明確に規定されていません。
それに対して、会社法では以下のように、「議決権の行使について参考となるべき事項を記載
した書類」の提出を義務付けています。現実的な問題として、さしあたっての法令での改正は無
理としても、規約で明確に規定されてもよいと考えます。
会社法 301 条・302 条では、第 298 条 1 項 3 号・4 号の定めがあるときは、議決権行使につい
ての参考書類の交付が必要であるとされています。
第 301 条（株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等） 取締役は、第 298 条第 1 項第三号に
掲げる事項を定めた場合には、第 299 条第 1 項の通知に際して、法務省令で定め
るところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した
書類（以下この款において「株主総会参考書類」という。）及び株主が議決権を行使するた
めの書面（以下この款において「議決権行使書面」という。）を交付しなければならない。
第 298 条第 1 項第三号 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行
使することができることとするときは、その旨
第 302 条

取締役は、第 298 条第 1 項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第 299 条第
1 項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考
書類を交付しなければならない。
第 298 条第 1 項四号

株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決
権を行使することができることとするときは、その旨

第 299 条 （株主総会の招集の通知） 株主総会を招集するには、取締役は、株主
総会の日の 2 週間（前条第 1 項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたとき
を除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間《当該株式会社が取締役
会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定
めた場合にあっては、その期間》）前までに、株主に対してその通知を発し

なければならない。
前条(298 条)第 1 項第三号 株主総会に出席しない株主が書面に
よって議決権を行使することができることと
するときは、その旨
前条(298 条)第 1 項第四号 株主総会に出席しない株主が電磁的
方法によって議決権を行使することができ
ることとするときは、その旨
この理由は、書面で議決ができるとしても、決議要件の内容が詳しくわからなければ、株主は
賛否の判断がやりようがないだろう。だから、事前に「こういう案件です。」という、詳しい案内と、
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議決権行使のための書面等(賛否を会社へ送るための返送用はがきなどのこと…区分所有法でいえば議決
権行使書)を、会社は株主にお届けする必要がある。との意図からつくられた規定です。

② 総会招集通知は、書面でしなくてはならないと明記を
会社法を真似るという意味では、区分所有法での集会においてはその性質上、集会招集方法
が明確ではなく、書面でも口頭でもよいとされていますが、権利能力なき社団としての管理組合
の総会招集については、会社法第 299 条 2 項・3 項のように、書面あるいは、全員の承諾を得て
電磁的方法でなくてはならないと明確にされてもよいように思うのです。
会社法でも株主総会の招集の通知方法については、原則として制限はなく、口頭や電話等の
適時の方法によりすることができます(会社法第 299 条 2 項参照)。しかし、株主の書面による議決権
の行使、あるいは、電磁的方法による議決権の行使を認めている場合は、書面によるか、株主
の全員の承諾を得て電磁的方法によらなければならない(会社法第 299 条 2 項・3 項)とされ、さらに
は、区分所有法でいう理事会制度に似た制度を採用している取締役会設置会社では、口頭では
できないとされています。
したがって、このことについても、さしあたっての法令での改正は無理としても、規約で明確に
規定されてもよいと考えます。
なお、メールでの手法としては、同 3 項で「取締役は、前項の書面による通知の発出に代え
て、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができ
る。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。」 とされ
ています。

義務違反
法第 6 条 2 項の「償金を支払う」とは、｢補償金を支払う｣の意味ではないのか
法第 6 条 2 項の「償金を支払う」の｢償金｣という用語の意味を不法行為の損害賠償とは異
なるものとして｢償金｣なる用語が使われているとして「実践区分所有法 など」p．424or p．420
「『損害賠償』と『償金を支払う』では、中身の意味が違います」と別冊-p．410 「償金の支払
い」で解説してきましたが、本来は、｢補償金を支払わなくてはならない｣を略して「その償金を
支払わなければならない」としているのではないかという意味で新しい説明を加えます。
中野メモ

法第 6 条 2 項： 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必
要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しな
い共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所
有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
「賠償」とは、契約の当事者が債務を履行しない場合に、その相手方に対し、不履行によって
生じた損害を金銭で支払うことをいいます。また、「補償」も、損失の補填をすることを言います。
両者は混同されていますが、両者の違いは、「補償」が適法な行為によって生じた損害につい
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て損害を填補するものであるのに対し「賠償」は違法な行為によって生じた損害を填補するもの
である点です。つまり原因となる行為に違法性があるか否かということです。
ですから、たとえば不法行為や債務不履行等による損害は「賠償」であり、適法な道路工事に
伴う土地の収用への代償等は損失「補償」とされ、適法な司法手続きを経て無罪となった刑事被
告人への損害の補填は、刑事「補償」の問題となるのです。との解説があります。
したがって、法第 6 条 2 項の「償金を支払う」の｢償金｣という用語の意味も、不法行為に対する
損害賠償金の｢償金｣ではなく、適法な行為によって生じた損害について損害を填補するいみで、
「補償金」を支払の意味で「その償金を支払わなければならない。｣としているのではないかと考
えます。
あるいは、｢償（つぐな)う金｣と読んで、不法行為ではない損害賠償金といった意味にも取れま
す。

償金の支払い
一時使用が許されても、一時使用によって他の区分所有者に損害を与えた時には、損害を賠
償しなければならない(法第 6 条 2 項後段)。
この場合の損害は、適法行為による損害であるので損害賠償ではなく｢償金｣と表現され、いわ
ゆる不法行為に基づく損害賠償(民法 709 条)とは区別される。したがって、償金の支払い義務の
発生には、民法 709 条のような故意または過失の存在は要件とされない。また、償金の算定に
あっては、当該専有部分等の適正な使用料に相当する額となるが、その判断は民法の損害賠
償の範囲(民法 416 条)が基準とされる。(「マンション法」p．45)
(参照：「実践 区分所有法 など」p．424 or p．420「『損害賠償』と『償金を支払う』では、中身の意味が違います」)

「意見を述べる権利(陳述権)」と「弁明する機会」は異なることか?の問い合わせ№1
㈱法学書院 編集部様
古い書籍ですが貴社発行の「マンションをめぐる法律知識と Q&A」の記述について、著者であ
る長瀬二三男氏に以下の内容についてお尋ねしたいと考えています。是非お取り計らいをお願
いできないでしょうか。
〔問い合わせ内容〕
「マンションをめぐる法律知識と Q&A」p．82 において、「賃借人が直接拘束を受けることになる建
物等の使用方法に関する事項が議題と場合は、意見陳述権が認められます。また、賃借人に対
して共同利益背反行為の停止等を請求する訴訟提起が議題となる場合(区分所有法 57 条 2 項)も、
意見陳述権が認められます。」との記述があります。前半の記述に対応する条文は区分所有法
44 条 2 項を前提とされていると考えます。
基本的に著者の主張を支持しますが、特に、区分所有法 57 条 2 項の場合に「弁明する機会を
与えること」ではなく、「意見陳述権」が認められるとされている部分を支持します。
確かに、「コンメンタールマンション区分所有法」p.305 や「新しいマンション法」p.240、p.289 に
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おいて、「意見陳述権」と「弁明する機会を与えること」とは同一の範疇のものとしての記述がさ
れています。
しかし、「建物区分所有法の改正」p．280 においては、「意見陳述権」と「弁明する機会を与え
ること」は明確に分け(自覚的な認識か否かは不明)、区分所有法 57 条 2 項の場合に「弁明する機会
を与えること」は明記されていないのだから、義務違反者の占有者を訴訟に訴える場合(法 57 条 2
項)では、区分所有法 44 条 2 項の「意見陳述権」は認められないとしています。

そこで当方の見解は、「意見陳述権」と「弁明する機会を与えること」とは、「異なるもの」なので
はないのかとの認識に立ちます。・・・・結論的には、この認識をお尋ねしています。
すなわち、占有者の「意見陳述権」とは、集会(総会)主催者側が義務付けられたものではなく、
占有者の意見を述べる権利が保障されていることだと考えます。したがって、「意見を述べるか、
述べないかは、本人の意思による」と考えるのです。
なお、57 条 2 項においての占有者の「意見陳述権」とは、他の区分所有者に集会(総会)出席権
と発言権は認められているのと同等の「意見陳述権」と考えます。
対して、「弁明する機会を与えること」とは、集会(総会)主催者側の義務として、占有者が、自分
(当該占有者)を保護するための「弁明する機会を与えること」が要求されるものだと考えます。もち

ろん、その機会を与えられた当該占有者が弁明権を行使しないことは自由です。
ここでお尋ねしたいのは、貴記述での「賃借人に対して共同利益背反行為の停止等を請求す
る訴訟提起が議題となる場合(区分所有法 57 条 2 項)も、意見陳述権が認められます。」との記述
は、「意見陳述権」と「弁明する機会を与えること」とは異なるとの認識に立った記述なのでしょう
か。
すなわち、区分所有法 57 条 2 項の場合には、「弁明する機会を与えること」は認められないか
もしれないが「意見陳述権」は認められるとの認識での記述なのでしょうか。
だとすれば、区分所有法 57 条 2 項の条文内に「弁明する機会を与える」ことの明記が無くて
も、「意見陳述権」は認められことを説明できると考えますし、貴書籍での記述も「意見陳述権」と
「弁明する機会を与えること」を使いわけた正しいものと理解ができるのです。
またこの認識に立てば、マンション管理士試験 2013 年度の〔問 3〕の肢問 3 の問題で、正解は
「誤り」とされてることも納得できるのです。
3 規約により住戸専用とされている専有部分を事務所として使用している賃借人に対して、集
会決議により、管理者が当該使用の停止の訴えを提起しようとする場合は、あらかじめ、当該占
有者に弁明の機会を与えなければならない。正解は×とされています。
この設問への解答が「正解は×」とされていることは正しいと考えることも可能です。なぜな
ら、法第 57 条 2 項では法第 58 条や第 59 条と違い「・・・・弁明する機会を与えなければならない」
との規定が含められていないため、占有者に「・・・・弁明する機会」は与えられていないと考える
余地を残すからです。
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〔著者である長瀬二三男氏の返事〕
ご質問に対する回答
区分所有法 44 条の占有者の意見陳述権と 57 条の解釈
区分所有者は、集会に出席して意見を述べる権利（意見陳述権）と議決権を有します。賃借人等
の占有者はこれらの権利を有しないが、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合に
は、集会に出席して意見を述べることができる（44 条 1 項）。
その機会を付与するため、集会を招集する者は、第 35 条の規定により招集の通知を発した後
遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなけれ
ばならないものとされています（44 条 2 項）。
他方、共同の利益に反する行為があった場合の使用禁止の請求（58 条）、区分所有権の競売
の請求（59 条）、占有者に対する引渡し請求（60 条）を集会で決議する場合には、当該区分所有者
（または占有者）に「弁明する機会を与えなければならない」とされています（58 条 3 項、59 条 2 項、60
条 2 項）。

これは、「決議の重大性にかんがみ、その区分所有者の議決権の内容としての意見陳述のみ
では不十分であり、別に弁明する機会を与える必要があると考えられたからである。・・・弁明の
機会は実質的に与えられる必要があるから、議案書の送付だけでは足りず、その区分所有者に
対して、集会の日時、場所、議題および違反行為の概要などを確実に通知しておくことが必要で
ある」」（玉田弘毅編著「コンメンタール区分所有法」204 頁）。
このように、意見陳述の機会の付与と、弁明の機会の付与では、機会保障の程度が異なるの
で、44 条 2 項に従って建物内の見やすい場所に掲示して意見陳述の機会を保障したからといっ
て、58 条～60 条の弁明の機会を与えたことにはならず、より具体的かつ個別的に通知しなけれ
ばなりません。
以上に対して、57 条 2 項の共同の利益に反する行為の停止等の請求の決議は、「弁明する機
会を与えなければならない」とされていないので、弁明の機会を付与する必要はなく、通常の意
見陳述の機会の付与で足りる。57 条 2 項の決議は、弁明の機会を付与する必要がないことか
ら、57 条 4 項の占有者に対する訴訟提起の決議の場合には占有者の意見陳述権もないとする
見解もあるが（濱崎恭生『建物区分所有法の改正』280 頁）、区分所有者には意見陳述権が認められる
ことと均衡を失すること、57 条 4 項の占有者に対する訴訟の提起は、まさに 44 条 1 項の「会議
の目的たる事項につき利害関係を有する場合」に該当することから、この見解は妥当とは思わ
れません。占有者に対して 57 条 2 項の決議をする場合、弁明する機会を与える必要はないが、
占有者は意見陳述権(44 条 1 項)を有すると解する。これが、現在の多数説でもあります。 以上で
す。(アンダーラインは、中野によるものです。)

志學館大学法学部教授 長瀬 二三男

コメント
---長瀬 二三男様および㈱法学書院 編集部様--412

丁寧な回答に感謝します。当方は、マンション管理士でありますが、法律の専門家でもないた
め「現在の多数説でもあります」かどうかの判断の材料は持ち合わせていませんが、このように
明確に「意見陳述権」と「弁明の機会を与える」こととを仕分けした見解は明らかにされていない
と考えます。大変失礼ながら、少なくとも、当方の見解と先生の見解が一致できたこと(しかもそれ
が多数説であるとの事)に、強い喜びを感じます。ありがとうございました。

㈱法学書院 編集部様には、お忙しい中で、長瀬 二三男先生へのお取次ぎを頂いたことに
感謝します。ありがとうございました。

中野 誠

「意見を述べる権利(陳述権)」と「弁明する機会」とは異なる定義

訂正記述

-―すべての見解は「意見を述べる権利(陳述権)」と「弁明する機会」は異なるとしています--以前に、【マンション管理実務のための区分所有法」の著者 親泊哲様」と題して、「貴記述
では、『意見を述べる権利(陳述権)』と『弁明する機会』を実質的に同一のものとの認識で扱わ
れていると考えます。あるいは、意図としては異なるとしても、法律の解説書の中では、定義
的には異なった内容をもつ用語を同一の用語のごとき扱いで用いることは間違いであり、読
者の内容の理解に誤解を生むものと考えます。
したがって、貴記述の「実質的には大半のケースで弁明の機会が与えられているといえる
でしょう。」との記述は、「・・・・・・大半のケースで第４４条１項の規定の『意見を述べる権利(陳
述権) 』が与えられているといえるでしょう。」と書き直されるべきだと考えます。あるいは、

「・・・・・・大半のケースでは、「意見を述べる権利(陳述権)」が与えられているといえるでしょう。」
と書き直すべきだと考えます。】
と問題提起した見解を書きましたが、資料として添付した書籍の紹介内容が間違っていたの
で訂正したものをお送ります。
結論的には、「建物区分所有法の改正」や新版注解民法《7》の著者濱崎恭生の見解を含
めて、何らかの表現方法で、「意見を述べる権利(陳述権)」と「弁明する機会」との違いを前提と
した定義付けをしていました。
ただ、「マンションをめぐる法律知識と Q&A」の著者長瀬二三男氏が「これが、現在の多数
説でもあります」と指摘されているように、「建物区分所有法の改正」や「新版注解民法《7》」以
外の著書では、５７条の訴訟決議でも「意見を述べる権利(陳述権)」は認められるとの見解でし
た。
ただ、『意見を述べる権利(陳述権)』と『弁明する機会』の役割の違いを明確に明らかにしたうえ
で解説されているかという点では、曖昧さが残るような気もします。なお、この一連の記述は、
全面的に書き直しています。
コンメンタールマンション区分所有法 p．305・・・ 基本的に 57 条 2 項の集会決議における占有者
の意見陳述権を容認しているが、「意見陳述権」と 58
条以下の「弁明権」との用語の使い分けに関する差別
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化した認識はなく、57 条 2 項に、「弁明権はないかもし
れないが(・・・中野)」意見陳述権(法第 44 条 1 項)はあるこ
とを肯定的に解すべきといった程度の見解。2004．10
記述内容
区分所有者を相手とする訴訟の提起に関する集会の決議については、当該区分所有者に弁
明する機会を与えることを法律上要求されていないので(58 条 3 項、59 条 2 項、60 条 2 項の諸規定に
対応する規定は、本条には存在しない)(いずれの場合も集会出席者としての発言権はあるのでは・・・・中野)、そ

れとの均衡上は否定的に解すべき余地があるが、区分所有者には集会において議決権が与え
られている(その集会において意見を述べることも許されよう)のに対して、占有者には議決権がなく、ま
た、本条 4 項の集会の決議事項である当該占有者に対する訴訟の提起は、まさに 44 条 1 項の
「会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合」に該当することから、肯定的に解すべきで
あろう。
基本法コンメンタール(第 3 版)(マンション法)p．104・・・・ 占有者の意見陳述権と弁明権は別個
ものとして捉えていると思われます。57 条の
解説に「占有者には意見陳述権がある」 (法
第 44 条 1 項)との見解があるからです。2006．10

記述内容
第 57 条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)の解説において、「この場合、差止請求の訴訟を
提起するためには、集会の決議(過半数の普通決議)を経ることを要する。そして、集会において決
議をしようとするときには、無権限の占有者を除き、占有者には意見陳述権がある(法第 44 条 1
項)。占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有するからである。」

新しいマンション法 p．240、p．325・・・・・法第 57 条 2 項の差止め訴訟の集会決議についても、
占有者の「意見陳述権」を明確に認め、60 条の訴訟について
も、「意見陳述の機会」を確保する「弁明の機会」といった表
現を使い、占有者の「意見陳述権」と「弁明の機会」別個のも
のして表現されており、「意見陳述」は「弁明の機会｣の弁明
方法といった使い方をしています。いずれにしても「意見陳述
権」と「弁明の機会」について明確な使い分けをしています。
1997．8

記述内容
①p．239 すなわち、賃借人等(正確には｢区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者｣)は、会議の
目的たる事項につき｢利害関係｣を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができま
す(新法 44 条 1 項)。
44 条 1 項（占有者の意見陳述権）: 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の
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目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べること
ができる。
②p．240 また新法 44 条の規定が新法において新たに賃借人等の義務に関する規定を新設し
たことを原因として定められたものである事を考えますと、この利害関係を有する場合とは、賃借
人が集会の決議によって義務を負うこととなる新法 46 条 2 項の建物等の使用方法について集会
の決議をする場合(それに関する規約の設定又は変更の決議をする場合を含みます)と、新法 57 条 4 項に
おいて準用する同条 2 項及び 60 条に規定する集会の決議をする場合に限定されるものと解して
よいと思われます。もっとも、新法 60 条の決議については、別に、当該賃借人等に弁明の機会
を与えなければならないこととされていまから、意見陳述権はこれと重複します。
57 条 4 項 前３項(第 1 項･第 2 項･第 3 項)の規定は、占有者が第６条第３項において準用する同
条(第６条)第 1 項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合
に準用する。
57 条 4 項において準用する同条 2 項 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決
議によらなければならない。
この賃借人等の意見陳述権を確保するとため、会議の目的につき賃借人等が利害関係を有
する場合には、集会の召集者は、招集通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の
目的を建物内の見やすい場所(掲示場、建物の出入り口等)に掲示しなければならないこととされて
います。
③p．289 この集会には、差止め請求の相手方である違反区分所有者も出席して議決権を行使
することができますし、また、決議は、個々の事案ごとに個別的にしなければなりません。
占有者に対して差止訴訟を提起する旨の決議をしょうとするときは、無権限の占有者を除き、
占有者は新法 44 条 1 項の規定による意見陳述権を有します。
コンメンタール区分所有法 p．199、p．215・・・・・ 占有者の意見陳述権と弁明権は別個のものと
して捉えています。57 条 2 項の解説では占有者の「意
見陳述権」として説明し、60 条の解説では占有者の
「弁明の機会」として「意見陳述権」とは異なる解説を
しています。

2005．12

記述内容(p．199)
占有者に対する訴訟の提起について集会で決議しょうとする場合、無権限の占有者を除き、
占有者には意見陳述権がある。その占有者に対する訴訟の提起は、「会議の目的たる事項につ
き利害関係を有する場合」(44 条 1 項)に該当するからである。なお、占有者が区分所有者の共同
の利益に反する行為をした場合に、これを賃貸人である区分所有者が放置していたときは、賃
貸人自身の不作為が 6 条 1 項違反を構成することがある。占有者に対する 60 条の措置との関
係は、60 条コメント参照。
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記述内容(p．215)
さらに、58 条の請求と同様に、共同利益背反行為者には、弁明の機会が与えられなければな
らない。(60 条 2 項による 58 条 3 項の準用)。その専有部分の区分所有者を共同被告とする場合に、
その区分所有者にも弁明の機会を与える必要があるか。58 条 3 項は、｢当該区分所有者に対
し、弁明の機会を与えなければならないとしているが、区分所有者は排除の対象ではないから、
弁明の機会はその占有者にだけ与えればよい(最判昭和 62 年 7 月 17 日判時 1243 号 28 頁)。
60 条 2 項の準用する 58 条 3 項 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に
対し、弁明する機会を与えなければならない。
最新区分所有法の解説 (改訂版)p．272・・・弁明権と意見陳述権は別個のものとして捉えたうえ
で、57 条 2 項には「弁明の機会を与えることが必要である
とは定められていません」が、「占有者は意見を述べるこ
とはできる」として、占有者に「弁明権はないかもしれない
が(・・・中野) 」〔意見を述べる権利 (意見陳述権)はある(・・・中
野)との認識を前提とした見解。

2004．７

記述内容
行為差止(停止)を求めるときには、相手方(区分所有者または占有者《賃借人》)に弁明の機会を与
えることが必要であるとは定められていません。しかし、行為差止(停止)の相手方が占有者(賃借
人)であるときには、57 条に基づく請求であると同時に、集会において、占有者(賃借人)に利害関

係のある事項を決議することになります。占有者(賃借人)が会議の目的たる事項につき利害関係
を有するときは、集会に出席して意見を述べることができます(44 条 1 項)。
したがって、占有者(賃借人)に対し差止め(停止)を求めるときには、行為差止(停止)請求の場合で
あっても、占有者(賃借人)に意見を述べること(意見陳述)をする機会を与えなければならないことに
なります。
「建物区分所有法の改正」p．339・・・ 「意見陳述権」と「弁明の機会」の役割を明確分けた上で、
法第 57 条（共同の利益に反する行為の停止等の手続き）の決議
においては「意見陳述権」は必要なしとの見解。ただし、
法第 60 条(占有者に対する引渡しの裁判所への訴え)における
占有者の「弁明の機会」は与えられなくてはならないとの
見解。
記述内容
この決議(法第 57 条 2 項の決議)は、相手方及び対象行為を特定して個々の事案ごとにしなけれ
ばならず、事前の包括的な決議をすることはできない。占有者を相手方とする訴訟提起の決議
については、、当該占有者に意見陳述の機会を与える(44 条 1 項)ことは法律上要求されないと解
する。
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新版注解民法《7》p．726・・・ 意見陳述権と弁明の機会を別のものとして認識しながら、法第 57
条（共同の利益に反する行為の停止等の手続き）では「意見陳述権」が明
定されていないのだから、賃借人等(占有者)に対する集会(総会)の決
議による訴訟提起の際、賃借人等(占有者)に意見陳述権を与える必
要がないとする見解です。
記述内容
「法第 57 条 4 項において準用する同条 2 項の決議(占有者に対する引渡し請求の訴訟の提起の決議)
または 60 条 1 項の決議(占有者に対する引渡し請求の訴訟の提起の決議)は、区分所有者全員の有す
る(もっている)権利の訴訟上の行使に関する意思決定でありこの訴訟における占有者の防御は、
その訴訟手続内ですべきものであるから、これらの決議によって受ける占有者の影響も、間接
的なものにすぎず、法第 44 条にいう利害関係があるとはいえないものと解すべきであろう(反対、
法務省民事局参事官室編・新マンション法 p．240、p．289)。

なお、法第 60 条 1 項の決議については、当該占有者に弁明の機会を与えるべきものとして(法
第 60 条 2 項・法第 58 条 3 項)、法第 44 条よりも手厚い特別の手当てがされている。」

これからのマンションと法 p．504・・・ 新版注解民法《7》の記述担当者は、「建物区分所有法の
改正」の著者である濱崎恭生氏です。この濱崎恭生氏の
主張に反論する形で、「意見陳述権」と「弁明の機会」の役
割の違いを明確に認識しての記述です。
記述内容
「また、共同利益背反行為を占有者に対する、当該行為差止請求や専有部分の引渡請求が問
題になる場合(57 条 4 項・60 条)には、このような事項が、『利害関係を有する場合』に該当し、意見
陳述が認められるかということについては、解釈が分かれている(濱崎恭生「建物区分所有法の改正」
法曹会、p．280 ではこの場合の意見陳述件は認められないとしているが、稲本＝鎌野「コンメンタールマンション
区分所有法」p．231 はこれを肯定すべきだとしている。)。しかし、占有者にとっては、自身の行為差止等

について訴訟提起されることは「利害関係を有する場合｣に該当するとの見解の方が説得的であ
ると考える。」とされ、同 p．508 において｢集会の決議は、区分所有者および議決権の各過半数
の決議によらなければならない。この決議に際して、当該義務違反者に弁明の機会を与える必
要はないが、占有者に対しては、意見陳述権は認められるべきである｣として、自己防衛のため
の弁明の機会と意見陳述権を分けた見解が述べられています。

「意見を述べる権利(陳述権)」と「弁明する機会」は異なることか?の問い合わせ№2
早稲田経営出版編集部様
「マンション管理実務のための区分所有法」p．20４～p．205 の記述についてお尋ねします。著者から

のご返事をいただけないでしょうか。
〔問い合わせ内容〕
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「 訴訟により行為の差止めを請求する場合には、使用禁止の請求、区分所有権の競売の請
求とは異なり、義務違反者に弁明の機会を与えなければならないことは規定されていません。
しかし、区分所有者であれば当然、集会に出席して意見を述べることができますし、区分所有
者の承諾を得て専有部分を占有する者であれば、集会の会議の目的である事項について利害
関係がある場合には、集会に出席して意見を述べることができることから、実質的には大半のケ
ースで弁明の機会が与えられているといえるでしょう。」との記述についてです。
この記述での、「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者であれば、集会の会議の目
的である事項について利害関係がある場合には、集会に出席して意見を述べることができる｣と
されている部分は、４４条１項の規定を前提とされていると考えます。そしてこの規定を意見陳述
権と仮に規定します。
そして、「実質的には大半のケースで弁明の機会が与えられているといえるでしょう。」とされ
ている「弁明の機会」は、第 58 条 3 項、第 59 条 2 項、第 60 条 2 項の「弁明する機会」の規定に
相当するものと考えます。
したがって、貴記述では、「意見陳述権」と「弁明する機会」を実質的に同一のものとの認識で
扱われていると考えます。このことが最大の疑問です。
そうなりますと、マンション管理士試験 2013 年度の〔問 3〕の肢問 3 の「3 規約により住戸専用
とされている専有部分を事務所として使用している賃借人に対して、集会決議により、管理者が
当該使用の停止の訴えを提起しようとする場合は、あらかじめ、当該占有者に弁明の機会を与
えなければならない。」この設問の正解は「誤り」とされていることはどのように判断されるのでし
ょうか。
当方のこの設問への解答は、「正解は×」とされていることは正しいと考えます。なぜなら、法
第 57 条 2 項では法第 58 条や第 59 条・60 条と違い「・・・・弁明する機会を与えなければならない」
との規定が含められていないため、占有者に「・・・・弁明する機会」は与えられていないと考える
からです。
そこで当方の見解は、「意見陳述権」と「弁明する機会を与えること」とは、「異なるもの」なので
はないのかとの認識に立ちます。
すなわち、占有者の「意見陳述権」とは、集会(総会)主催者側が義務付けられたものではなく、
占有者の意見を述べる権利が保障されていることだと考えます。したがって、「意見を述べるか、
述べないかは、本人の意思による」と考えるのです。
対して、「弁明する機会を与えること」とは、集会(総会)主催者側の義務として、占有者が、自分
(当該占有者)を保護するための「弁明する機会を与えること」が要求されるものだと考えます。もち

ろん、その機会を与えられた当該占有者が弁明権を行使しないことは自由です。
この認識の下で、「意見陳述権」と「弁明する機会を与えること」とを明確に分けた上で、「法第
44 条 1 項では、占有者は「・・・集会に出席して意見を述べることができる」とされ、法第 60 条 2
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項では、法第 58 条 3 項を準用して、占有者には「・・・・弁明する機会を与えなければならない」と
されているとかんがえます。
したがって、法第 57 条 2 項では、占有者を「・・・訴訟を提起するには、集会の決議に拠らなけ
ればならない」としか定められておらず、占有者が「・・・・弁明する機会を与えなければならない」
とは規定されていません。
しかし、法第 44 条 1 項で、「・・・集会に出席して意見を述べることができる」とされている規定
は、その後の条文における区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する占有者全てが対象と
なると考えます。
したがって、法第 57 条 2 項では法第 58 条や第 59 条・60 条と違い「・・・・弁明する機会を与え
なければならない」との規定が含められていないため、占有者に「・・・・弁明する機会」は与えら
れていませんが、法第 44 条 1 項での「・・・集会に出席して意見を述べることができる」との規定
は生きてくると考えます。
すなわち、57 条 2 項の規定にもとづき集会(総会)決議で占有者を訴訟をすることを決議する際
には、占有者に自分を保護するための「・・・・弁明する機会」は与えることはできませんが、法第
44 条 1 項にもとづいた、「意見を述べる権利(陳述権)」は与えることができると考えます。このよう
に考えることにより、マンション管理士試験の設問の正解は「誤り」とされていることを承認できる
のではないでしょうか。
なお、マンション管理士試験の設問に対しては、何を問いかけているのかとの疑問は持ってい
ます。マンション管理士の知るべき知識として、法第 57 条 2 項では法第 58 条や第 59 条・第 60
条と違い「・・・・弁明する機会を与えられてはいない」という知識を得ることなのかとの疑問です。
そしてそこには、意見陳述権はないとの理解を前提(官僚の著した「建物区分所有法の改正」p．280
の見解以外に、「意見陳述権はない」との見解は公刊されている書籍には見つけることはできませんでした)とし

ているのだろうかとの疑問です。
ほとんどの書籍では 44 条 1 項の「意見陳述権」と「弁明する機会を与える」こととを分けて認識
し、57 条 2 項には「・・・・弁明する機会を与えなくてはならない」との文言はないけれども、44 条 1
項の「意見陳述権」はあるとされています。このような状況の中で、条文の文言上に、「・・・・弁明
する機会を与えなくてはならない」との文言がないことの知識を求めることに何の意味があるの
でしょうか。あくまでも、法文の読み方を知ることだけを求めているのでしょうか。「・・・・弁明する
機会を与えなくてはならない」との文言がないことの知識を求める行為は、マンション管理の実務
のうえでどのような意味があるのでしょうか。
国家資格の試験で、法務省の官僚の見解とはいえ、大多数の見解と異なる見解を、さも正当
な見解として採用しての設問だとするならば、このマンション管理試験の品位を疑うものとなりま
しょうとかんがえています。
〔早稲田経営出版編集部の返事〕
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日頃より弊社書籍をご利用いただき、誠にありがとうございます。
先日 3 月 14 日に弊社書籍『マンション管理実務のためのマンション管理適正化法』につきお
問い合わせいただきました件―。
誠に恐れ入りますが、書籍末尾に明記しておりますとおり、“内容”に関してのお尋ねであること
また該当論点が、マンション管理士試験で問われた際の「解答」への疑問についてであることな
どの理由から、お答えいたしかねます。何卒、ご了承いただきたく、お願い申し上げます。
※ 改めて間違いと考えられる指摘
間違いの指摘以外は対応できないとのことですから、改めて、間違いと考えられる指摘をしま
す。「マンション管理実務のための区分所有法」p．20４～p．205 の記述について間違いなのではない
でしょうか。記述の訂正を希望します。
〔指摘内容〕
「 訴訟により行為の差止めを請求する場合には、使用禁止の請求、区分所有権の競売の請
求とは異なり、義務違反者に弁明の機会を与えなければならないことは規定されていません。
しかし、区分所有者であれば当然、集会に出席して意見を述べることができますし、区分所有
者の承諾を得て専有部分を占有する者であれば、集会の会議の目的である事項について利害
関係がある場合には、集会に出席して意見を述べることができることから、実質的には大半のケ
ースで弁明の機会が与えられているといえるでしょう。」との記述についてです。
この記述での、「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者であれば、集会の会議の目
的である事項について利害関係がある場合には、集会に出席して意見を述べることができる｣と
されている部分は、４４条１項の規定意見陳述権を指していると判断します。
そして、「実質的には大半のケースで弁明の機会が与えられているといえるでしょう。」とされ
ている「弁明の機会」は、第 58 条 3 項、第 59 条 2 項、第 60 条 2 項の「弁明する機会」の規定に
相当するものと考えます。貴記述では、
「意見陳述権」と「弁明する機会」を実質的に同一のもの
との認識で扱われていると考えます。このことは間違いであると考えます。
したがって、貴記述の「実質的には大半のケースで弁明の機会が与えられているといえるでし
ょう。」との記述は、「・・・・・・大半のケースで第４４条１項の規定の意見陳述権が与えられている
といえるでしょう。」と書き直されるべきだと考えます。
なぜならば、「意見陳述権」と「弁明する機会を与えること」とは、「異なるもの」なのではないと
の認識に立ちます。
占有者の「意見陳述権」とは、集会(総会)主催者側が義務付けられたものではなく、占有者の意
見を述べる権利が保障されていることだと考えます。対して、「弁明する機会を与えること」とは、
集会(総会)主催者側の義務として、占有者が、自分(当該占有者)を保護するための「弁明する機会
を与えること」が要求されるものだと考えます。
法文では、「意見陳述権」と「弁明する機会を与えること」とを明確に分けた上で、「法第 44 条 1
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項では、占有者は「・・・集会に出席して意見を述べることができる」とされ、法第 60 条 2 項では、
法第 58 条 3 項を準用して、占有者には「・・・・弁明する機会を与えなければならない」とされてい
ます。
この認識に立つことによって、はじめて、貴記述のように、占有者に「・・・・弁明する機会」は与
えられていませんが」、法第 44 条 1 項での「・・・集会に出席して意見を述べることができる」との
規定は生きてくると考えます。
すなわち、57 条 2 項の規定にもとづき集会(総会)決議で占有者を訴訟をすることを決議する際
には、占有者に自分を保護するための「・・・・弁明する機会」は与えることはできませんが、法第
44 条 1 項にもとづいた、「意見を述べる権利(陳述権)」は与えることができるとの見解が成り立ちま
す。
しかし、貴記述では、「義務違反者に弁明の機会を与えなければならないことは規定されてい
ません」とされながら、弁明の機会が与えられている直接的な根拠も示されないままに、突然
に、「実質的には大半のケースで弁明の機会が与えられているといえるでしょう。」とされているこ
とは、記述の流れからも基本的な間違いを犯していると考えます。
したがって、「・・・・・・大半のケースで第４４条１項の規定の意見陳述権が与えられているといえ
るでしょう。」と書き直されるべきだと考えます。

「マンション管理実務のための区分所有法」の著者 親泊哲様
―――「意見陳述権」と「意見弁明の機会」についての認識の間違いについての問合わせ--突然のメールですが、貴殿が早稲田経営出版の「マンション管理実務のための区分所有法」の著
者のお一人であることを前提にメールをお送りするものです。万が一、人違いでしたらお詫びい
たします。
※問い合わせ内容
早稲田経営出版の「マンション管理実務のための区分所有法」p．20４～p．205 の記述について、
「実質的には大半のケースで弁明の機会が与えられているといえるでしょう。」とされている「弁
明の機会」は、第 58 条 3 項、第 59 条 2 項、第 60 条 2 項の「弁明する機会」の規定に相当するも
のと考えます。
貴記述では、「意見を述べる権利(陳述権)」と「弁明する機会」を実質的に同一のものとの認識
で扱われていると考えます。あるいは、意図としては異なるとしても、法律の解説書の中では、定
義的には異なった内容をもつ用語を同一の用語のごとき扱いで用いることは間違いであり、読者
の内容の理解に誤解を生むものと考えます。
したがって、貴記述の「実質的には大半のケースで弁明の機会が与えられているといえるでし
ょう。」との記述は、「・・・・・・大半のケースで第４４条１項の規定の「意見を述べる権利(陳述権)」
が与えられているといえるでしょう。」と書き直されるべきだと考えます。あるいは、「・・・・・・大半
のケースでは、「意見を述べる権利(陳述権)」が与えられているといえるでしょう。」と書き直すべき
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だと考えます。
以上の点はすでに一度早稲田経営出版編集部に問いかけたものですが、問い掛けの仕方か
ら対応が出来ないとのご返事をいただきましたので、再度内容を書き換えて問いかけています。
しかし、当方の問い掛けの意図が親泊哲様に伝わっているのか不明のため、改めて二回目に
早稲田経営出版編集部に問いかけた記述(別冊-p．420 「※ 改めて間違いと考えられる指摘」 を参照)
と、偶然にも当方の見解と一致した見解を示された「マンションをめぐる法律知識と Q&A」の著者
である長瀬二三男氏の見解(別冊-p．411〔著者である長瀬二三男氏の返事〕を参照)をお知らせします。
貴殿のご見解を伺いたいと考えます。
※ 親泊哲氏の返事
パートのタイトルのとおり、ここにいう「実質的に与えられているといえるであろう弁明の機会」
は、義務違反者の立場として記述されているものです。
集会主催者側に弁明の機会を与えるべき義務が規定されていないからといって、義務違反者
の立場からは、弁明の機会もないままに措置が決議されてしまうわけではなく、正当な占有権原
を有する占有者であれば、第４４条第１項の意見陳述権を通じて措置が決議される総会で実質
的に弁明する機会が与えられているといえるという趣旨です。
そのため、「いえます。」という確定的な結びではなく、「いえるでしょう。」という柔らかい結びに
しています。
そのような主旨ですので、ここでされている「与えられている」という記述が必ずしも誤った記述
には当たらないと考えられるほか、あまり厳格に捉えるまでもなく、読み手の混乱や誤解等は生
じないと考えられます。以上により、ご意見については、見解の相違によるものと受け止めます。
※ コメント
所詮、自分の主張の正当性だけの返事のようです。親泊哲氏は、法律用語としての｢意見陳
述権」と「弁明」とは異なるとの当方の問題提起の意味が理解されていない様です。
親泊哲氏は、法律用語としての「弁明」という用語への厳密な解釈はされていないようですし、
その認識もない様です。すなわち、法律的には、「意見を述べる権利(陳述権)」と「弁明する機会」
は異なるとの認識には立っていないようです。
この返事では、マンション管理士試験 2013 年度の〔問 3〕の肢問 3 の問題では、正解は「誤り」
とされていることは、少なくとも、「意見を述べる権利(陳述権)」と「弁明する機会」は異なるとの認
識に立たないと出せない回答であり、親泊哲氏の認識では、正しく対応出来ないでしょう。
親泊哲氏はマンション管理士のトップ(日本マンション管理士会連合会 会長)に立つ立場の方でもあ
り、マンション管理士試験には正しく回答できるようなご返事を期待していたのですが残念です。
(参照：別冊-p．422 「占有者《賃借人等》の「意見を述べる権利《陳述権》」と「弁明する機会」は異なるものと理
解」)

占有者(賃借人等)の「意見を述べる権利(陳述権)」と「弁明する機会」は異なるものと理
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解

--2013 年マンション管理士試験から学ぶ----

法第 44 条 1 項では、占有者(賃借人等)は「・・・集会に出席して意見を述べることができる」とさ
れ、法第 60 条 2 項では、法第 58 条 3 項を準用して、占有者(賃借人等)には「・・・・弁明する機会
を与えなければならない」とされています。
そして、法第 57 条 2 項では、占有者(賃借人等)を「・・・訴訟を提起するには、集会の決議に拠ら
なければならない」としか定められておらず、占有者(賃借人等)が「・・・集会に出席して意見を述べ
ることができる」とも「・・・・弁明する機会を与えなければならない」とも規定されていません。
しかし、法第 44 条 1 項で、「・・・集会に出席して意見を述べることができる」とされている規定
は、その後の条文の区分所有者(住戸所有者)の承諾を得て専有部分(住戸)を占有する占有者(賃借
人等)全てが対象となると考えます。

したがって、法第 57 条 2 項では、法第 58 条や第 59 条・第 60 条と違い「・・・・弁明する機会を
与えなければならない」との規定が含められていないため、占有者(賃借人等)に「・・・・弁明する機
会」は与えられていませんが、法第 44 条 1 項での「・・・集会に出席して意見を述べることができ
る」との規定は生きてくると考えます。
すなわち、57 条 2 項の規定にもとづき集会(総会)決議で占有者(賃借人等)を訴訟をすることを決
議する際には、占有者(賃借人等)に自分を保護するための「・・・・弁明する機会」は与えることはで
きませんが、法第 44 条 1 項にもとづいた、「意見を述べる権利(陳述権)」は与えることができると
考えます。
「意見を述べる権利(陳述権)」とは、義務付けられたものではなく、意見を述べる権利が保障さ
れていると考えます。したがって、「意見を述べるか、述べないかは、本人の意思による」と考え
るのです。
対して、「弁明する機会を与えること」とは、集会(総会)主催者側の義務として、自分(当該占有者)
を保護するための「弁明する機会を与えること」が要求されるものだと考えます(参照：「実践 区分
所有法 など」p．446 or p．441 ｢法律用語としての「弁明」と「聴聞」の違い」)。もちろん、その機会を与えら

れた当該占有者(賃借人等)が弁明権を行使しないことは自由です。
マンション管理士試験 2013 年度の〔問 3〕の肢問 3 の問題です。正解は「誤り」とされていま
す。
3 規約により住戸専用とされている専有部分を事務所として使用している賃借人に対して、集
会決議により、管理者が当該使用の停止の訴えを提起しようとする場合は、あらかじめ、当該占
有者に弁明の機会を与えなければならない。正解は×とされています。
この設問への解答が「正解は×」とされていることは正しいと考えます。なぜなら、法第 57 条 2
項では法第 58 条や第 59 条・第 60 条と違い「・・・・弁明する機会を与えなければならない」との規
定が含められていないため、占有者(賃借人等)に「・・・・弁明する機会」は与えられていないと考え
るからです。
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しかし、法第 57 条（共同の利益に反する行為の停止等の手続き）2 項による集会(総会)の決議による
訴訟提起の際に、賃借人等(占有者)に対する意見陳述権については、認めないとする見解(「建物
区分所有法の改正」p．280)と認めるとする見解(「コンメンタールマンション区分所有法」p．305、「新しいマン
ション法」p.240、p.289、基本法コンメンタール・第 3 版《マンション法》p．104 等)がありますが、共通している

のは、両者とも、「意見陳述権」を前提としての意見の違いであり、「意見陳述権」と「・・・・弁明す
る機会」を異なる表現あるいは用語と理解すれば両者がそれぞれ正しい主張(「建物区分所有法の
改正」p．280 の見解は言葉足らず?)をしていることになります。

すなわち、実務的には、当方が結論付けたように、57 条 2 項の規定にもとづき集会(総会)決議
で占有者(賃借人等)を訴訟をすることを決議する際には、占有者(賃借人等)に自分を保護するため
の「・・・・弁明する機会」は与える必要はありませんが、法第 44 条 1 項にもとづいた、「意見を述
べる権利(陳述権)」は与えることは必要であると考えます。「弁明の機会」と「陳述権」とは、同じよ
うな意味にも受け取れますが、このように解釈しなくては、収まるものも収まりません。

占有者とは、どういう人達か
区分所有法における占有者(占有権を有している者＝占有権者)は、大きく分けると、区分所有権・
賃借権(本権)を有して占有(事実上の支配状態)をしている者と、区分所有権・賃借権(本権)を有して
いないで占有(事実上の支配状態)をしている者との二つに分けることができるのだと考えます。
区分所有権・賃借権(本権)を有して占有(事実上の支配状態)をしている者は、①区分所有者(住戸
所有者)と②賃借人です。

本権(区分所有権・賃借権)を有していないで占有(住居の事実上の支配状態)をしている者として〔③
-1〕区分所有者(住戸所有者)の家族や同居人(占有補助者)、そして、〔③-2〕区分所有権は親名義で
あるけど、実質その権利をもっている(区分所有権としての本権はもっていない)子供等がいます。
さらに、④本権(区分所有権・賃借権)を有していないうえに、「区分所有者(住戸所有者)の承諾も受
けていないで占有(事実上の支配状態)をしている者」もいます。この中には、単なる不法占有者だ
けではなく、なんらかの理由で賃借権を争っているような人たちも含まれます。
そして区分所有法では、②賃借人と〔③-1〕区分所有者(住戸所有者) の家族や同居人(占有補助
者)そして、〔③-2〕区分所有権は親名義であるけど、実質その権利をもっている(区分所有権として
の本権はもっていない)子供等の三者を占有者であるが「区分所有者(住戸所有者)の承諾を受けた占

有者」(法第４４条１項)としていると考えます。
したがって、本権(区分所有権・賃借権)を有していない者だけが「占有者」であると考えがち(私だ
けかもしれませんが)ですが、区分所有法や管理規約に書かれる「占有者」には、賃借人を含まれて

いると考えるのが一般的のようです。
しかし、現実の運用において、②賃借人と〔③-1〕区分所有者(住戸所有者)の家族や同居人(占有
補助者)および〔③-2〕区分所有権は親名義であるけど、実質その権利をもっている(区分所有権とし
ての本権はもっていない)子供等、さらには、④本権(区分所有権・賃借権)を有していないうえに、「区分
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所有者(住戸所有者)の承諾も受けていないで占有(事実上の支配状態)をしている者」を分けて考える
必要があるようです。
明文の規定は有りませんが直接の権利者ではないが区分所有者(住戸所有者)を補助する(手足と
なる)立場の者である〔③-1〕区分所有者(住戸所有者)の家族や同居人(占有補助者)や〔③-2〕区分所

有権は親名義であるけど、実質その権利をもっている(区分所有権としての本権はもっていない)子供
等は、区分所有権(本権)を背景として占有している者として、区分所有者(住戸所有者)と同等の義務
を課されていると考えます。
したがって、法第 44 条(占有者の意見陳述権)１項における「区分所有者(住戸所有者)の承諾を受け
た占有者」は、直接的には、②賃借人(使用貸借人を含む)を指し、〔③-1〕区分所有者(住戸所有者)の
家族や同居人(占有補助者)そして、〔③-2〕区分所有権は親名義であるけど、実質その権利をもっ
ている(区分所有権としての本権はもっていない)子供等を除外していると考えます。
また、法第４6 条(規約及び集会の決議の効力)２項においては、②賃借人(使用貸借人を含む)と④本
権(区分所有権・賃借権)を有していないうえに、「区分所有者(住戸所有者)の承諾も受けていないで占
有(事実上の支配状態)をしている者」だけを「占有者」の範疇としていると考えます。
なお、管理組合規約で、駐車場を賃借できる権利などが「区分所有者(住戸所有者)および占有者
の所有する車の駐車に限る…｣などとされている場合には、管理組合の組合員になれる権利や
駐車場を賃借できる権利などは、賃借人には与えられないので、賃借人と占有者を分け、〔③
-1〕区分所有者の家族や同居人」および〔③-2〕区分所有権は親名義であるけど、実質その権利
をもっている(区分所有権としての本権はもっていない)子供等を「占有者」と解釈されていますし、その
ように解釈するしかありません。
しかし、賃借人といえども代理占有者ですので「占有者」であることには変わらず、賃借権がな
くても住戸を占有している限りは、〔③-1〕区分所有者(住戸所有者)の家族や同居人そして、〔③-2〕
区分所有権は親名義であるけど、子供が実質その権利を有している(区分所有権としての本権はもっ
ていない子供等も「占有者」であり、賃借人と区別する根拠がなくなります。

したがって、このような規約の規定を正当なものとして容認することはできず、本来の目的を達
成するためには、占有者という用語を使用せず、明確に、「区分所有者(住戸所有者)の家族や同居
人そして、区分所有権は親名義であるけど、子供が実質その権利を有している(区分所有権として
の本権はもっていない子供等」とすべきだと考えます。

メモ
占有を法律上正当づける権利たる所有権、地上権、質権等の権利を本権というのに対し、占
有権は物に対する事実上の支配という状態そのものに法的保護を与える権利である(ウイッキペデ
ィア)

民法上の物権は，大きく分けると，本権と占有権に分けられます。本権とは，占有を法律上正
当なものとならしめる実質的権利のことをいいます。つまり、ある物を占有している場合、本権が
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あれば、その占有は法律上正当な理由があるものとして扱われるということです。
他方、占有権とは，物を事実上支配（占有）しているということそれ自体を保護するための権利
です。この占有権は、本権とは別の物権として扱われることになります。
したがって，例えば、ある不動産について本権を有しており、しかも、本権に基づいてその不動
産を占有しているという場合には、本権という物権と占有権という物権の両方を有しているという
ことになるということです。この場合，本権があるので，その占有は適法ということになります。
他方，ある不動産について本権を有していないものの、占有はしているという場合には、占有
権だけが認められることになります。
ただし、この場合には、本権がないため、占有権は認められるとしても、占有それ自体は適法
とはいえないので、その不動産の本権者から物権的請求権や損害賠償請求権を行使される可
能性はあります。(不動産問題ネット相談室・・・インターネット)
民法第 180 条（占有権の取得） 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによっ
て取得する。

勝ち取った判決を実行に移すのが強制執行
※ 強制執行とは
せっかく苦労して手に入れた勝訴判決でも、それだけでは権利の実現も完全ではありません。
判決は、紛争に対する裁判所の判断にすぎません。
被告が判決にしたがって、自主的に判決内容を実現してくれる場合はよいのですが、なかに
は、判決などまったく意に介さない人もいます。そのような場合には、強制執行しなければなりま
せん。
強制執行は、国家機関が、権利者の権利内容を強制的に実現してくれる手続きです。たとえ
ば、未納分管理費請求訴訟に勝訴した原告が強制執行する場合には、判決にもとづいて裁判
所や執行官などの執行機関が被告の財産を差押え、競売にかけてお金に換え、それを原告に
渡してくれます。原告は、裁判内容通りの結果を得られるのです。
※ どんなことが必要なのか
強制執行するには、まず、強制執行の根拠となる債務名義とよばれるものを手に入れなけれ
ばなりません。債務名義は判決が代表的なものですが、それ以外に執行受諾文言付公正証書
や調停調書・和解調書・仮執行宣言付支払督促などがあります。
次に、債務名義の末尾に「強制執行をしてもよろしい｣という｢執行文｣をつけてもらいます。そし
て債務者がその通知を確かに受け取ったという送達証明書を手に入れます。
こうして、債務名義、執行文、送達証明書の 3 つがそろってはじめて強制執行ができるようにな
ります。
なお、強制執行を行う権限がある国の機関を執行機関といいます。通常は、地方裁判所か地
方裁判所にいる執行官です。
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被告のどういう財産に強制執行するかについては、基本的に原告の自由です。被告が不動産
をもっていれば不動産を対象に、そうでなければ家財道具などの動産、給与や銀行貯金などの
債権を対象にします。(「改訂新版マンション管理の法律とトラブル解決マニュアル」p.172)
(参照：別冊-p．139「調停とは」)

義務違反者に対する措置の変遷
「旧法(1962 年区分所有法)では、区分所有者の義務違反に対し、誰がどのような措置を講ずるこ
とができるかについては、まったく規定を設けておらず、この点は、もっぱら解釈にゆだねられて
いた。
旧法(1962 年区分所有法)下では、学説上、各区分所有者は、区分所有権および共用部分の共
有権および共用部分の共有権に基づく物権的請求権や規約に基づく請求権あるいは旧法(1962
年区分所有法)第 5 条第 1 項(1983 年、2002 年改正区分所有法と同一条文ですが解釈上の相違があります)

を直接の根拠として、(イ)警告、勧告等により、義務違反行為の予防、中止、原状回復等を求め
る裁判外請求、(ロ)義務違反行為の予防、中止、原状回復を求める裁判上の差止請求、(ハ)損
害賠償請求、(ニ)共用部分の使用停止、(ホ)区分所有権の売渡および明渡請求などができると
解されていた。
改正法(1983 年、2002 年改正区分所有法)は、区分所有者の一人がその義務に違背する行為を
し、又はそのおそれがあるときは、他の区分所有者は、その行為を停止し、その行為の結果を除
去し、またはその行為を予防するために必要な措置をとるよう求める権利を有することを第 57 条
以下に規定した。
すなわち、共同の利益に反する行為の停止等の要求(法第 57 条)、使用禁止の請求(法第 58 条)、
区分所有権の競売の請求(法第 59 条)、占有者に対する引渡請求(法第 60 条)である。
以上のうち、第 57 条の共同の利益に反する行為の停止等の請求は、従来学説・判例が各区
分所有者個人の権利として承認してきた差止請求権を、区分所有者全員あるいは管理組合法
人の集団的権利として認め、これを明文化したものであり、また、使用禁止の請求は、差止請求
と競売の請求の中間に位置し、競売請求の前段的措置とも言いうるものであって、これにより、
義務違反行為を受けた区分所有者は、義務違反の程度に応じて、段階的な措置をとることが可
能になった。(「注釈不動産法 5」p．272)｣
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．434 or p．429「義務違反者への対応としての法第 57 条 1 項、第 58 条 1 項、
第 59 条 1 項の関係」)

裁判外での差止請求(法第 57 条 1 項)の方法
法第 57 条 1 項の差止請求は、裁判外で行使することができる。区分所有法は、裁判外におい
て差止請求権を行使するための要件を特に定めていない。法第 57 条第 1 項に「区分所有者全
員」とあるが、これは、区分所有者全員の団体的または集団的権利であることを意味するだけ
で、差止請求権の裁判外の行使については、必ずしも区分所有者全員の名前でする必要はな
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い。また、区分所有者全員の意思決定方法である集会の決議を経る必要もない。
管理者は、管理者の権限としての法第 26 条第 1 項の保存行為として裁判外で差止請求がで
き、また、個々の区分所有者も第 18 条第 1 項の保存行為として個別に差止請求できる(法務省民
事局参事官室編・〔新しいマンション法〕p．288、反対：山口忍〔義務違反者に対する措置〕丸山英気編・建物区分
所有法法 p．259)。ただし、規約、集会の決議に基づき管理者がその勧告をすることなど、差止請

求権の裁判外の行使について手続きが定められているときは、これによる(法務省民事局参事官室
編・〔新しいマンション法〕p．288)。(「注釈不動産法 5」p．292)
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．421 or p．416「法第 57 条 1 項の『区分所有者の全員』とはどういう意味か」、p．
429 or p．425「法第 6 条と第 57 条の関係について」)

使用禁止の判決を受けた者が使用禁止の判決に任意に服さない場合
区分所有者が使用禁止の判決を受け、その判決に任意に服さない場合は、この判決を債務
名義として強制執行をすることができる。この義務は、債務者(使用禁止の判決を受けた者)以外の者
が
代わってなし得ず、特定の債務者(使用禁止の判決を受けた者)のみがなしうる不代替的作為義務(本
人以外の人が代わりになしえる事の出来ない義務)である。

したがって、強制執行は、履行遅延の期間に応じ一定の賠償を命じることによって債務者(使用
禁止の判決を受けた者)を心理的に強制し、間接的(金銭の支払等)に債務(使用禁止の判決実行する義務)

の実現を図る間接強制の方法(民事執行法 172 条)によるほかなく、その区分所有者(使用禁止の判決
を受けた者)を実力をもって退去させることはできない。しかし、その区分所有者(使用禁止の判決を受
けた者)は家財などの除去義務を負っており、この点については代替執行によって除去できると考

えられる(民事執行法 171 条)。(「コンメンタール区分所有法」p．205)
民事執行法 172 条（間接強制）： 作為又は不作為を目的とする債務で前条第 1 項の強制執行
ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅
延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直
ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権
者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。
民事執行法 171 条（代替執行）： 民法第 414 条第 2 項本文又は第 3 項に規定する請求に係る
強制執行は、執行裁判所が民法の規定に従い決定をする方法により行
う。
民法第 414 条第 2 項本文： 債務の性質が強制履行を許さない場合におい
て、その債務が作為を目的とするときは、債権者
は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを
裁判所に請求することができる。
民法第 414 条第 3 項： 不作為を目的とする債務については、債務者の費
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用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将
来のため適当な処分をすることを裁判所に請求す
ることができる。
(参照:別冊-p．426 「勝ち取った判決を実行に移すのが強制執行」、「実践 区分所有法 など」p．442 or p．438
「一時使用禁止の相当な期間としては 3 年間の判例」)

規約違反者と法第 57 条 2 項の差止訴訟との関係
規約で、建物、敷地、附属施設当の使用規制等について定めている場合に、その違反行為に
対する差止訴訟を誰がどのようにして提起することができるかは、法第 57 条 2 項の規定するとこ
ろではなく、解釈に委ねられています。
規約は、区分所有者(住戸所有者)の団体の、管理組合法人にあっては法人の内部規範であるか
ら、そこに定められた義務はいわば団体に対する義務であり、これに対応する権利は団体的に
帰属し、管理組合法人にあっては法人に帰属する権利です。
したがって、その差止訴訟は、管理組合法人にあっては法人がその名において提起できるし、
法人格を有しない場合には、民事訴訟法 29 条の規定に基づき区分所有者(住戸所有者)の団体の
名において提起することができるとされています。
この場合において、訴訟提起の意思決定は、原則として集会 (総会) の決議によるべきである
が、規約で管理者、理事その他の機関の決定に委ねることもできると解します。
また、法第 26 条 4 項の規定により、「規約で定めた行為｣の実行とし、規約又は集会(総会)の決
議に基づいて管理者が区分所有者(住戸所有者)全員のために訴訟担当者となることもできます。
法第 6 条１項に該当する行為が同時に規約上の義務にも違反する時は、法第 57 条 2 項の訴
訟提起と、上記の解釈による訴訟提起とを選択的に行使することができます。
規約で違反行為に対する違約金を定めている場合の違約金の支払請求訴訟についても、同
様に解することができます。(「新版注解民法(7)」p.774 より)
(参照：「実践 区分所有法 など」p．428 or p．423｢義務違反者に対する「停止等の請求」と実際の実務｣)

住宅新報社様「ケーススタディと判例で語るマンション実務」p．361 の記述について
問い合わせます --「ケーススタディと判例で語るマンション実務」への問いかけ--古い書籍ですが、「ケーススタディと判例で語るマンション実務」 サン株式会社代表取締役
嶋本勝浩著 住宅新報社 3,000-＋税 2007．4 の p．361 の記述について、以下のように考える
ため、著者のご意見を伺いたいので問い合わせます。ご手配お願いできないでしょうか。
「さらに、管理者には、共同の利益に反する行為の停止等の請求、一時使用禁止の請求、区分
所有権の競売の請求、占有者(賃借人等を含む)に対する引渡し請求について、代理権および訴訟
追行権が認められています。」との説明がありますが間違いではないでしょうか。そして、著者は
現在でもこの記述の認識のままなのでしょうか。
管理者に、最初から、「共同の利益に反する行為の停止等の請求、使用禁止の請求、区分所
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有権の競売の請求、占有者に対する引渡し請求について、代理権および訴訟追行権が認めら
れている。」わけではないと考えます。
共同の利益に反する行為の停止等の請求(法第 57 条 2 項)、一時使用禁止の請求(法第 58 条 1
項)、区分所有権の競売の請求(法第 59 条 1 項)、占有者(賃借人等を含む)に対する引渡し請求(法第
60 条 1 項)については、規約によってでも、最初から管理者に代理権および訴訟追行権が認めら

れるわけではなく、訴訟を提起することは、「集会の決議によらなければならない」(57 条 2 項)、「集
会の決議に基づき」(法第 58 条 1 項・第 59 条 1 項・第 60 条 1 項)と規定されており、事例ごとの集会決
議によって初めて当事者適格の資格を得るものと考えます。
そして、原告となって区分所有者全員の代理権および訴訟追行権を行使するのが、管理者あ
るいは集会で選ばれた区分所有者のどちらにするかを決めるのも、事例ごとの集会決議により
ます(法第 57 条 3 項・第 58 条 4 項・第 59 条 2 項・第 60 条 2 項)。これらの訴訟を提起することも、誰を原
告として裁判を進めて行くかについても、すべて、事例ごとに集会決議を経なくてはならないと考
えます。
管理者となっていることで代理権が認められるのは、その職務の損害保険契約に基づく保険
金額並びに不当利益による返還金の請求および受領についてです(法第 26 条 2 項)。
管理者は、規約または集会の決議により、区分所有者のために原告や被告になれ(管理者に選
任されることにより、当然になれるものではない。)る(法第 26 条 4 項)のであり、規約で決めることによって、

管理者が代理権および訴訟追行権が認められる具体的な規定例が、マンション標準管理規約
第 60 条 3 項の「理事長は、未納の管理費等および使用料の請求」であり、同第 67 条 3 項の「区
分所有者等が規約もしくは使用細則等に違反したとき又は区分所有者等もしくは区分所有者等
以外の第三者が敷地および共用部分等において不法行為を行った時」の場合であると考えま
す。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．440 or p．435「裁判における管理者(に擬制された理事長)と区分所有者(住戸
所有者)の関係」)

※ 著者の回答
ご精読いただきありがとうございます。187 頁 7 行目～15 行目に記載したとおりでございます。
すなわち、管理者または集会において指定された区分所有者が訴訟を追行するためには、集
会の普通決議が必要です。
訴訟追行権については、集会決議または規約の定めにより、事前に管理者に授権することは
できず、個別案件ごとに集会決議により授権しなければなりません。
この点では、規約または集会の決議によって、事前に管理者に訴訟追行権が認められる損害
保険金並びに共用部分等の損害賠償金及び不当利得返還金の請求・受領（26 条 4 項）とは異なり
ます。
規約による授権は、包括的または個別的に行うことができますが、集会決議による授権は個
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別的にしか行うことはできません。ご指摘の 361 頁 22 行目～24 行目につきまして、361 頁 6 行
目～7 行目に記載しましたとおり（当該記述が本頁の原則であり、前提となる論述でございます）、管理者
は、区分所有者のために、規約の設定または集会の決議によって、原告または被告となること
ができ、訴訟追行権を有します（26 条 4 項）。
規約では、管理者の職務につき包括的に訴訟追行権が付与され、集会決議では特定事案ご
とに訴訟追行権が付与されます。したがって、規約または集会決議によって、管理者には、訴訟
追行権が生じることになります。

以上

※ コメント
質問の仕方が悪いのでしょうか。それとも、当方の読解力の問題なのでしょうか。著者の回答
は混乱していると考えます。
前半での「すなわち、管理者または集会において指定された区分所有者が訴訟を追行するた
めには、集会の普通決議が必要です。訴訟追行権については、集会決議または規約の定めに
より、事前に管理者に授権することはできず、個別案件ごとに集会決議により授権しなければな
りません。｣との認識が共同の利益に反する行為の停止等の請求、使用禁止の請求、区分所有
権の競売の請求、占有者に対する引渡し請求についてのものだとすれば正しいと考えます。
しかし、当方の問い掛けの主題は、「さらに、管理者には、共同の利益に反する行為の停止等
の請求、一時使用禁止の請求、区分所有権の競売の請求、占有者(賃借人等を含む)に対する引
渡し請求について、代理権および訴訟追行権が認められています。」との記述が、「管理者に、
最初から、『共同の利益に反する行為の停止等の請求、使用禁止の請求、区分所有権の競売
の請求、占有者に対する引渡し請求について、代理権および訴訟追行権が認められている。』
わけではないと考えます。」として、この認識と異なる記述がされていたことを指摘しているので
す。すなわち、このことへの回答を求めているのです。
しかし、著者は、この記述の曖昧さにたいする疑問に直接的には答えず、すでに当方が認識
している規約で包括的に規定することが許されている訴訟追行権の範囲について、当方の見解
と重複した形で長々と答えています。その上で、「したがって、規約または集会決議によって、管
理者には、訴訟追行権が生じることになります。｣と結論付けています。回答の仕方になんともい
えない戸惑いを感じます。

法第 57 条が団体的権利たる差止請求権として創設された経緯
法第 57 条は、1983 年改正区分所有法によって新設されたものですが、この改正前の区分所
有者(住戸所有者)等の共同利益背反行為に対しては、その行為により被害を受ける区分所有者(住
戸所有者)が個々にその差止めを求めることができるものと解されていました。

しかし、共同利益背反行為を実効的に防止するためには、個々の区分所有者(住戸所有者)が差
止請求権を有し、その訴訟を提起することができるということでは十分でなく、区分所有者(住戸所
有者)の団体が団体的手法により差止めを求めることができる道を開くことが相当であると考えら
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れました。
そこで、1983 年改正区分所有法では、区分所有者(住戸所有者)に対して団体的差止請求権を認
めるとともに、その訴訟追行は、団体的意思決定に基づき管理者等が、管理組合法人にあって
は管理組合法人が行うことができるとしたのです(「新版注釈民法(7)」p．771)。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．429 or p．425「法第 6 条と第 57 条の関係について」)

法第 57 条の団体的権利たる差止請求権と各区分所有者(住戸所有者)が独自に提起
する訴訟との関係
法第 57 条は、規約上の義務違反行為に対する差止め請求権や規約に基づく違約金の支払
請求権が区分所有者(住戸所有者)全員に団体的に、そして、管理組合法人にあっては法人に帰属
すると同様の性質の権利として、法第 6 条に規定する共同利益背反行為に対応する団体的権利
たる差止請求権を創設的に規定したものです。
したがって、これとは別個に存在すべき個々の区分所有者(住戸所有者)の権利行使に何ら影響
を及ぼすものではありません。
共用部分の使用を妨害する行為に対してその共有持分(所有権)に基づき、あるいはニューサ
ンス等に対して専有(住戸)部分の所有権又は人格権に基づき、個々の区分所有者(住戸所有者)がそ
の妨害排除請求権や損害賠償請求権を有する場合においては、これらの権利は法第 57 条に基
づく権利とは別個のものであって、その訴訟は各区分所有者(住戸所有者)が独自に提起することが
でき、その訴訟とは、団体的権利たる差止請求権(法第 57 条 2 項)は訴訟物を異にし、二重起訴の
関係にはなりません。(「新版注釈民法(7)」p．772)
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．429 or p．425「法第 6 条と第 57 条の関係について」)

賃貸人は、その貸借人とともに、他の居住者に迷惑をかけないように専有部分を使
用する義務を負っている。そうさせる本来の義務は賃貸人にあります。
区分所有法第 46 条 2 項において、「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用
方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。」
とされ、第 57 条では、「区分所有者が第６条第１項に規定する行為をした場合又はその行為
をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の
共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し又はその行為を予防するた
め必要な措置を執ることを請求することができる。」とされ、このことが占有者にも準用すること
が第 57 条第 4 項で「４(強行規定) 前３項(第 1 項･第 2 項･第 3 項)の規定は、占有者が第６条第３
項において準用する同条(第６条)第 1 項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれ
がある場合に準用する。」とされています。
そして、第 60 条では、「第 57 条第４項に規定する場合において、第６条第３項において準用
する同条(第６条)第１項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の
方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活
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の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決
議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を
目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。」とまで規定して
います。
ここでいう占有者とは賃借人を表しており、マンション生活に支障を及ぼすような賃借人に
対しては、管理組合として直接に規制することが認められています。
しかし、そのために、さも、賃貸人が賃借人に責任を持つことなく、すべの責任を管理組合
に押し付けてしまう傾向があるようですが、本来は、賃貸人が賃借人に対して管理責任を負う
べきものでありそのことを認めた判例があったので転記しておきます。
区分所有建物の区分所有者である賃貸人は、その貸借人とともに、他の居住者に迷惑をかけ
ないように専有部分を使用する義務を負っているとして、自己の専有部分の賃借人の違法な使
用状況を放置したために他の専有部分の賃借人に損害が発生したときは、その不作為が不法
行為となるとした裁判例(東京地裁平成 17 年 12 月 14 日判決)
(1) コメント
本裁判例は、一般的に見られる区分所有者間の紛争ではなく、区分所有者からの賃借人同士
の紛争において、相手方(被告側)の賃貸人である区分所有者の不法行為責任も併せて追及され
た事案においてなされた判決です。賃貸人たる区分所有者も、区分所有法第 6 条第 1 項、第 3
項に基づいて、他の専有部分の賃借人に対する関係でも他の居住者に迷惑をかけないよう専
有部分を使用する義務を負い、自己の専有部分の賃借人に対して適切な措置を怠った場合に
はその不作為について不法行為責任を負うと判示しました。区分所有者自身が近隣住民に直接
迷惑をかけていない場合にも、不法行為責任を負いうるとした点で、区分所有者の専有部分管
理の際に非常に参考になります。
(2) 裁判例
「(区分所有法)6 条 1 項は、区分所有者に対し、建物の使用に関し、区分所有者の共同の利益に
反する行為を禁止しているところ、同項は、同条 3 項において、区分所有者以外の専有部分の
占有者に準用されているから、賃貸人と賃借人はそれぞれが他の居住者に迷惑をかけないよう
専有部分を使用する義務を負っているということができる。
しかし、専ら賃借人が専有部分を使用している場合も、賃貸人の前記義務が消滅するもので
はなく、賃貸人は、その義務を履行すべく、賃借人の選定から十分な注意を払うべきであり、ま
た、賃貸後は、賃借人の使用状況について相当の注意を払い、もし、賃借人が他の居住者に迷
惑をかけるような状況を発見したのであれば、直ちに是正措置を講じるべきである。
本件ビルに係る『管理組合アコード新宿使用規則』及び本件地下店舗賃貸借契約によれば、
賃貸人は、賃借人が、前記使用規則 14 条に反し、拡声器の使用、その他により高音又は雑音を
発し、又は高声を発した場合やその他の使用者に迷惑を及ぼし不快の念を与える行為をした場
433

合、あるいは本件地下店舗賃貸借契約 15 条に反し、賃借人が他の賃借人の専有使用に著しい
妨害を与えた場合には、賃貸人は同契約を無催告で解除することができる。
このように、賃貸人は、賃借人が他の居住者に迷惑をかけるような態様で専有部分を使用して
いる場合には、その迷惑行為の禁止、あるいは改善を求めることができると解され、さらには、
本件地下店舗賃貸借契約を解除することによって、迷惑な状況を除去しうる立場にあるといえ
る。
したがって、賃貸人がその是正措置を採りさえすれば、その違法な使用状態が除去されるの
に、あえて、賃貸人がその状況に対し何らの措置を取らず、放置し、そのために、他人に損害が
発生した場合も、賃借人の違法な使用状況を放置したという不作為自体が不法行為を構成する
場合があるというべきである。」としたうえで、慰謝料 100 万円の請求を認めました。

復旧・大規模修繕
リノベーションとリフォームあわせてリニューアル
リノベーションとは： 古い建物を新たな使用に耐えられるように修繕
リフォームとは： 建設後年数が経て陳腐化した建物の内装・外装・設備・デザイン等を改良する
こと。
(日本建築学会編｢建築用語辞典｣《岩波書店、第 2 版、1993》)

住戸の二戸一戸化に関する手続き
--一棟型マンションにおける手続き--①住戸の一戸化に関して規約を整備する
区分所有者(住戸所有者)または占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使
用に関し区分所有者(住戸所有者)の共同の利益に反する行為を行うことは禁止されており、一般的
には、許可なしに戸境壁(界壁)やスラブを改変することは、規約または使用細則において禁止さ
れています。
このため、集会(総会)における区分所有者(住戸所有者)の頭数および議決権の各 4 分の 3 以上の
多数により規約を変更(法第 31 条 1 項)し、二戸一戸化を行う前提として戸境壁(界壁)やスラブの一
部を取り壊すことができるようにしておく必要があります。
②住戸の二戸一戸化の実施を決議する
二戸一戸化工事も居室増築の場合と同様、もっぱら専有(住戸)部分の床面積の拡大を目的とし
て行われる工事であることから、その工事費用は二戸一戸化を行う専有(住戸)部分の区分所有者
(住戸所有者) が負担することが前提となると考えられます。住戸の二戸一戸化工事は、戸境壁(界

壁)やスラブの一部の開口を伴うことから、共用部分の形状または効用の著しい変更(法第 17 条 1
項)にあたります。建物内の一部の住戸のみが二戸一戸化を行う場合は、区分所有者(住戸所有者)

の頭数および議決権の各 4 分の 3 以上の特別決多数決による集会の決議で承認を与えること
になると考えられます。なお、全戸で二戸一戸化工事を行う場合は、実務上、区分所有者(住戸所
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有者)全員の合意により行われることになると考えられます。

また、二戸一戸化を行った住戸について、専有部分(住戸者)の床面積の増加に応じた共用部分
の管理費・修繕積立金の額等の変更を必要とする場合には、特別多数決議で規約を変更(法第
31 条 1 項)する必要があります。(「改修によるマンション再生マニュアル」p．194)

条文上、滅失の原因は災害などの偶発的事故に限っていないのでは
｢実践 区分所有法 など｣p．14「用語の説明(6)(滅失とは)」において、「滅失した原因に関して
法第 61 条（「分譲建物《分譲マンョンを含む》」の一部が滅失した場合の復旧等）1 項は何ら規定していません
から、天災地変による場合であろうと人災であろうと手続きに変りはありません。」としましたが、
1983 年改正区分所有法の解説書である｢注解不動産法 5｣p．325 に(4)滅失の原因として、微妙
に異なる記述があるので転記しておきます。
「本条(法第 61 条)は滅失の原因について特に限定を加えていないが、学説は災害などの偶発的
事故に限定しているようである。
かような見解によれば、放火、失火など区分所有者の一人又は第三者の故意又は過失によ
って建物の一部が滅失した場合には本条の適用はなく、有責者に損害賠償請求権を行使するこ
とにより解決することになるが、条文上滅失の原因を災害などの偶発的事故に限っていない上、
有責者がある場合に本条の適用がないとすると、有責者に賠償能力がないときには事実上復旧
は困難又は不可能となる。従って、区分所有者の一人であれ第三者であれ、滅失につきその責
を追う者がある場合でも本条の適用があると考えるべきである。｣というものです。
暇な時の酒の肴にするようなテーマですが、現実問題としては、実際の滅失が生じた場合に
は「有責者がある場合に本条の適用がない」などと考える余地はなく、まずは復旧を考え、「有責
者がある場合」には、当然としてその責任も追求することになるだけの話のような気もします。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．14 「用語の説明(6)《滅失とは》」)

法第 61 条の｢滅失｣との表記は｢損傷・滅失｣とすべきなのでは
――｢損傷｣の場合も復旧は対象となるのでは--建物の価値喪失は損傷と滅失に分かれます。その場合、損傷とは、建物の破損・汚損・機能
低下・不具合等が生じているが、未だその効用(利用価値)が確定的に失われていない場合であ
り、滅失とは建物がその本来の効用を確定的に失った場合と定義します。
法第 61 条の対象とする建物の価値喪失の状況は、損傷の場合と滅失の場合があるのにもか
かわらず、｢滅失｣との表記では、「建物がその本来の効用を確定的に失った場合」だけを表わし
てしまうために、復旧対象の建物をあまりに狭く限定していると考えるからです。

「滅失」という用語について
滅失という用語は、民法だけではなく、区分所有法や被災マンション法、宅建業法でも使われ
ています。それぞれの法律で、意味合いがわずかに異なるようです。
※ 全焼。(民法)
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※ 物理的な滅失に限らず、第三者に譲渡して返還不能にしてしまったような場合も含みます。
「滅失」といえば、物理的に壊れてしまった場合だけのようなイメージがありますが、解釈で法
律的な返還不能も含めて考えられているということです。(民法)
※ 火災、地震、風水害、土砂崩れ、ガス爆発、自動車の飛び込み等、偶発的な事故によって生
じる消滅。偶発的な事故であれば、それが自然力によるか人為的な力によるかを問わない。
そして、この場合の滅失は、必ずしも物理的な消滅を意味せず、又、それを、必要としない。
建物としての使用上の効用を確定的に失ったため社会通念上建物の部分と見られなくなった
事で足りる。(区分所有法)
※ 火災などで、主任者証が物理的に消滅する事(宅建業法)

定期検査報告制度の告示第 282 号--法定されたタイル浮き検査--平成 20 年 3 月 10 日国土交通省告示第 252 号
平成 20 年 3 月 10 日国土交通省告示第 252 号
改正

平成 20 年 3 月 31 日国土交通省告示第 414 号

建築物の定期検査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判
定基準並びに調査結果表を定める件
建築基準法施行規則(昭和 25 誌年建設省令第 40 号。以下｢施行規則｣という。)第 5 条第 2 項及び第 3
項並びに第 5 条の 2 第 1 項の規定に基づき、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下｢法」という。)
第 12 条第１項に規定する調査(以下｢定期調査｣という。)及び同条第 2 項に規定する点検(以下｢定期
点検｣という。)の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を次のように定める。

第 1 定期調査及び定期点検は、施行規則第 5 条第 2 項及び第 5 条の 2 第 1 項の規定に基づ
き、別表(い)欄に掲げる項目(ただし、定期点検においては損傷、腐食、その他の劣化状況にかかるものに限
る。)に応じ、同表(ろ)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(は)欄に掲げる基準に該当

しているかどうかを判定することとする。ただし、特定行政庁が規則により施行規則第 5 条第 2
項又は第 5 条の 2 第 1 項に掲げる調査又は点検の項目、方法又は結家の判定規準について定
める場合(調査もしくは点検の項目について削除し又は調査者区は点検の方法若しくは結果の判定基準につい
て、より緩やかな条件を定める場合を除く。)にあたっては、当該規則の定めるところによるものとする。

第 2 調査結果表は、施行規則第 5 条第 3 項の規定に基づき、別記のとおりとする。
附則(平成 20 年 3 月 10 日 国土交通省告示第 252 号)
この告示は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
附則(平成 20 年 3 月 31 日 国土交通省告示第 414 号)
この告示は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
(い)調査項目

(ろ)調査方法

(は)判定基準

開口墨部、水平打継部、

外壁タイル等に剥離等があ

二
建築

(

十

外

外装仕

タイル、石貼り
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物の
外部

一)

壁

上げ材

等(乾式工法に

斜壁部等のうち手の届く

ること又は著しい白華、ひ

等

よるものを除

範囲をテストハンマーに

び割れ、浮き等があること。

く。)、モルタル

よる打診等により確認し、

等の劣化及び

その他の部分は必要に

損傷の状況

応じて双眼鏡等を使用し
目視により確認し、異常
が認められた場合に合っ
ては、落下により歩行者
等に危害を加える恐れの
ある部分を全面的にテス
トハンマーによる打診等
により確認する。
ただし、竣工後、外壁改
修後もしくは落下により歩
行者等に危害を加えるお
それのある部分の全面的
なテストハンマーらよる打
診等を実施した後 10 年を
超え、かつ 3 年以内に落
下による歩行者等に危害
を加えるおそれのある部
分の全面的なテストハン
マーによる打診等を実施
していない場合にあって
は、落下により歩行者等
に危害を加える恐れのあ
る部分を全面的にテスト
ハンマーによる打診等に
より確認する(3 年以内に
外壁改修等が行われるこ
とが確実である場合又は
別途歩行者等の安全を
確保するための対策を講
じている場合を除く。)

437

(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．161 or p．159「平成 20 年(2008)の国土交通省の定期検査報告制度の告示第
282 号について(特に外壁タイルの浮き検査について)」)

修繕積立金は、原則として、規約で決められている事項以外には取り崩せません
そもそもが修繕積立金は規約の定めで取り立てているものです。その根拠となるのは、法第
19 条の「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任
じ、共用部分から生ずる利益を収取する。｣によるとの規定によるものです。
この場合の「共用部分の負担｣が、通常｢管理費｣と観念されるものであり、共用部分の維持管
理に必要な費用のことです。そして、修繕・建替えのための積立金なども含まれています(「現代マ
ンション法の実務」p．34)。

すなわち、共用部分の修繕などに使う費用を急に用立てるようなことのないように、長期にわ
たって積み立てておこうという意図から規約で定めた徴収方法です。
したがって、この修繕積立金をどのように使うかについても規約で定められています。逆に言
うならば、この修繕積立金は、規約で決められた事項についてしか使えないということでもありま
す。マンション標準管理規約では、修繕積立金の使い道を以下のように定めています。
第 28 条（修繕積立金） 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものと
し、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に
限って取り崩すことができる。
一．一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二．不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三．敷地及び共用部分等の変更
四．建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五．その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要
となる管理
２． 前項にかかわらず、区分所有法第 62 条第１項の建替え決議（以下「建替え決議」という。）
又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に
関する法律（以下本項において「円滑化法」という。）第９条のマンション建替組合（以下「建替組合」
という。）の設立の認可又は円滑化法第 45 条のマンション建替事業の認可までの間において、

建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理
組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を
除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
３． 管理組合は、第１項各号の経費に充てる為借入れをしたときは、修繕積立金を持ってその
償還に充てることができる。
４． 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
としています。
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さらに、第 28 条関係コメントにおいては、「区分所有法第 62 条第１項の建替え決議（以下「建
替え決議」という。
）又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、・・・・管理組合

は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除い
た金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。」としているために、修繕積立金を取
り崩せる建替え決議前と修繕積立金の一部しか取り崩せなくなる建て替え決議後の区別につい
て A.建替え決議までのプロセスと B.建替え決議後のプロセスとして解説をしています。

大規模修繕などで、居住者の建築の専門家を中心メンバーとすることへの警鐘
とかくマンション内の居住者に建築の専門家がいると、相手が専門家であることを理由に、大
規模修繕などの中心メンバーとして依拠しようとする傾向に対する警鐘として記述します。
ここに記述する内容は、「マンション建替え奮闘記」村上佳史著 岩波書店の中でも住民の建
築士の役割として感動的に書かれている内容に通じるものです。
「修繕委員会の設置にあたって、心がけておかなければならないことは、建築の仕事に携わっ
ている居住者に委員になってもらおう、と安易に考えない方がよいということである。なぜなら、
建築と修繕とはまったく別の分野の仕事なのである。また、修繕工事に携わっている工事会社や
メーカーに勤めている人も、本人が十分な自覚を持っておればよいが、そうでない場合は、仕事
がらみの関わりになって、修繕委員として公平な立場に立ちにくい場合が出てくる。
このようなことから、むしろこの分野に関してズブの素人で構成して、コンサルタントとして外部
の専門家に入ってもらうほうが、スムーズにことが運ぶ。
工事計画の立案にあたって重要なことは、専門家に依存するのではなく、管理組合員であり
居住者でもある修繕委員自らが、立案・作成するということである。この場合、専門家は、あくま
でも修繕委員会が誤った計画を作らないよう専門的な助言を行い、情報を提供し、経験を伝える
役割に徹するべきである。
多くの組合員にとって、快適な住環境を生み出すような大規模修繕工事は、実際にそのマン
ションに住み、生活レベルで建物に接してきた修繕委員が考えた計画の中にこそ存在するはず
である。
なぜなら、方法論を習得した素人は、修繕工事の計画作りに関しては素人であっても、その建
物とのつきあいに関しては、専門家と称される人よりはるかに豊富な経験を有しており、なおか
つ、そこで実際に生活しているという事実が、プロとは異質の真剣さと情熱を発揮させるのであ
る。｣(「マンションを 100 年もたせる」p．119)

過半数による普通決議で行えることになった大規模耐震改修
共用部分に重大な変更を行う場合、従来は、区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上の特
別多数決決議が必要とされていました(区分所有法第 17 条)が、促進法改正により、「耐震改修を行
う必要がある旨の認定」を受けることによって、過半数による普通決議で耐震改修を行うことが
できるようになりました(建築物の耐震改修の促進に関する法律 最終改正：平成 25 年 5 月 29 日法律第二〇
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号)。

建築物の耐震改修の促進に関する法律第 25 条（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定）
耐震診断が行われた区分所有建築物（二以上の区分所有者《建物の区分所有等に関する法律（昭和三十
七年法律第六十九号）第 2 条第 2 項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。》が存する建築物をいう。以下同じ。）

の管理者等（同法第 25 条第 1 項の規定により選任された管理者《管理者がないときは、同法第 34 条 の規定に
よる集会において指定された区分所有者》又は同法第 49 条第 1 項 の規定により置かれた理事をいう。）は、国

土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、当該区分所有建築物について耐震改修
を行う必要がある旨の認定を申請することができる。
２ 所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る区分所有建築物が地震
に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していな
いと認めるときは、その旨の認定をすることができる。
３ 前項の認定を受けた区分所有建築物（以下「要耐震改修認定建築物」という。）の耐震改修が建物
の区分所有等に関する法律第 17 条第 1 項に規定する共用部分の変更に該当する場合におけ
る同項の規定の適用については、同項中「区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上の多数に
よる集会の決議」とあるのは「集会の決議」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。
区分所有法第 17 条（共用部分の変更） 共用部分の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わない
ものを除く。）は、「集会の決議」(区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多
数による集会の決議)で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約で

その過半数まで減ずることができる。
※「集会の決議」＝普通決議
(参照：「実践 区分所有法 など」p．210 or p．207「区分所有法条文の『集会の決議で決する』とは『普通決議』
のこと)

マンションの耐震改修が共用部分の変更に該当する場合でも普通決議で行うことが
できる場合
建築物の耐震改修の促進に関する法律が平成 25(2013)年 5 月に改正(2013．11.25 施行)され、マ
ンションの耐震改修が共用部分の変更に該当する場合でも、所管の特定行政庁に対し、設計
図、計算書等の資料を添えて、耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請し、その認定を受け
たことができれば「要耐震改修認定建物」として、(条文 3 項で「区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以
上の多数による集会の決議」とあるのは「集会の決議」としたことにより)特別決議ではなく普通決議でこれを

行うことができるようになりました。
ただし、区分所有法第 17 条 2 項、１８条 3 項の「専有部分の使用に特別の影響を及ぼすとき
は、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。」の規定の適用はあります。
建築物の耐震改修の促進に関する法律 25 条（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定）3 項： 耐
震診断が行われた区分所有建築物（2 以上の区分所有者《建物の区分所有等に関する法律〔昭和三
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十七年法律第六十九号〕第 2 条第 2 項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。》が存する建築物をい
う。以下同じ。）の管理者等（同法第 25 条第 1 項の規定により選任された管理者《管理者がないときは、
同法第 34 条の規定による集会において指定された区分所有者》又は同法第 49 条第 1 項の規定により
置かれた理事をいう。）は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、当該区分所有建
築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請することができる。
２ 所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る区分所有建築物が地震に対
する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認めると
きは、その旨の認定をすることができる。（以下「要耐震改修認定建築物」という。）
３ 前項の認定を受けた区分所有建築物の耐震改修が建物の区分所有等に関する法律第 17 条第 1
項に規定する共用部分の変更に該当する場合における同項の規定の適用については、同項中「区分
所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上の多数による集会の決議」とあるのは「集会の決議」とし、同項た
だし書の規定は、適用しない。

もしかすると、あなたのマンションは、耐震改修工事を行う場合には、相当高い割合
で助成をうけることができる可能性があります
耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)の改正が、平成 25 年 5 月 29 日法律第二
〇号として成立しました。
なお、促進法の改正より全国的に制度が整ったことになりますが、一足早く、東京都では、緊
急輸送道路沿道の建築物について、耐震診断の義務化と耐震改修等の助成制度の拡充が行
われています。
耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)は、一定の規模・用途の建物について、
耐震診断の実施と結果の報告を義務付けていますが、分譲マンションは、規模を問わず規制の
対象外であり、原則として、耐震診断・報告の義務を負いません。
ただし、都道府県・市町村は、地震時における緊急輸送や円滑な避難等の確保を目的として、
耐震改修促進計画においても道路の指定をすることになっており、それらの道路に敷地が接し
ている場合は、分譲マンションであっても、「通行障害既存不適格建築物｣として、耐震診断・報
告が義務となります。
大地震発生時に多数の人々が集まる幹線道路や、避難経路、緊急道路として重要な道路に
面して立地する建物は、大地震発生時に倒壊した場合に、避難時に重大な支障を発生させる可
能性がありますから、建物が倒壊する事態を回避しなければなりません。
そこで、促進法は、都道府県または市町村が一定の道路を指定し、当該道路に接する敷地上
に立地する一定の形状の建築物については、｢通行障害既存不適格建築物｣として、耐震診断・
報告が義務付けられるものとしています。
耐震改修促進法第７条（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務）１項 次に掲げる建築物
（以下「要安全確認計画記載建築物」という。）の所有者は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土
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交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それ
ぞれ当該各号に定める期限までに所管行政庁に報告しなければならない。
２号: その敷地が第五条第三項第二号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する
通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限る。） 同号の規定により都道府県耐震
改修促進計画に記載された期限
3 号: その敷地が前条第三項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行
障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限り、前号に掲げる建築物であるものを除く。）
同項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された期限
耐震改修促進法第 5 条（都道府県耐震改修促進計画）3 項 都道府県は、次の各号に掲げる場合には、前項
第二号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。
２号: 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（相当数の建築物が集合し、又は
集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路その他国土交通省令で定める道路《以下「建築物集
合地域通過道路等」という。》に限る。）の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難
を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物（地震に
よって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするお
それがあるものとして政令で定める建築物《第十四条第三号において「通行障害建築物」という。》であって既
存耐震不適格建築物であるものをいう。以下同じ。）について、耐震診断を行わせ、又はその促進を図り、及
び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接
する道路に関する事項及び当該通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限る。）に
係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項
3 号: 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集合地域通過道路等を除
く。）の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、
当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るこ
とが必要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項
耐震改修促進法施行令４条 法第 5 条第 3 項第二号の政令で定める建築物は、そのいずれかの部分の高さ
が、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、次の各号に掲げる当該前面道路の幅員に応じ、そ
れぞれ当該各号に定める距離（これによることが不適当である場合として国土交通省令で定める場合において
は、当該幅員が 12 メートル以下のときは 6 メートルを超える範囲において、当該幅員が 12 メートルを超えるとき
は 6 メートル以上の範囲において、国土交通省令で定める距離）を加えたものを超える建築物とする。
一 12 メートル以下の場合 6 メートル
二 12 メートルを超える場合 前面道路の幅員の 2 分の 1 に相当する距離

この対象となる建物には、分譲マンションも含まれます。
したがって、幹線道路沿いに立地する分譲マンション等については、耐震診断・報告の義務の
対象となっている可能性があります。なお、対象となる道路の指定は、都道府県や市町村の耐
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震改修促進計画の策定や改訂を通じて、順次行われます。
この｢通行障害既存不適格建築物｣に関しては、都道府県または市町村は、所有者からの申請
が有った時に耐震診断費用の負担をしなければならないとされており(耐震改修促進法１０条)、マン
ション管理組合として費用負担をする必要がない上、仮に診断の結果耐震性に不足が有ること
が判明し、実際に耐震改修工事を行う場合には、相当高い割合で助成をうけることができる可能
性があります。(「耐震化の法律読本」p．195)

専門家に「総合的耐震診断」を依頼する
―――「地震に強いマンションに対する 55 の方法」より抜粋――建物の診断は「総合的耐震診断」で
「建築基準法」などの法令が定める耐震性能と、それ以外の人を安全を守る耐震性能を含め
て行う診断を「総合的耐震診断」といいます。
総合的耐震診断では法定性能の他に、人が耐えうる各階の揺れの大きさや、閉じ込め事故、
火災・水害・地盤沈下等の災害、住めなくなる損傷等に備える耐震性を診断します。そのため
に、骨組み(構造)の強さだけでなく、揺れの大きさ、床・壁・天井・階段のほか、屋外施設を含め
た設備機器と配管・配線が被害を受けないかを調査し、評価します。
例えば、維持管理が十分でない建物は腐食やひび割れ等が進み、建物の耐力が低下しま
す。ことに鉄骨造屋外階段などは、コンクリートへの取り付け部のボルトが腐食していたり、階段
部基礎が建物基礎と一体となっていないために地震時に切れてしまうことがあります。骨組みや
壁がひび割れていたり、鉄筋・鉄骨が錆びたりしていると、地震に耐えられません。設備機器も
同様です。
機器の機種が古い形式の場合は、メーカーに部品のストックがなくなっていて対応できない場
合が予想されます。平常時には何とか工夫して対応できても、地震後は人手が足らないため、そ
のような機器を修復するには長期間待たされるかもしれません。東京や大阪のような大都市が
被災した場合には、被災の回復が大幅に遅れます。ないと生活に困るような機器は、適当な時
期に新しい形式に変える事が必要です。
診断には建物の設計図が必須
建物の全ての耐震性を診断するには、建築家(建築意匠設計者)、建築構造技術者、建築設備技
術者が協力して診断と対策に当たる必要があります。
各専門家は、法定資格の他に、耐震診断や耐震改修を経験し、総合的耐震性を判断する能力
を持つ必要があります。
しかし、こうした経験を専門家は多くはありません。どんな専門家に相談するか探す窓口は、自
治体と専門家団体です。多くの自治体には無料の耐震診断の制度があります。また、日本建築
家協会(JIA)や建築士会にも市民相談の窓口があります。一度相談してください。
相談の際には建物の設計図書が必須です。マンションの設計図書は、入居時に管理組合に引
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き渡されているはずです(2000 年 12 月 8 日マンション管理適正化法公布以降・・・中野)から、大切に保管し
てあるはずです。もし見つからなければ、管理組合の元役員や設計者、施工会社、不動産会社
が持っていないか尋ねてください。どうしても見つからない場合は、建物を調査して新たな図面を
作らなければなりませんが、多額の費用がかかります。
各戸の揺れは「震度 5 強」で危険
床の揺れが震度 5 強では、人は物につかまらないと歩くことができません。高齢者の場合は震
度 5 弱で歩けなくなります。また、震度 5 弱で不安定な家具が倒れだし、震度 5 強で家具が倒れ
ます。
マンションの骨組み(構造)は、「建築基準法」に適格であれば震度 6 強までは大破しません。し
かし、各住戸内にある重い家具や設備機器等が転倒・落下しない限界(赤信号)は、その階の揺れ
が震度 6 弱程度までです。
ただし、主要な家具等は固定できるとしても、固定することが困難なもの(テレビ、冷蔵庫、ピア
ノ、置物、花瓶等)を考えると、各住戸の揺れが許容できる(黄信号)のは震度 5 強、赤信号は 6 弱
程度と考えるべきでしょう。
また、高さ 10 階建て程度の建物の上層階の揺れは、地面より震度にして 1 程度高くなりますか
ら、震度 5 弱でも黄信号になります。行動能力が低下している人は低階層に住む方が無難です。
ケガをする地震は、最大震度 7 の阪神淡路大震災や東日本大震災といった大地震だと思って
いるかもしれませんが、決してそうではないことを肝に銘じておきましょう。
家具等を壁に固定できる取り決めを管理組合で行なう
タンスや戸棚をしっかり鉄筋コンクリート壁に固定しようとしても、マンションの鉄筋コンクリート
壁は共用部分なので勝手に固定する(アンカーを打つこと・・・中野)ことができません。本来であれば、
あらかじめ家具の固定用の部材を住戸の仕上げ材として付けておくべきですが、それがない場
合は管理組合で壁に固定できる(「アンカーを打ってもよい」・・・中野)といった取り決めをすることをお
勧めします。例えば、管理組合で戸境壁にも固定用の金物が使えるように、長押式の木を取り
付けるためのルールを決めておくのは一つの方法です。
住戸内の床は上げ床なので固定先としてあまり期待できませんが、それでも転倒防止の挟み
材を入れれば、ある程度の効果があります。天井が直天井ならば、転倒防止の突っ張り棒など
を用いることもできます。
固定しにくいピアノ、テレビ、観賞魚の水槽、冷蔵庫、タンス、本棚などには滑り止めテープやゴ
ムを用います。それでも大地震時には動く可能性がありますから、そうした物が落下したり移動し
そうな範囲から逃げる、あるいは、そうした物が置いてある部屋から逃げてください。
睡眠時は無防備ですから、寝室にはできるだけ家具や物を置かないことです。就寝時は裸足
になることが多いので、例え小さな物でも落下して壊れれば、非難の際に足を切るなど思わぬ怪
我の原因になります。
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ゴミや排泄物は各住戸で保管する準備を
日常は行政によって行われているゴミ処理と下水処理ですが、道路や埋設配管に影響を及ぼ
すような甚大な災害に見舞われる堵、ストップすることがあります。下水処理は、マンションの汚
水排水管が破損した場合でも排泄物が流せない状態が起こりえます。
また、地震で破損した物品や、停電で保冷できずに腐った食品等がゴミとなって増える可能性
がありますが、そういったものが集積所にあふれることを防がなければなりません。
しかしながら、ゴミや排泄物は勝手に焼却したり、マンホールに流したりはできないので、当面
は各住戸で保管するしかありません。最近は防災用に凝固剤や脱臭剤、密閉容器などの排泄
物専用の処理材や専用の袋なども売られていますから、そうしたものを各住戸に備えておく必要
があります。
それが入手できないのであれば、思い切って紙おむつを利用するのも一案でしょう。東日本大
震災の際、水が使用できなくなったマンション住民で、高齢者用の紙おむつを使ってみたという
方がいました。介護用品やペット用品か充実している現代では薬局やスーパーでも入手できる
ので、そうしたものも排泄物処理に役立ちそうです。
イベントなどを通じて互いに顔見知りに
防災活動や非常時の対応は、ひとりではできません。人海戦術も必要になりますから、マンパ
ワー(人的資源)が必要です。管理組合でそのマンパワーを育成する問題意識の共有と、イベント
等の経験が培われる役割分担の意識、協力関係を築くためのコミュニケーションが大切です。居
住者同士の交流が希薄なマンションでは、イベントなどを通してそのような機会をあえて作る必
要があります。イベントは、マンションの居住者の顔や生活を知る機会となり、いざという時の助
け合いに期待ができます。
積極的なマンションでは、総会の後に食事会を開いたり、夏祭りを開いて子供とその親を集め
たりしています。子供が集まると親も参加しますから、自然な形で交流を促すことができるので
す。子供を呼び集めることで親にも参加してもらうという「作戦」です。
イベントの企画が難しければ、せめて防災訓練か防災週間などに、期限切れの備蓄品の入替
え時に、備蓄品を配布する催しなどをしてはいかがでしょう。
また、大勢で一堂に会する機会ばかりではなく、もっと意見交換や助け合いがしやすくなるよう
に、住戸がまとまりやすい単位で開く交流会もあります。たとえば、階段集会(共用廊下のない「階段
形」のマンションで、同じ階段を共有する人同士での集まり)や、階別集会(同じ階の人同士での集まり)などを

開催しているマンションもあります。
日常の挨拶やおしゃべりから始めるコミュニティの力
住戸を顔がお互いによくわかる単位でグループ化し、交流を促しておくことは災害時にとても有
効です。たわいのない日常の挨拶やおしゃべりといった交流が積み重なっていけば、顔・名前・
日中家にいるのか・いつもどこに出かけるのか、などが除々に分かってくるからです(図参照)。い
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ちいち防災用名簿に頼らず、非常時の点呼、助け合い、情報伝達、備蓄品の配布など、身近に
せまる問題をきめこまやかに解決できるのは、まさにコミュニティの力となり、防災力にもつなが
ります。
図 日常の会話を災害対策に生かす例
A さんは毎週火曜日に病院にいっているよ

→

B さん(高齢者)の息子さんは毎月面倒を見に

→ 非常時用に息子さんの連絡先を聞いて

来ているよ

今日は不在だね
おこう

C と D さんは同じスポーツジムに一緒に通っ

→ C さんは D さんの携帯電話を知っている

ているよ

かも

E さんは看護婦さんで○○病院に勤めている

→ 緊急時に協力してくれるかな

よ

地震保険についてのかい摘んでの情報
地震保険は、火災保険などと比べ、特殊な保険です。まず、火災保険に加入していないと加
入できません。契約金額は、火災保険の 30％～50％の範囲内で設定されます。損害の判定は
全損、半損、一部損の 3 区分で、保険金はそれぞれ契約金額の 100％、50％、5％となります。ま
た損害の判定は、マンションの柱、梁の構造部分に限定され、雑壁(非構造壁)やエレベーターな
ど付属設備が損傷しても対象になりません。保険金の原資は政府資金で、保険会社と政府の共
同運営という特別な保険です。したがって、保険会社が取り扱っていますが、どの社も保険内容
は全く同一です。個々の損害を補てんするというより、被災による生活再建が目的とされていま
す。
個人の住宅と異なり、区分所有者の団体であるマンション管理組合では、合意形成という問題
があります。予定できる大規模修繕でさえ、合意形成までには多くの時間がかかります。まして
や、予定できない震災の復旧工事には、合意形成がより困難になることは疑いない事実です。
その時に、地震保険の支払いは、管理組合にとって、合意形成という問題を乗り越える大きな力
となります。復旧工事をしなければならないが、資金不足の管理組合では、合意形成にかなりの
労力がかかっています。そのためにも、マンションでは地震保険の加入は必要です。(「運営からトラ
ブル解決までマンション管理組合お役立ちハンドブック」p.84)

室内用小型免震装置

―「復興日本」メールより―

2015 年 02 月 25 日
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四隅に置いて什器棚を載せるなど複数使用や天板利用することで、重量物や大型品にも対
応できる。
防災の意識が高まるなか、アキレスが 2015 年 1 月 13 日に発売した、地震の揺れによる被害を
軽減する室内用小型免震装置「グラレス」に注目が集まっている。発表直後からメディアの取材
も多く、運送会社や電子機器メーカーなどからの問い合わせも続いているという。
被害を軽減する室内対策用品としては、揺れたときに家具が倒れないようにするための金具
や突っ張り棒・ストッパーなど、耐震機能がある比較的手軽なアイテムが一般的だ。一方で、地
震の揺れを直接伝えないようにする免震機能は、建物自体の破損防止や大型コンピューターの
転倒防止などを目的とするような、大掛かりなものに取り入れられていることが多く、設備的で価
格も高いため、家庭用の地震対策としてはあまり生かされてこなかったという。
そこで、より揺れを軽減できるとされる“免震”のメカニズムを室内向けに開発したのがグラレス
だ。
床との接地面には中心部に軸が固定されたアクリル板。その上部には破損を防ぎたい対象物
を載せるひとまわり小さな合成ゴムパーツが重ねられている。この 2 つの間に、摩擦を減らして
運動をなめらかにするベアリングと、軸をベースに揺れと合わせて上部パーツをスライドさせるス
プリングを取り付けた構造。床に接地しているアクリル板上を上部パーツだけが自在にスイング
することで、地震の振動を和らげるシンプルな仕組みだ。日本大学理工学部での実験では、約
80％の減衰という高い免震性能が示されたという。
外寸 207mm、厚み 19mm、重さ 550g という薄型軽量なので、室内に飾っている小物を載せるほ
か、四隅に置く複数使いで店舗のショーケースや水槽などの大きなものを載せても使えるとい
う。
現在は同社の直販のみだが、今後は防災アイテムを取り扱う店舗はもちろん、家具メーカーや
什器メーカー、量販店など幅広く販路を拡大していく予定だ。オープン価格で市場想定価格は約
1 万円。 （文／梶 里佳子）

家具転倒防止器具に弱さ? 朝日新聞 2015/3/24 より
--都調査 7 商品、震度 6 強で効果なく ―異なるタイプ併用よびかけ―
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家具転倒防止器具 7 商品の効果を検証した結果、震度 6 強の揺れですべての家具が転倒す
るか３０㌢以上移動した、と都が発表した。うち３商品は「震度７対応」などと表示していた。家
具の上下で器具を組み合わせると効果が高まることも分った。
調査対象は、家具と天井のすきまに設ける棒状の「ポール式」(２商品)、家具の底面と床を接着さ
せるゲル状の「粘着マット式」(3 商品)、家具の前面の下部にくさび状に挟んで家具を壁側に傾斜
させる「ストッパー式」(２商品)の３種類。商品を取り付けたタンスや食器棚に揺れを加え、効果を
検証した。
６強の揺れで６商品は家具が転倒し、粘着マット式の 1 商品は 30 ㌢以上移動した。ポール式
の 1 商品では震度 6 弱の揺れで転倒したという。一方、家具の上に取り付けるポール式と、下に
取り付ける粘着マット式かストッパー式を組み合わせると、6 強の揺れでもほぼ家具が転倒しな
かった。
都は商品の製造業者に、器具の性能に過度の期待を持たせる表示はやめ、取り付け対象の
家具や使用方法をわかりやすく明記するように要望した。都生活安全課の担当者は「表示を過
信せず、固定するタイプの異なる器具を組み合わせて工夫してほしい」と呼びかけている。(川口
敦子)
ゲル状・・・ゲルの状態、つまり粘性をもつ個体の状態を表す。日本語の擬音では、”ヌルヌル”と
表現されることも多い。食品では、ゼリー、蒟蒻、寒天、などが上げられる。
（災 害 大 国 あすへの備 え） 集 合 住 宅 、共 に守 る
2014 年 9 月 22 日 05 時 00 分朝日新聞
旧耐震基準のままの古いビルで被害を減らし、被災後の生活を維持するために、どんな準
備が必要か。
軍艦島の鉄筋コンクリート建物のように、手入れもされないままに放置され、極度に老朽化
した鉄筋コンクリート建物に対しての修復技術は確立されていないとはいえ、一般的な鉄筋コ
ンクリート建物は、大規模修繕工事が繰り返されている限り、極度に老朽化する可能性はな
く、耐震化には、改修か建て替えかのどちらか一方に限定した考え方ではなく、自由な選択の
できる情報提供が必要だと考えています。
・・・・朝日新聞の記事から抜粋です。なかなか説得力のある実践的な提案のように思われ
るので情報として転載してみました。

中野メモ

都市部で増え続ける超高層ビルは、東日本大震災で大きな揺れに襲われた。一方、阪神大震
災で倒壊が相次いだ旧耐震基準のままの古いビルもいまだに存在する。被害を減らし、被災後
の生活を維持するために、どんな準備が必要か。
■高層階、動けない揺れ 低層階、壁きしむ恐怖
２０階程度にあたる高さ６０メートルを超える超高層ビルは全国に約２５００棟あり、そのほとん
どが東京、大阪、名古屋に集中する。大地震が起きたとき、どのようなことが起きるのか。
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東日本大震災では、震源から８００キロ離れた大阪市にある５５階建ての咲洲（さきしま）庁舎も
最大２・７メートル、１０分以上も揺れ続けた。長周期地震動と呼ばれるゆったりとした揺れだ。軟
らかい地盤で増幅され、長時間続く。
東京理科大の永野正行教授（地震工学）は、関東と関西の２４階建て以上のマンション計２２棟
の住民に東日本大震災時の状況についてアンケートを実施。９６８人から得た回答を高層、中
層、低層に分けて分析した。
関東の高層階では７割が「揺れにより自分の意思で行動できなかった」「立っていることができ
なかった」と回答。「遊園地の海賊船に乗っているような揺れ」「船室にいるような揺れが２０分ほ
ど続いた」など、高層階ほど水平方向のゆっくりした揺れが長時間続き、家具などの転倒やテレ
ビやパソコン、花瓶などの落下が多くあった。
地震のけがの原因の多くは家具の転倒や落下。永野教授は「今回の調査でも半数以上が家
具の固定をしていなかった。超高層の建物では、家具やオフィス機器などの固定がより重要にな
る」と話す。
一方、低層では半数以上で壁紙や内装材の亀裂などが見られた。７割の人が「ギシギシ」「ミシ
ミシ」などと建物がきしみ、内装材が壊れる音を頻繁に聞いていた。高層ほど大きく揺れていない
にもかかわらず、多くの人が音による恐怖感を強く抱いていた。
高層マンションに欠かせないのはエレベーター。日本エレベーター協会によると、地震の揺れ
を感知すると最寄り階に自動停止するが、震度４より大きな揺れの場合、故障などがなくても点
検を受けるまで復旧できない。数多く停止すれば、復旧まで時間がかかる。階段の上り下りが困
難な人が孤立化するおそれがある。
東京都中央区が、東日本大震災で区内の分譲マンション２５３棟を対象にした調査では、８割
近くが自動停止や故障で動かなくなった。震災当日に復旧したのは４分の１。数日から１週間以
上動かなかった例もある。
夕食の食材がなく非常階段で１階まで移動した３５階の住人は、理科大のアンケートで「下りる
のに１０分、上るのに２１分。高層難民の経験をした」と回答した。
飲料水（１人１日３リットル）は最低でも３日分、可能なら１週間分の備蓄のほか、ガスコンロや懐中
電灯などライフラインの停止に備えた用意を個人でしておくべきだ、と専門家は指摘する。
■「旧耐震」法改正で改修しやすく
全国に約６０１万戸ある分譲マンションのうち、１９８１年以前に建てられた旧耐震基準のマンシ
ョンは約１０６万戸。旧耐震のままでは将来の大地震に耐えられないのか。
＊
＜バランスに注意＞ 日本建築防災協会の神田重信・専務理事は「旧耐震がすべて危ないと
いうことではないが、構造上のバランスが悪いマンションは耐震診断をした方がいい」と指摘す
る。国土交通省のマニュアルによると、バランスの悪いマンションとして、Ｌ字形やコの字形▽上
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層と下層で構造が異なる▽細長い形▽１階に駐車場や店があり壁が抜けている（ピロティ形式）―
―などがある。
診断で耐震性能を示す「Ｉｓ値」０・６未満が改修の目安だという。ただ、耐震診断も図面と現況
を確認する簡易なものから、コンクリートに穴をあけて強度を確認するものもある。
耐震化には、改修か建て替えかの選択があるが、一般的には改修の方が費用が抑えられる。
ただ、改修も壁や柱の補強から制震、免震装置の設置まで様々だ。建物の大きさなどにもよる
が、改修には数千万～数億円かかるのが一般的だ。費用に見合った効果が得られるか、住み
にくくならないかも考え方針を決めることになる。診断や改修費用の助成をする自治体もあるの
で、まずは自治体などに相談して、専門家に依頼した方がいい。
＊
＜過半数の賛成で＞ マンションで常に必要になのが住民の合意づくり。東日本大震災の被
災マンションでも、意見がまとまらず、改修や建て替えに手間取った例が目立った。
大規模な改修工事には４分の３以上の賛成が必要だが、昨年の法(建築物の耐震改修の促進に関
する法律・・・中野)改正で耐震性不足と行政から認定されたマンションは過半数の賛成で改修がで

きるようになった(参照：別冊-p．440 「マンションの耐震改修が共用部分の変更に該当する場合でも普通決議
で行うことができる場合」・・・中野)。全員

の合意が必要な建物と敷地の一括売却も、今年１２月末からは、耐震性不足と認定されれば８
割の賛成でできるようになり、選択肢が広がる。
東日本大震災では、仙台市などのマンションで、受水槽の破損や地盤沈下による配管の損傷
でライフラインが途絶え、日常生活に大きな支障がでた。
マンション管理支援ネットワークせんだい・みやぎの調査によると、住民が避難したマンション
の３割がライフラインの停止が理由だった。ライフラインの復旧までの日数は、電気は７割が３日
以内に、都市ガスは７割が１カ月以内だった。外壁が落下した例もあり、通行人がけがをする恐
れへの配慮も必要だ。（北林晃治）
■「逃げない」が原則 久田嘉章・工学院大学教授
大地震では火事が起きなければ、マンションからすぐ逃げる必要はない。多くのマンションで
は、壁に亀裂が入っても、床が傾いたり、柱の中の鉄筋が曲がったりしなければ、倒壊するよう
なことはない。人が集まる都市部では自宅待機が原則だ。
住人の無事を自分たちで把握することも忘れてはいけない。お年寄りや障害者とどう連絡をと
るか。集合場所や連絡方法を事前に管理組合で確認しておく必要がある。
大地震が起きると、出血や骨折ぐらいでは医療機関で治療を受けられないかもしれない。けが
人が出ても、可能な限りその場で応急対応する。担架の保管場所や使い方、高層階でけが人が
出た場合の搬出など、訓練をしておくべきだ。
エレベーター内に閉じ込められるのを防ぐには、揺れを感知したら、全てのボタンを押し最寄り
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階への停止を試みる。閉じ込められた場合の脱出や救出方法も調べておいた方がいい。
災害時に重要なのは人と人とのつながり。入居者や地域住民の人間関係が基本となる。普段
から祭りや防犯活動などに参加し、顔見知りになり、いろんな知識や技術をもった住人がいるこ
とがわかれば、非常時に互いに頼れる。
水や食料などの備蓄は、個人でも必要だが、管理組合でも相談しておくべきだ。マンションや地
域の防災力を高めることは、マンションの資産価値を高めることにもつながる。

「実践区分所有法 など」「特定承継人が工事費相当額を請求する権利はありませ
ん」追記
新たな購入者(特定承継人)に工事相当額を支払うとすれば、すでにサッシュの改修で高められ
た価値にくわえて、新たな価値を得ることになります。また、新たな購入者(特定承継人)に住戸を
販売した元区分所有者(住戸所有者)に管理組合が工事相当額を支払うとすれば、売却によって新
たな購入者(特定承継人)から、サッシュの改修で高められた価値相当分の支払いを受けた上に、
さらに、新たな利益を得ることになります。
したがって、常識的に考えても、どちらに工事相当額が支払われたとしても、双方とも二重の
不当利益を得ることになります。(参照：｢実践 区分所有法

など｣p．151 or p．149「特定承継人が工事費相

当額を請求する権利はありません」)

｢実践 区分所有法 など｣p．151or p．149 「特定承継人が工事費相当額を請求す
る権利はありません」への Q 氏からの批判
【特定承継人が工事費相当額を請求する権利はありません 8 条】の小項目のことですが、法
律的にきわめて厳密な書き方で、その論理構成には納得しますが、｢旧規約に、『サッシュは専
有部分である』との定めがあった特殊な状況｣、とか、｢その分は管理組合(法第 3 条の団体)に請求
してくださいとの契約(管理組合とも合意契約しておく必要があると考えます。)がなされて譲渡(売買等)が
なされていたとき初めて、・・・・・｣の部分、とくに「管理組合とも合意契約しておく必要があると考
えます」という部分、といった記述はあまりに厳格な要件想定で、普通はそんな要件を満たしてい
る管理組合はありえないと思いますが。
したがってこの本全体がそうなのですが、まことに失礼ながら、非常に絵空事の場合の「頭脳
トレーニング」という感じで、実際的、実践的なトラブル対処にはあまり役立たないのではないか
と感じます。
まあ大変な集団的労作で、区分所有法の法的組み立てというか、論理構成の勉強には役に
立つと思いますが。むしろ普通は規約に何も規定がないとか、解釈を初歩的なことを誤って執行
しているという場合が多く、うちの(1,108 戸全体の)管理組合、(７つの区画ごとの)街区会でも、お粗末
極まりない、あきれ果てるような運営が目立ちます。
昨年 12 月から全体の管理組合で規約改正委員会というのができて、私も参加しているのです
が、百家争鳴、いろんな考え方の人がいて、しかもそもそも区分所有法の勉強をきちんとしてい
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ないものですから、かなりもめそうです。
40 数年前の旧々建築基準の団地ですから、建て替え問題の論議も提起したいと私は思ってい
るのですが、誰も「火中の栗は拾わず」で、高齢化・単身世帯化が進み、さらに不在組合員が２
割を超しています。
きわめて前途多難でしょうが。特に前にもご相談しましたように、２階建て、二層の管理組合に
なっていることが、うちの団地の将来の在り方に関しても関係者に複雑な事態を生んでいます。
そのことに関しても又お力を借りることがあるかもしれません。その節はよろしく。
※ 反論
貴重なご意見ありがとうございました。記述の不十分さは自覚していますが、ご指摘の件に限
定して、あらためて、当方の見解を述べさしていただきます。
Q 氏ご指摘の｢旧規約に、『サッシュは専有部分である』との定めがあった特殊な状況｣につい
ては、現実に、標準管理規約相当の規約の公表される以前の古い旧公団団地や供給公社の団
地などの規約では、「サッシュは専有部分である」とされていた時代があるのです。現在のように
マンョン標準管理規約の規定の「サッシュは共用部分である」が常識のように思われているマン
ションなどでは、このような問題は生じないでしょうが、このような「特殊な状況｣の場合です。
そして、今回取り上げた事例は、以前にそういった規約を持っていた団地で起きた出来事なの
です。そういった団地では、現在でも生じるであろう出来事の一つと考えます。
もう一つの Q 氏ご指摘の「その分は管理組合(法第 3 条の団体)に請求してくださいとの契約(管理
組合とも合意契約しておく必要があると考えます。) がなされて譲渡 (売買等) がなされていたとき初め

て、・・・・・』の部分、とくに『管理組合とも合意契約しておく必要があると考えます』という部分、と
いった記述はあまりに厳格な要件想定で、普通はそんな要件を満たしている管理組合はありえ
ないと思いますが。・・・」の部分については、当方の記述の「すなわち、区分所有権(住戸所有権)の
譲渡(売買等)の際に、自らがサッシュの取替え工事のための費用を支払って区分所有権(住戸所有
権)の価値を高めたにもかかわらず、新たな購入者(特定承継人)に対して、その上昇価値分を譲渡
(売買等)価格に上乗せせずに、その分は管理組合(法第 3 条の団体)に請求してくださいとの契約(管

理組合とも合意契約しておく必要があると考えます。)が為されて譲渡(売買等)がされていたときに初めて、

管理組合(法第 3 条の団体)は特定承継人にサッシュ工事代金の支払いの義務が生じるのです。当
然、その契約の証明義務は、当該特定承継人にあります。」の部分へのご指摘と考えます。
そして、Q 氏の「『管理組合とも合意契約しておく必要があると考えます』という部分、といった
記述はあまりに厳格な要件想定で、普通はそんな要件を満たしている管理組合はありえないと
思いますが。・・・」とのご指摘ですが、当方が記述で指摘しているこの契約は、特定承継人側に
求めている要件であり、管理組合側に求めている要件ではありません。
Q 氏の「普通はそんな要件を満たしている管理組合はありえないと思いますが。・・・」との見解
は当然であり、当方としても、管理組合側に求められている要件のごとき理解はしておりません。
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したがって、当方としては、続く記述として、「当然、その契約の証明義務は、当該特定承継人
にあります。」として、契約をしていた証明義務が、｢特定承継人にあります｣としているのです。
すなわち、『管理組合とも合意契約しておく必要があると考えます』の部分は、このような契約
を特定承継人が要求するならば、管理組合とも契約しておく必要があるとしているにすぎませ
ん。
そして続く記述で、「しかし、通常、当該区分所有者(住戸所有者)は区分所有権(住戸所有権)の譲渡
(売買等) に際し、自ら工事をしたことにより価値が上がった分を譲渡(売買等)価格に織り込まずに、

わざわざ一般の債権(支払いを請求する権利)譲渡(売買等)方式に基づき債権(支払いを請求する権利)を
譲渡(売買等)する(管理組合としては、時効の主張のできる権利が生じる場合がある)ことは考えられません。
すなわち、このような場合に、特定承継人が工事費相当額を請求する権利はないことが普通だ
と考えます。」としているのです。
※複数の方々に問いかけているものです
Q 氏の批判の対象となっている記述の当方の主張は、「新たな購入者(特定承継人)に工事相当
額を支払う必要はない｣ということですが、当方の記述の未熟さのために、Q 氏の批判されるよう
に当方の見解とは真逆の内容に理解できる文面となっているようであれば、書き換えるべきだと
判断しています(公にするか否かは別として)。このことをより客観的に判断していこうと考え、複数の
方々に問いかけているものです。よろしければ、ご返事をいただけないでしょうか。
なお、｢実践 区分所有法 など｣に対する Q 氏の評価は、「実際的、実践的なトラブル対処には
あまり役立たない」とされていますので、区分所有法の基本知識よりも、たとえば、｢改訂版すぐ
に役立つマンション管理の法律とトラブル解決マニュアル｣といったような、即戦的な now-how 的
な書籍がご希望だった様に感じられます。そういった意味では期待はずれだった様です。
しかし、Q 氏のこの認識と組合員に対する「そもそも区分所有法の勉強をきちんとしていないも
のですから｣との表現とのあいだには、あまりに大きな隔たりがあるようであり、さもご自信は区
分所有法を理解しているのに、他の組合員が区分所有法の理解されていないと嘆かれているよ
うで、むしろ強い違和感を感じています。
※コメント 1
①「実践 区分所有法 など」の「特定承継人が工事費相当額を請求する権利はありません」の
箇所の記載は、何ら難しくなく、読めば理解できるものと思います。
②Q 氏の「実践 区分所有法 など」についての評価は、ありうるかと思いますが、他方で、私など
は、本書を贈呈した弁護士の奥さんから、管理組合の理事になってどうしようかと思っていたとこ
ろ、本書が参考になり、管理組合の運営にあたって役立っているとの声も聞いています。Q 氏の
感想は、一事をもって万事を決めつけているのではないかと思います。
③なお、「すぐに役立つマンション管理の法律とトラブル解決マニュアル」というものは、世に多く
の類書があり、さらに建築ネットワークセンターで発行する必要があるとは思いません。
453

※コメント 2
建築ネットさんのこの書物が、「絵空事の頭脳トレーニング」などとは、全く思いません。日々の
管理組合活動の中で直面する問題、課題、疑問などの解決のために、理論武装の参考にさせて
頂いております。
関連するさまざまな法を調べることは不可能であり、建築ネットさんからのこれら情報を参考に
しています。最後は、法に行き着きますから、あくまでも住民、居住者側の利益に立って、法を解
釈すべきです。その道しるべになるのが建築ネットさんの情報です。(参照：｢実践 区分所有法

など｣

p．151 or p．149 「特定承継人が工事費相当額を請求する権利はありません」)

「特定承継人が工事費相当額を請求する権利はありません」に対する質問に答える
読者から、質問が来ました。「特定承継人が工事費相当額を請求する権利はありません」の記
述とともに、質問とご返事を仕分けて記述しました。本文ゴシック体(質問箇所はアンダーライン)、質
問は明朝体(カッコ内文字)、ご返事はゴシック体(９ポ)としました。
「特定承継人が工事費相当額を請求する権利はありません」について
管理組合として一斉にサッシュの取替え工事を行うような場合で、既にサッシュ取替え工事を
済ましていた(旧規約に、「サッシュは専有部分である」との定めがあった特殊な状況)区分所有者(住戸所有者)
に管理組合が工事費相当額を支払うことになった（こういう事例がそもそも有り得るでしょうか？）
※ 現在は、規約等でサッシュなどは共用部分とされてるのが一般的ですが、古い住宅供給公社や公団などの
団地など(４０年前ぐらい)では、サッシュなどは専用部分であるとする規約がありました。この団地も、旧規約で
は「サッシュは専有部分である」とされていたため、各区分所有者(住戸所有者)がその責任でサッシュの取替え
工事などをしていた時期があったのです。

その際に、専有部分の購入者の特定承継人に対して法第 8 条に基づく工事費相当額を支払う義
務はありません。（法８条は、管理費等滞納分債権を管理組合が承継人に請求する権利の定め
であって、承継人がその債務を引き継ぐ義務の定めですから、この事例で、８条を持ち出すのは
適当ではないと思います。）
※ 8 条は特定承継人の責任の規定です。そして、この事例の場合は、自分(特定承継人)に住戸を売った方が、
サッシュの取替え工事を自分(住戸を売った方)の費用で修理していたため、今回の管理組合が行った工事の
対象とならなかったのです。しかし、特定承継人である自分達にその相当分の費用を支払うべきだとの主張に
対して、工事相当額を支払う必要はないとの主張です。したがって、特定承継人との関係があるのです。

管理組合が、特定承継人を債権者として扱わなくてはならないのは、当該区分所有者(住戸所有
者)が管理組合に対する債権（そもそも管理組合に対してどんな債権が有り得ますか？）を特定承

継人に対して一般の債権譲渡の方式に基づき譲渡した場合だけです。
※ 今回の場合に考えられるのは、管理組合が実施するサッシュの取替え工事について、すでに、個人として取
替え工事を済ましていた方の工事相当額を受領する権利です。

すなわち、区分所有権の譲渡の際に、自らがサッシュの取替え工事のための費用を支払って
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区分所有権の価値を高めたにもかかわらず、新たな購入者に対して、その上昇価値分を譲渡価
格に上乗せせずに、その分は管理組合に請求してくださいとの契約(管理組合とも合意契約しておく
必要があると考えます。)が為されて譲渡がされていたときに初めて、管理組合は特定承継人にサッ

シュ工事代金の支払いの義務が生じるのです。当然、その契約の証明義務は、当該特定承継
人にあります。（そもそも区分所有者の売買契約行為に管理組合が関わることは有り得ないので
はないでしょうか？）
※ おっしゃるとおりです。したがって、区分所有権の譲渡の際に、自らがサッシュの取替え工事のための費用を
支払って区分所有権の価値を高めたにもかかわらず、新たな購入者(特定承継人)に対して、その上昇価値分
を譲渡価格に上乗せせずに、その分は管理組合に請求してくださいとの契約は、常識的もなされるはずはな
いことなのです。
常識的にないことですが、逆に言えば、区分所有権の譲渡の際このような契約がされていたならば、そし
て、そのことを管理組合の了解を得ていたのなら、管理組合としても新たな購入者(特定承継人)に工事相当額
を支払う義務が生じるとしているのです。

しかし、通常、当該区分所有者(住戸所有者)は区分所有権の譲渡に際し、自ら工事をしたことに
より価値が上がった分を譲渡価格に織り込まずに、わざわざ一般の債権譲渡方式に基づき債権
（そもそも管理組合に対してどんな債権が有り得ますか？）を譲渡する(管理組合としては、時効の主
張のできる権利が生じる場合がある)ことは考えられません。

すなわち、このような場合に、特定承継人が工事費相当額を請求する権利はないことが普通
だと考えます。
※ 先ほど述べましたように管理組合から工事相当額を受理する権利です。

法第 8 条（特定承継人の責任）は、通常、区分所有者や理事長または管理組合法人が区分所有
者に対して管理費・修繕積立金等の債権を持っている場合、当該区分所有者が区分所有権を
譲渡して特定承継人が発生したときに、管理組合や債権を持っている区分所有者が、当該区分
所有者のほかに特定承継人に対しても債権の請求することができると定めたものです。すなわ
ち、法第 8 条は、区分所有者が区分所有権を譲渡して特定承継人が生じた場合には、管理組合
や区分所有者の債権を保護して、特定承継人に対しても権利請求することができるとしているも
のです。
つまり、法第 8 条の規定は、特定承継人の区分所有者や理事長または管理組合法人および
債権を持っている区分所有者に対する債務の引受けを定めたものであり、区分所有者が管理組
合に対して債権を持っている場合（そもそも管理組合に対してどんな債権が有りえますか？）に、
その債権を当該区分所有者から区分所有権を購入した特定承継人が引き継ぐか否かは、当事
者間の契約上の問題でしかありません。（管理組合が売買契約に関与することは有り得ない。仮
にこういう事例があったと仮定して、売買契約を結ぶ前に、現区分所有者が管理組合から工事費
を貰えばよい。そうしないのは、現区分所有者の債権放棄である、ということではないでしょう
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か？）
※ 基本的にはおっしゃるとおりですが、現区分所有者はすでに売買を済ましており、現在管理組合員となって
いるのは新たな購入者(特定承継人)です。この、現在管理組合員となっている新たな購入者(特定承継人)が、
工事相当額の支払いを要求しているのです。そのために、管理組合としては、新たな購入者(特定承継人)に
工事相当額を支払う必要はないとしているのです。
もしも、新たな購入者(特定承継人)に工事相当額を支払うとすれば、すでにサッシュの改修で高められた価
値にくわえて、新たな価値を得ることになります。また、新たな購入者(特定承継人)に住戸を販売した元区分所
有者(住戸所有者)に工事相当額を支払うとすれば、販売によってサッシュの改修で高められた価値相当分の支
払いを受けた上に、さらに、新たな利益を得ることになります。まさに、両者とも不当利得を得ることになりま
す。

なお、区分所有法で特定承継人について特別に定めているのは、特定承継人の「義務」につ
いてであって、民法の定め以上の「権利」は定めていないと考えます。

修繕工事ビジネスが管理会社を救う？その１
2014.10.14～メルマガ第 67 号～
マンション管理・修繕コンサルタント【東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知（名古屋）】株式会社メル
すみごこち事務所発行のメールマガジンです。結構良心的な内容です。
希望者は直接申し込んでください。「マンション管理組合運営『メールすみマガジン』｣で検
索すると、バックナンバーが表示されますし、一つのバックナンバーをアウトプットさせると連
絡先が分かります。連絡すれば毎月第 2、4 火曜日配信予定でメールが配信されてきます。
代表の深山 州氏は住宅ネット相談室(インターネット無料相談)のカウンセラーに登録されて
います。もつとも、現在は、ほとんど解答をされていませんがね。

中野メモ

◆なりふり構わぬ『管理会社の修繕工事への関与』
『マンション管理会社が、日常の管理業務だけでなく大規模修繕工事についてもビジネスを行う
ことは利益相反である！』（管理組合の懐具合を知って見積りが出せる）
私がマンション管理業界に入った１３年前から、このような声はずっとありました。
マンション管理組合の側に立ったＮＰＯ法人やマンション管理士、設計事務所、そして管理会
社の営業と高い見積りにうんざりした一部のマンション管理組合からの声です。
私も以前のコラムで、
・ 管理会社が直接行う修繕工事の見積りは修繕専門業者へ丸ごと再委託しており、高い。
・ 管理会社がコンサルタントとして行う設計監理の見積りは修繕専門業者からのバックマージン
が多いので、安い。
と書いています。
しかし世の中の流れは、管理会社による大規模修繕工事への関与度合いを一層強めていま
す。しかもここ１年余り、設計監理で小さなマージンを狙っていた多くの管理会社がなりふり構わ
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ず『施工会社』として、より大きな利益を取りにきているのです。それまで、大規模修繕工事を施
工業者として取りに来ていたのは、日本ハウズィング、合人社といった独立系や、東急コミュニテ
ィのような工事部門を確立している一部の業者でした。ここにきて、他の多くの管理会社が修繕
工事を狙うようになりました。
◆背景は、売上の鈍化
管理会社が大規模修繕工事を積極的に取りにくる理由は売上の鈍化ですが、その理由は２つ
考えられます。
・親会社（デベロッパー）からの新築マンション管理供給の激減超少子高齢化社会に突入し、日
本の人口は減少に転じています。東京や神奈川、大阪、名古屋といった大都市でも時間の問題
です。そのうえ、東京五輪景気でマンション用地取得費や資材費が高騰し、いわゆる財閥系や
一部の元気があるデベロッパー以外にマンションを積極的に建てる会社が大きく減りました。
新築マンションが建たなければ、管理会社も新規獲得が鈍化します。
・管理委託料（本業）収入の伸び悩み
管理会社の本業である管理委託料に関して、新築時に確定した価格を後から値上げすること
は、消費税増税やインフレなど外的要因がない限り、実施することは困難です。大手・中堅を中
心に『専有部サービス』を展開し始めましたが、希望しない住戸の分まで一括で支払うことに管
理組合は二の足を踏み、なかなか大きくは広がりません。また、リプレイス（管理会社変更）営業に
も限界があります。一方で、管理委託費の削減ニーズはどこの管理組合にもあります。
このような理由で、管理会社の売上の伸びは鈍化しており、または鈍化することが見えているた
め、次善の策として『大規模修繕工事でしっかり利益を上げる』ことが、どこの管理会社にとって
も重要になってきているのです。
（続く）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・希望者はメール送信を直接申し込んでください。
修繕工事ビジネスが管理会社を救う？その 2
別冊-p．456 で紹介したマンション管理・修繕コンサルタント【東京・神奈川・埼玉・千葉・愛
知（名古屋）】株式会社メルすみごこち事務所発行のメールマガジン「修繕工事ビジネスが管
理会社を救う？その 1」の続編です。前回も紹介しましたが、結構良心的な内容です。
「マンション管理組合運営『メールすみマガジン』｣で検索すると、バックナンバーが表示さ
れますし、一つのバックナンバーをアウトプットさせると連絡先が分かります。連絡すれば毎
月第 2、4 火曜日配信予定でメールが配信されてきます。

中野メモ

前回コラムでは、「なりふり構わぬ『管理会社の修繕工事への関与』」として、
・マンション管理会社が「施工業者」として管理組合の大規模修繕工事に直接関与する提案を
出すようになってきたこと
・その背景として、親会社による新規分譲に伴う新規受注の減少と、管理委託料の削減圧力に
よる 売上の鈍化が考えられると書きました。
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◆管理会社が大規模修繕工事をビジネスにして、何が悪い！？
私は客観的にみて、管理会社が大規模修繕工事をビジネスチャンスと捉え、設計監理（コンサ
ル）もしくは施工業者として管理組合へ提案することに反対ではありません。

むしろ管理組合としては施工業者の選択肢が１社増えることで、比較検討できるわけです。
よく、多くの NPO 法人やマンション管理士が、「管理会社は管理組合のお財布の中身（修繕積立
金の残高）を知っている存在なのだから、直接ビジネスをしてはならない」と言いますが、それを
言ったら、金融機関は預金残高を知っているクライアントに新たな預金や投資の提案をしてはな
らない、のと同じです。
詐欺はいけませんが、合法的であれば、あとはクライアントである管理組合の責任で発注する
かどうかを考えれば良いだけの話です。
管理会社＝施工業者としての資格はない、という論理は飛躍しすぎています。
(同感です。参照：別冊 p．458 「大規模修繕を含めたマンション管理のために求められるアドバザーの役割につ
いて私はこう考えます。」・・・中野)

◆管理会社に大規模修繕を依頼する前に考えること
大切なことは、管理会社に大規模修繕工事を発注することが「管理組合にとって一番得かどう
か」、ここを考えて判断することです。
世の中は自己責任の時代です。すべてを他者に依存しておきながら、後で「騙された！」とい
うのは、詐欺でない限り発注者にも責任があるのです。
前述の管理会社でいうと、次のような傾向があります。
・ 修繕工事を発注しても、下手すると現場代理人も含めて修繕専門業者（直接管理組合へ見積
りを出せるレベルの会社）を下請けとして、丸ごと発注するため、割高な可能性が高い （10～
25％も利益を乗せる事例あり）

・ 管理会社自身は修繕専門スタッフが手薄な傾向にあり、社員が直接マンションの現場を見る
ことが少ない傾向にある
・ 「管理会社は工事後も管理業務があり、逃げられない」という常套句は一理ある。一方で、実
施した工事の瑕疵を誰よりも早く発見できるため、隠すこともできる
・ 「管理会社と施工業者が同じだと居住者対応などの連携がスムーズに取れて対応がスピー
ディ」という常套句も一理あるが、日常管理と修繕では部署が異なり、縦割りで意外と連携が
悪いケースも多く見られる。結局は日常管理がスムーズかどうかで決まる
・ 「管理会社はずっとマンションを見てきたから安心」これを言ったら、「人間は産まれた病院で
ずっと面倒を見てもらうのが一番安心」と言う理屈になる。
・ 大手管理会社は倒産リスクは非常に少なく、アフターサービス補修は確実に実施できる資金
力はある（実際は下請けに使った修繕専門業者へやらせる）大切なことは、管理組合（理事会・修繕委員
会）が他者依存や偏った判断をせず、複数の発注方法や業者の選択肢の中から選定すること
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です。
その結果、管理会社へ施工を任せるのが発注金額も技術力もサポート体制も含めて最良であ
る！ということであれば、管理会社を施工業者として活用することに何の問題もありません。自分
達の財産を守るのは、自分達なのです。

大規模修繕を含めたマンション管理のために求められるアドバザーの役割について
私はこう考えます。
1． アドバイザーとしての基本的な役割は、あくまで管理組合(組合員)の立場に立ったアドパイス
であり、物事の最終決定権は管理組合側にあることです。
したがって、アドバイザーの役割は、すべての事について、管理組合側が物事の決定をす
る判断材料の提供にとどまり、アドバイザーとしての一方的な決定権(主導権)を持つものでは
ないということです。
このことは、アドバイザーとして請負的な仕事は一切しないということであり、物事を決める
すべての権限は、管理組合側にあるために、アドバイザーは決定されたことに対する責任は
持たないということでもあります。
2． アドバイザーとしての業務は、すべてオープンにされ、各理事達等との個別の取り決めは許
されず、打ち合わせなどの業務も基本的には理事会での承認の下で行うものとします。
3．大規模修繕の手順について(アドバイザーの役割を含む)
①大規模修繕の発議
発議の動機としてありえるのは、築年数の経過(１５年とか３０年とか)が主であると考えます。ある
いは、偶然に、建物において何カ所かの問題点(コンクリートの爆裂、塗装面の劣化や鉄部の錆びの発
見、屋上、外壁等の漏水)が見つかることだと考えます。

②建物診断の決議
築年数の経過からくる欠陥部分の発見。具体的には、コンクリートの中性化のチェック等のよう
にあるていど簡易な専門的なチェックや目視によるチェックまでが第一段階であり、状況によって
は、より専門的な器械などを使用するチェックまで必要な場合があります。この際、その方法論と
しては、欠陥部分や問題点のチェックを建築関係の専門家に依頼することが基本となると考えま
す。
③建物診断の依頼先
この建物診断の段階までは、管理組合独自の取り組みとして行うべきだと考えます。費用的な
面での考慮は必要ですが、現在の管理を依頼している管理会社に依頼するなり、管理組合とし
て信頼できると判断できるような NPO などの団体、あるいは、マンション管理士など(候補者・団体
を数３つほど選んで、面接程度で選ぶ方法も考えられます。) に依頼することが手段としてあると考えま

す。
また、この際、建物チェックについて、専門家などの指導のもとでマンション住民が直接参加し
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て、建物の実態を知ってもらうといった企画を立てる組織や住民からのアンケートを前提にする
団体等もあります。
したがって、見積依頼する団体や個人から、どのような手段で建物診断を行おうとしているの
かを明確にして、管理組合として建物診断依頼業者の最終判断をしていくことが大切だと考えま
す。
④建物診断依頼業者選択の方法について
この建物診断の業者の選択のためのアドバイザーを依頼するといった考え方がありますが、
建物診断は、業務そのものは専門的なものでしょうが、一定の候補者・業者と面談をし、その際
の選択の判断基準は、何をやってくれるのか、どのような方法でやってくれるのかでしかなく、そ
れが自分達の目的に合ったものなのかについて、各業者から個別に聞き出して、その内容が、
組合員(依頼する者)が納得できる内容なのかどうかだけの問題だと考えます。そして、面談の過程
の中で、信頼できると判断できる業者に決定すればよいのです。
したがって、建物診断の業者の選択のために、誰か専門家に依頼して決めたいと希望する考
え方もあるようですが、親亀の上の小亀の存在を求めるようなもので、限りなく連続してしまい、
最終決断の責任をどのように逃げるかの選択となってしまいます。
確かに、診断業務そのものは専門的なものでしょうが、むしろ、建物診断の実施過程やその診
断結果の報告内容や報告説明を聞く中で、自分達で決めた建物診断業者が大規模修繕工事の
アドバイザーとして、業者選択や監理について、信頼して依頼できる相手なのかどうかを判断し
ていく材料提供者でしかないと考えます。
大規模修繕工事については、ある意味では、施工業者の選択を含めた実施の専門業務過程
こそが大切であり、多大な費用の掛かる大規模修繕工事を無事に終らせることのために自分達
を援助するアドバイザーとして、現在依頼している診断業務者が信頼できるか相手かどうかの判
断を、第三者の判断に任せる(結果としての責任をおしつける)のではなく、あくまで自分達で、大規模
修繕工事よりはるかに小額な費用で、その確認を行うという意味もあるのではないでしょうか。
⑤診断業者発注の際の注意点
一つの方法として、最初から設計事務所に建物診断から仕様書の作成あるいは図面化まで一
括して依頼する方法があります。
ただ注意しなくてはならないのは、設計事務所との看板は出していても(超高層の建物の設計はで
きても)建物診断の能力がない場合が多いことです。また、設計業務引き受けの際の条件として、

実際の工事(施工)及び監理業務についても受注できることを前提としていることが多いことです。
この受注体制は、設計事務所と施工会社が表向き別でも、両者のつながりが強い(バックマージ
ンでのつながり等?)ことを示しており、さらに、監理を行うとなれば、悪い表現ですが、泥棒が泥棒を

監督することと同一のものとも考えられる(すべてとはいいませんが)ことです。
そもそもが、設計と監理は、施工業者を中に挟むとはいえ、異なる業務を一体化する不自然さ
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を認識すべきです(ちょっと古い話ですが、昔は、設計業務と監理業務はまったく異なる業務であり、それぞれ
に専門家がいました)。

なお、注意していただきたいのは、｢NPO｣という冠称です。｢NPO｣××という団体の中には、
大規模修繕を一括して請負う組織があります。その特徴は、建物診断だけに限定することを嫌
い、最初から、大規模修繕工事全体との一括請負を求める組織です。ここではあまり細かいこと
は述べませんが、まず最初に依頼対象から外してください。
以上は、建物診断を個別に依頼する場合ですが、建物診断の業者を管理会社に依頼する場
合があるようですので注意点を述べておきます。この場合、管理会社が数社の見積を出してきた
(あるいは紹介の)ような場合、見積を提出する業者は、管理会社となんらかの形でバックマージン

によるつながりがあるということです。このことを知っていながらこれらの業者の一つと契約する
ことは、慎重にも慎重を期するべきでしょう。
⑥建物診断内容の報告と結果の扱いについ
建物診断結果の内容については、チェックした方からの管理組合への報告が必要であるととも
に、その内容をどのように大規模修繕工事に生かすかの問題があります。
基本的には、チェック内容に基づき工事仕様書の作成が可能となり、状況によっては図面化
が必要となります。
建物診断を管理会社に依頼したような場合、管理会社自体に改善方法を含めた修繕の仕様
書の作成能力があれば、この業務までを一括して引続き依頼する方法があります。
ただ、自社にその能力がなく、設計事務所などに外注するようであれば、費用的な問題から管
理会社に依頼する内容は、建物診断に限定すべきだと考えます。同様な理由と注意点を考慮し
たうえで、建物診断をした業者に大規模修繕工事の監理を引続き依頼する方法もあります。
同様に、管理組合として信頼できると判断できるような NPO などの団体、あるいは、マンション
管理士などに監理業務を依頼する方法があります。これらの場合にも、自社にその能力がない
ような場合には、建物診断に限定すべきだと考えます。
これらの一括して引続き依頼する方法のメリットは、建物診断をすることによって、直接的に修
繕方法まで理解しているために、より正確で実態にあつた修繕提案がされる可能性やチェックを
的確に行える可能性があることです。
⑦業者の選定についてのアドバザーの役割について
以上述べてきたこと、建物診断と設計監理はどのように捉えるのかとか、大規模修繕工事を
設計施工一括方式で行うのか等についての基本的な考え方や方向性については、各管理組合
として独自の判断が構成されるべきだと考えます。また、ここまでの考え方を整理するためのアド
バイサーの役割は、建築技術者というよりもマンション管理士が中心となって行なうべきことだと
考えています。
したがって、業者選定などから始まる大規模修繕工事の建築専門家としてのアドバイザーとし
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ての役割とは異なることを明確に認識する必要があると考えています。
以下に、いくつかの仮定を前提に「大規模修繕工事のアドバイザーとしての役割｣を述べてみ
たいと考えます。
⑧施工会社の選択
なんらかの形式で建物診断結果が書面化あるいは図面化されている場合、準備段階として、
その仕様書を発注者側が作成する方法もありますが、施工会社に提案を含めて仕様書を作成さ
せて見積をとる方法があります。
これらのどの方法をとるかは、アドバイザー(建物診断をした者)と相談して決定するのが良いと考
えています。その結果によって、業者への発注内容が異なるということです。
アドバイザーのリードによると思われますが、見積依頼のもととなる工事仕様書の内容は、解
釈に幅がもてないような厳密さが求められことや、業者提案などを求める場合は、その部分の仕
様や単価については本文とは分けて明記することなどがなされていきます
⑨発注先の業者の選択
マンション管理新聞に公告を出す方法もありますし、組合員の紹介を求める方法や、建物診
断を行った者からの紹介を求める方法もあります。
また、見積相手は 3 社に限定されるものではなく、施工会社 3 社、専門業者 3 社といった方式
や、すべての業種を別途発注し、各業種ごとに３社位には依頼するといった方法もあります。
これらの方法のどの方法が適しているかについては、建物診断の報告がなされれば、ある程
度は判断できるものです。もちろんアドバイザーの意見も参考にして、皆さん(理事会)の納得いく
結論を得て、原則は、最終決定は管理組合総会です。
なお、見積業者として、管理会社と関係のないことが明確な業者が、見積業者として参加して
いる場合は、管理会社などが紹介してくる業者を含めることは構いません。
ただし、数社にわたるにせよ、見積希望の業者がすべて管理業者の推薦による場合は、単純
にすべての業者の見積参加を拒否すべきです。どの業者に決めたとしても管理業者によるバッ
クマージン確保の手段である事が明確だからです。
これらのアドバイスをしないアドバイザーなら、アドバイザーと管理組合の関係は委任契約で
すので、直ちにアドバイス契約を破棄すべきでし、そのことでの法律的な問題は生じません。
⑩発注先の業者の決定
アドバイザーが注意し指示する内容の問題ですが、提出された見積書は、当然、関係者が一
堂に会した場所で開示されなくてはなりません。
アドバイザーとしては、提出された見積の比較表を作成することになるでしょう。そして、建築
専門家かとしての疑問点などを抜き出すことになります。そして皆さんになぜ疑問なのかの説明
をします。同時に、関係者の皆さんにも、素人なりの疑問点を抜き出してもらいます。
そのうえで、関係者全員の参加の元で、纏めてある疑問点を、個別に、各業者に問いかけま
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す。このときの司会者を誰にするかなどは、関係者の話合いで決めて、アドバイザーに限定され
るものではありません。状況によっては、アドバイザーは質問の中心になる場合もありましょう
し、関係者の疑問からの質問を援護した発言ができるようにしてあげる必要があります。
この説明を受けたり、質問をする機会を通して、組合員としては、業者の説明や回答が素人で
ある自分達に納得できるものであるかどうかを判断していきます。
⑪物事の最終決定権は管理組合側にあることです。
発注者は管理組合です。自分達の納得できない、理解できないものを勝手にやってもらうわけ
には行かないのです。素人なるが故に、自分では気付かないうちに、物事の確信を突いているこ
とは多いのです。それらの素人の疑問などに、専門家として説得できる力量が求められ、そのこ
とのできない施工会社には自分達の建物の修繕は依頼できないです。そんなことが選択の判断
基準です。
アドバイザーからの提案があると考えますが、説明会への参加する業者については、実務の
担当者が出席することが要求されることはいうまでもありません。口先だけの営業マンなどがし
ゃしゃり出るようであれば、皆さんの印象はマイナスとなるでしょう。
すべての業者の説明を聞いた後、業者の選択の会議が開かれます。この検討会での意見交
換による際、業者を絞り切れないために再度説明会の機会を要望される場合もあるでしょうし、
多くの賛成で業者が決まる場合もあると考えます。そして業者が決定されれば、業者と管理組合
の契約となり、業者は監理業務者の業務上の指揮のもとで大規模修繕工事に取り掛かることに
なります。
この業者決定に際しても忘れてならないことは、アドバイザーとしての基本的な役割は、あく
まで管理組合(組合員)の立場に立った判断基準を提供するアドパイスであり、物事の最終決定権
は管理組合側にあることです。
したがって、アドバイザーの役割は、すべての事について、管理組合側が物事の決定をする
判断材料の提供にとどまり、アドバイザーとしての一方的な決定権を持つものではないということ
です。
このことは、アドバイザーとして請負的な仕事は一切しないということであり、物事を決めるす
べての権限は、管理組合側にあるために、アドバイザーは決定されたことに対する責任は持た
ないということでもあります。
⑫監理業務とアドバイザー
前提として、そして、監理業者をさらにチェックするために、監理業者とは別にアドバイザーを
選択指名する必要性はないと考えます。したがって、大規模修繕工事においては、監理業者＝
アドバイザーとしての役割を果たすと考えてよいと思われます(新築工事などでは、施主が求める建物
の直接の関係者である設計者と施工業者に対して、第三者としての監理者の役割はあると考えています。)。

また、すでに信頼関係を築いた、ある特定の業者を選択したいとなれば、選択基準として金銭
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の問題があるようでしたら、他社との相見積の機会を設け、結果として出された金額が他社に比
較して高額のような場合には交渉の余地を残していると考えます。
監理業務とは、建物診断によって指摘された修繕予定箇所が仕様書どおりに施工されて(直さ
れて)いるかを確認すること(外部足場などは、安全上の問題から、素人が立ち入ることが拒否される場合があ
ります)が最大の任務となり、施工会社の工事上で環境問題などについての管理組合との調整が

主たる任務となると考えます。したがって、それらの調整をきちんと果たしてくれる期待を込めて
選んだ監理業者をチェックするとは、監理業者のチェック技量などをさらにチェックすると意味とな
り、監理業者を信頼していないことを意味し、ある種の自己矛盾になります(まさに、親亀の上に子亀
が乗って、さらにその上に孫亀が乗って・・・となり、際限がなくなります)。

管理組合が監理業務についての契約をするにあたり、今までの建物診断業者に管理業務を
させる場合と、新たに、監理業務専門の設計事務所等に依頼する場合とがあります。契約時期
は施工業者決定以前のなるべく早い時期に契約することがベターだと考えます。
施工業者決定以前とすることにより、施工業者決定の際のアドバイザーとしての役割を果たし
てもらえる可能性があります。あるいは、建物診断書をベースにした施工業者への仕様書などの
作成を依頼することも可能となります。
なお、監理業務の契約に際して、着工から工事完了後までに、どのような業務をしてくれるの
か(してもらえるかではありません)については、納得いくまで話し合って、取り決めておく必要がありま
す。

費用をかけずにベストな大規模修繕をするコツ
―――マンション管理革命

南義成著

幻冬社

2014.10.10

1,500-＋税より――――

そもそも大規模修繕とは p．122
マンションでは、ある一定期間が経つと、建物をリニューアルする大規模修繕を行ないます。大
掛かりな工事のため費用もかなり掛かります。そのため、入居者のみなさんは、毎月修繕積立
金を支払っておくわけです。この大規模修繕にたまたま理事に選出されてしまうと、理事としては
かなりの大仕事をこなさなければいけません。
しかし、規模が大きいだけに、適切に行なえば全体のコストメリットは非常に大きくなります。理
事会は、入居者のみなさんが長い時間かけてプールしておいた資金を有効に使用しなければな
りません。又、できるだけ支出を減らし、で切るだけ資金を残して、残った分は次の修繕に回せる
よう、できれば余裕を持って実施したいものです。
さて、大規模修繕において、理事はどのような仕事をこなせばいいのでしょうか。実際に大規
模修繕の意味やその内容をきちんと理解できている人は稀です。大抵の人は、「計画案に載っ
ているからやらなければいけないのだろう」〔みんながやっているようだからやるものなんだ〕とい
ったくらいにしか考えていないのではないでしょうか。
では、大規模修繕とは一体どういうものなのでしょう。
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鉄筋コンクリート造のマンションは、木造の一戸建てなどに比べてつくりが堅牢ですが、どんな
建物にも老朽化の波は押し寄せます。設備も少しずつ古くなり、修繕や交換が必要になります。
それらにはそれぞれある程度の修繕・交換時期の目安があり、その時期にまとめて工事を行う
のが大規模修繕です。例えば、足場を組む作業などはまとめて行ったほうが効率が良く、予算も
削減できます。交換する部品や設備も、まとめて発注すれば割引がききます。
しかし、いくら効率的で費用が安くなるといっても、一度に工事をすればかなりの金額が必要に
なります。そのため、前もって計画的に予算を組み、入居者がみんなで毎月少しずつ積み立てて
いく、これが修繕積立金です。つまり、大規模修繕とは大規模＝大掛かりな修繕というだけでな
く、「事前の計画に基づいた、計画予算内の修繕」という意味だとも言えます。大規模修繕をこの
ように捉えておくことは非常に重要です。
少し前までは、大規模修繕というと 10 年後、30 年後と、10 年ごとに行うものだと思われていま
した。売主や管理会社が入居時に配る「長期修繕計画案」には、10 年ごとの修繕計画が組まれ
ているものが多いようです。しかし、最近では、実際には建物が建って 10 年ではそれほど大規模
な修繕の必要はなく、せいぜい 12 年～15 年で十分だといわれています。
最近では、あらかじめ 12 年～13 年の頻度で大規模修繕を行なうように計画された案も多いよ
うです。もしも、みなさんのマンションで 10 年に一度の大規模修繕計画が立てられているような
ら、スパン見直す余地があるかもしれません。
いずれしても、建物の傷み具合は物件によって異なります。建物の形状や使用されている材
質、日々の手入れの仕方などによっても変わってくるのです。必要ならば、建物診断を実施する
などして、自分たちのマンションはいつ頃大規模修繕を行うのが適当なのかを判断するのがい
いでしょう。
※コメント
大規模修繕の実施は、12 年～13 年の頻度でも良いのですが、建物診断は、瑕疵担保の時効期間である 10 年
や品確法で保証されている瑕疵の保証期間の 10 年を配慮して、10 年経過する以前に指摘事項として確認してお
くべきだと考えます。・・・・中野

計画案も、今一度よく見直し手見て、金額だけでなく、いつどこに、どれだけの予算を取ってい
るかを確認してください。本当にそのような修繕が必要なのかどうか、よくわからなくて当然です。
できれば一度信頼できる専門家にみてもらうと、おかしな修繕予定や金額の矛盾も見つかるか
もしれません。マニュアル通りに修繕計画を作成した結果、みなさんのマンションには必要のな
い工事がくまれているかもしれません。計画案を鵜呑みにせず、自分たちのマンションに最適な
大規模修繕を行ないましょう。
理事会にとって大きなハードルである大規模修繕は、現理事だけの力では対応出来そうにな
い、都いうこともあるかもしれません。特に、第 1 回目の大規模修繕では、誰もが右も左も分から
ない状態なのは当たり前です。
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こんな時こそ「集合住宅」ならではのマンパワーを存分に使いましょう。「修繕委員会」を立ち上
げ、理事経験者も含めた有志を募って、みんなでこの一大事業を成功させるのです。
業者選定のパターンは、大まかに 3 パターン p．142
大規模修繕は、十数年ごとに行う建物を大幅にリニューアルする工事です。業者によって工事
代金と工事内容は様々です。従って、業者の選定はとても重要です。
マンションによっては、大規模修繕を実施する前に何らかの不具合が生じて修繕した経験が
あるかもしれません。一度修繕をお願いした業者があったとしても、大規模修繕はまた別のもの
と考えて業者の選定を始めましょう。
1 管理組合で直接依頼
組合員や理事の中でよい業者を知っている人に紹介してもらったり、理事自身がネットなどで
業者を調べて直接依頼します。管理組合同士の横のつながりで業者指名をする場合もあるよう
です。
また、管理組合の下部組織である修繕委員会が数社に見積を頼む場合もあります。組合員や
理事の中に見積が判断できる知識を持った方、つまり建築士やマンション管理士などの資格を
お持ちの方がいる場合は業者との交渉も可能ですので、直接依頼しても良いでしょう。管理組合
が直接依頼しますから、工事内容と実際に掛かるコストを細かく確認することができるので、無
駄がなくてすみます。
※コメント
業者選択の基本は、合見積をとることだと考えます。その際の見積参加業者の中には、管理会社の紹介業者を
含める方法もあります。ただし、そのような場合には、必ず、管理業者紹介の業者以外の業者も参加させるべきで
す。管理業者推薦の業者だけの参加で合見積もりをとっても意味がないでしょう。これらのことは、後に述べられて
いる建築士などのコンサルタントに依頼して業者を選ぶ場合にも共通することです。・・・・中野

2 管理会社の推薦
管理会社が業者選定と見積依頼を代行します。あがってきた見積は管理会社経由で管理組合
に届き、理事が確認します。この場合、建物のことを熟知している管理会社主導の下に大規模
修繕工事が実施されます。管理組合が円滑に運営されていなかったり、まったく対応能力がない
と判断した場合は、管理会社に一任するとスムーズでしょう。ただし、管理会社への手数料も掛
かるので、その分の修繕積立金も計画に入れておかなければなりません。
※コメント
要は、管理会社に○投げの方式と思われます。非常に特殊な条件下で選択されるべき手法だと考えます。「管
理会社への手数料も掛かる」との指摘がされていますが、管理会社の関わりかたによっては、バックマージンとい
われる不当な利益を得ている可能性とその結果、請負額が不当に割高になる可能性があります。・・・・中野

3 建築士などのコンサルタントに依頼
マシンョン大規模修繕工事のコンサルティング業務を請負っている建築事務所に依頼します。
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建築事務所が経験を踏まえて現場に合う業者を選択したり、いくつかの業者に見積も依頼しま
す。それから見積を精査し、業者を決定してくれます。建築事務所であれば、建物の構造に関す
る知識も持ち合わせいいますから安心でしょう。
コスト削減の経験がある建築事務所であればより心強いです。もちろん、建築事務所へのコン
サルティング料が加算されますので、予算に入れておくことを忘れずにいてください。
※ 俗に、設計監理方式といわれるものです。依頼内容は専門知識に対するコンサルティングであり、管理組合と
しての主体性は守るべきです。業者の選択などについてもコンサルタントが選んだ業者だけではなく、管理組
合側も業者を探し出し、合見積に参加する業者を選ぶべきです。この際、管理会社に参加させる場合も許され
ます。注意すべきなのは、コンサルタントの推薦する業者に限定し、管理組合推薦の業者の見積参加を拒否す
るコンサルタントです。・・・・中野

ちなみに、1 のパターンの紹介として、私の会社でも、管理組合から直接見積もりの依頼を受
けことがよくあります。そして、他社の見積と比較したうえで、当社の見積額のほうが安いことに
より、大規模修繕工事を請負う場合もあります。
一つ事例を紹介しましょう。そのマンションは、東京都内某所の 7 階建全 40 戸の小規模マンシ
ョンです。築 12 年経って初めての大規模修繕を行うことになりました。
まず、管理会社が大規模修繕工事の見積を理事長に提出しました。理事長、仮に N さんとし
ましょう。N さんは、管理会社から提出された見積書を見て「この金額は適正なのか?」と思ったそ
うです。消して N さんと管理会社の関係がよくなかったというわけではなく、良好な管理体制でし
た。ただ、N さんは某ゼネコンの社員であったため、職業柄、見積の内容を精査するのは普通の
ことだったのです。それで N さんは、一つの業者の見積だけではなく他の業者にも見積をお願い
することに決めて、職場の仲間に「ウチのマンション、大規模修繕の時期なんだけど、見積をお
願いできる業者を知っているかな」と尋ねると、同僚達から当社を教えられたそうです。
当社での存在を知った N さんは、早速インターネットで当社のことを調べ、大規模修繕を専門
に行っている業者で実績もあるということが分かり、見積を依頼されました。
当社でも管理組合から直接、見積の依頼を受けることはありますが、その場合同時に 3～5 の
業者に依頼されているのが普通です。ただ、N さんは管理会社の他に見積の依頼をしたのは当
社だけだったとのことでした。
管理会社は業界では大手でした。管理体制もしっかりしていて、トラブルもなく管理業務が遂
行されていました。
管理会社との見積金額と当社の見積金額では、管理会社経由の見積のほうが 20％ほど高く
なっていました。おそらく管理会社との関係は良好でしたので、管理会社は強気な金額を提示し
たのでしょう。大体大規模修繕を実施する管理組合の 8 割は、管理会社経由の見積もりと、それ
に結って選定された業者を使います。管理組合は、管理会社から提示された見積を受取り、そ
のまま工事を依頼してしまうのが普通の流れはとなります。
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複数の業者の見積もりを比較しょうとする管理組合は、ものすごく少数なのです。やはり、大規
模修繕工事を実施するとなると予算と工事内容の確認、業者の選定といった業務が発生しま
す。管理組合にとっては、普段の業務に加えてさらに負担になるものです。管理会社に任せてし
まえば負担が軽減されるので、お任せにしようという流れになってしまうのでしょう。
さて、N さんの話に戻りましょう。
N さんは、管理会社経由の見積と当社の見積を比較して工事費が 20％以上安い当社の見積
を選びました。40 戸のマンション修繕工事費は、おおよそ 3200 万円くらいかかります。管理会社
経由の見積金額は、4000 万円くらいだったのでしょう。N さんは見積を比較することで 800 万円ほ
どのコスト削減に成功したのです。このマンションにとって 800 万円はとても大きな金額です。お
およそ 2 年弱分の修繕積立金に相当しました。
N さんはゼネコン社員という職業柄、工事内容の把握もできますし、見積の内容もある程度理
解できるため、業者との打ち合わせや交渉が可能だったのです。もし、知識がまったくない理事
長であったら、そのまま管理会社から提示されたとおりに工事が実施されていたことでしょう。現
実はそういう理事長が 9 割だと思います。しかし、コスト削減を成功させるためには、理事長や理
事の方々が、業者と最低限の交渉ができる程度の知識は身につけておくべきでしょう。
※コメント
このために、マンション管理士などの専門家にコンサルティングを依頼し、理事長や理事の方々が、業者と最低
限の交渉ができる程度の知識を身につけるようにしたり、このような業務のたりにコンサルタントに同席してもらうよう
にすべきなのだと考えます。・・・・中野

業者選定で失敗しない方法 p．148
次に、管理組合が修繕業者に見積を依頼する際の注意点です。業者に見積もりを依頼する時
は、必ず工事項目を統一して見積書を作成してもらうようにします。工事の項目を共通にしない
と、比較することができないからです。
項目については、管理会社や設計コンサルタントに相談するほか、管理組合独自に依頼する
場合、一社の修繕会社からまず見積を取って参考にするという方法もあります。
業者の選定はまず見積書の比較から始めます。だいたい 5 社ぐらいに見積をお願いし、1 から
5 までの金額の高い順に整理します。1 が一番高い金額で、5 が一番安い金額としましょう。まず
は、一番高い 1 の業者です。2 以降の業者に比べて、同じサービス内容で明らかに割高な見積で
あれば、最初にはずしてしまっていいでしょう。
※コメント
見積額が一番高いから即外すということではなく、検討した結果一番高額であることに根拠が無いとの判断大切
だと考えます。・・・・中野

逆に安すぎるところも問題です。職人に人数を無理に削っているために施工品質が低かった
り、受注時の金額だけ安く設定しておいて、後から何だかんだと理由をつけて追加費用を請求し
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てくるタチの悪い業者である可能性もあります。
目安として、次に安い業者より 2 割以上安い金額の場合は、警戒が必要でしょう。何事も安す
ぎるものにはからくりがありますから、圧倒的に安い場合は気をつけたほうがいいです。
そこで単純に考えると２～４の業者を選定するところですが、ここでポイントとなるのが工事後
のメンテナンスです。大規模修繕後にもきちんとアフターサービスを実施するシステムがあるか
どうかをチェックします。だいたい同じぐらいの工事費が掛かるのであれば、アフターケアーにき
ちんと対応してくれる業者に決めましよう。
最終的には、書類の丁寧さやネツトの評判なども加味して、ある程度は理事の好みで決めて
しまっていいでしょう。大切な住居に入り込む業者を選ぶわけですから「なんとなく信用できそう」
といった感覚的な判断も大切です。

建替え
壁式構造 --旧旧耐震基準でも構造の耐震性が大きい-｢建築学会｣の｢壁式構造関係設計規準集・同解説(壁式鉄筋コンクリート造編)｣(建築学会、2004 年 10
月)によると、「・・・・・この規準(1952 年、建築学会発表の｢鉄筋コンクリート壁式構造設計規準｣のこと・・・・中野
注)によって建設された全国の多数の共同住宅建築物は一貫して過去の多くの地震においてほと

んど被害がなかったことを報告している。
1995 年の阪神・淡路大震災においても壁式コンクリート造の建築物の被害はきわめて僅少に
とどまり、この構造の耐震性の信頼度を高めた。」とある。ただし、だいぶ以前(旧旧耐震基準の頃?)
には、公団や住宅供給公社の団地などで採用された、壁式構造とラーメン構造の合体した構造
方式ありました(現在は採用されていないと聞く)。これらについては、壁式コンクリート造と同程度の
耐震力とはいえない様です。(参照：｢実践 区分所有法

など｣p．502 or p．494「※ 住み続けるための補強

の方法を探すこと、そして財産価値を上げるにはどうしたらよいかを考えることが目標」)

建替え推進のための建替え決議の多数決要件の緩和は逆効果
---建替えが促進されない最大の要因は、区分所有者の金銭負担です--建替え推進のために多数決要件を緩和すべきだとの見解(その代表的なものとして、浅見康司・福井
秀夫・山口幹幸編著「マンションの建替え 老朽化にどう備えるか」日本評論社、2012)に対する反論として、

「新･マンション管理の実務と法律」p．290 にて、建替え推進のための建替え決議の多数決要件
の緩和は逆効果であるとする見解が表明されています。
すなわち、「多数決要件を緩和すべきだとの見解の書籍によると、建替えが促進されない大き
な原因は、現行の区分所有法の建替え規定(62 条)の多数決要件(区分所有者及び議決権の各 5 分の
4 以上の多数)であり、これを「緩和」すれば、建替えが促進されるとします。

確かに、「5 分の 4」を「4 分の 3」に、さらに「3 分の 2」に、最終的には「過半数」にすることで、
「緩和」すればするほど、形式上は建替え決議はより簡単に成立するかに見えます。
しかし、現行規定の定める建替え非参加者に対する売り渡し請求権を通じての時価による金
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銭補償を、建替え賛成者が負担しなければならないこと(同法 63 条 4 項)を考えると、多数決議要件
を緩和すればするほど、建替えに賛成ないし参加する区分所有者の(数が少なくなる分・・・・中野注)金
銭負担の割合は増加するため、現実には、(増加する・・・・中野注)金銭負担のために、多くの区分所
有者が建替えに賛成することにますます消極的になると思われます。」とし、「建替えが促進され
ない最大の要因は、区分所有者の金銭負担です」と反論しています。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．482 or p．474「『建替え』についての 5 分の 4 の多数決以外の一切の条件が
なくなった理由」、p．503 or p．474「※ 日本経済新聞

2012/1/4 付」)

耐震診断の費用(「高経年マンション」の耐震診断の実施費用はどれ位かかるものか)
モデル的に RC 造・5 階建・階段室型で 20 戸程度(延べ面積 1500 ㎡)の住棟１棟を想定する。ま
た、当初設計時の意匠・構造関連図面類や構造計算書などの設計図書も入手できる状況にあ
るものとする。
耐震診断には、段階があって、一般的には一次診断(柱や壁の量から推測される建物強度を基準に診
断)、二次診断(柱や壁の強度とじん性《粘り強さ》に着目して耐震性能を算出)、三次診断(柱と壁に加えて梁
の受けるダメージを考慮して建物の保有水平耐力《地震時における横方向の力に対する耐力》を求める)である

が、ここでは、中層住棟であることから、二次診断までの検討にとどめるとする。
以上のような条件を設定した場合、現在での一般的な診断費用として、延べ面積の㎡当たり
2000 円までであるので、多い目に見て３００万円位ということになる。また、二次診断までの診断
期間としては、現地調査から診断結果まで２カ月ほどかかるようである。(「二つの”老い”への挑戦
マンション再生」p．82) (参照：「実践 区分所有法 など」p．499 or p．491「※ 新耐震基準に適合しているはずが
ない 30 年以上前に建てられたマンション)

耐震診断に何を求めるか―耐震改修の対象をどこに絞るか―「マンションは地震に弱い」より--※ 法が求める耐震性は｢倒壊しない｣ことだけ
建築基準法の関係法令では、安全を確保する耐震性能の最低基準として、｢ごく稀な地震で
倒壊、崩壊しない｣レベルを想定しています。ここでいう｢ごく稀な｣地震とは、その地方(都道府県)
で５０年間に１０％程度発生する震度６強以上の地震と解釈されています。
法令はまた、｢ごく稀な｣より１ランク下の震度 5 程度の｢稀な｣地震に対しては建物の骨組みに
大きな変形が残らないことを全国一律の基準で目指しています。
しかし、実際には、建物の骨組みに大きな変形が生じ鉄筋コンクリートの壁は破損する場合が
ありますし、家具や設備機器は転倒・落下します。
また、各地域で地盤は違い、同じ地域でも揺れに大差が生じます。地盤次第で震度６強に増
幅されてしまう地域もあれば、震度５強止まりの地域も有ります。
震度が大きく増幅されてしまう地域と増幅が小さい地域では、地震対策は違ってよいのです。
地震に対して倒壊を防ぐことを目的とした法令の基準は、地方の都市や郊外では地震対策とし
てほぼ妥当といえますが、東京のような巨大密集都市や高層マンションのような建物では十分と
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はいえません。こうした地域や建物では、構造体の対策より避難や防火についての対策の方が
より重要なのです。
したがって、専門家の耐震補強対策が、設計基準としての法令だけに頼ってしまいがちです
が、法令は守るべきですが、法令は最大基準として押さえ、明示されていない範囲にまでその基
準を援用する(行使する)のは厳に慎むべきでしょう。

※ ｢ごく稀に発生する地震｣の発生確率
「住宅品質確保促進法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)｣では、建築基準法に定める「倒壊
防止｣を対象とする｢ごく稀に発生する地震｣や「損傷防止｣を対象とする｢ごく稀に発生する地震｣
の発生確率を告ぎのように説明しています。
｢倒壊防止｣対策の地震： ５０年間で１０％程度の発生確率の地震(東京の第 1 種地盤で震度６弱、
第 2 種地盤で震度６弱～６強、第 3 種地盤で震度６強)

｢損傷防止｣対策の地震： ５０年間で 5０％程度の発生確率の地震(東京の第 1 種地盤で震度５強～
5 弱、第 2 種地盤で震度 5 強、第 3 種地盤で震度６弱)

脆弱な第 3 種地盤でも、一応、現行法令に沿えば｢倒壊を防止する｣レベルを満たすことはでき
ます。ただし｢倒壊｣しなくても骨組みが大破し、｢危険につき立ち入らないでください｣という赤紙を
張られる建物が出てきます。さらには、ここでいう｢損傷防止｣とは、柱や梁が損傷しないことであ
り、非構造部材や設備機器は損傷防止の対象とはしていません。

※ 法令が許容している被害のレベル
法令が求める基準が｢損傷を全く生じないレベル｣とするなら、残念ながら既存のマンションの
どれも上記の震度の地震に耐える｢損傷を全く生じないレベル｣に達していません。
これを住人が求める｢生活を続けるための最低限保持すべき機能を守るレベル｣とすると、さら
に低い震度の地震でもたたえられないマンションが多いのです。あるいはほとんどといえるかも
しれません。
｢住宅品質確保促進法｣は設計や施工の欠陥から消費者を守っているのであって、地震時の
住人の安全を確保しているとはいえません。

※ ｢物損を減らす耐震性｣と｢生活を守る耐震性｣の違い
地震などで被災したマンションでは、生活ができない期間が長期化すること、重傷者が増える
こと、火災発生確率が高まることが重大な問題となります。
｢生活を守る｣レベルの地震としては、建物の倒壊を防ぐレベルよりは震度で１小さい地震を想
定するのが自然です。米国や日本の建築学界が発表した｢耐震等級｣の期待値がありますが、
実際には、この期待値のようになっていない場合が多いのです。
気象庁

地震

震度 3

震度 4

震度５弱

震度５強

無被害

軽損

中損

重損

強度

耐

耐震５級
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震度 6 弱

震度 6 強

震度 7

震

耐震 4 級

等

耐震 3 級

級

耐震 2 級

無被害

軽損
無被害

中損

重損

軽損

中損

重損

軽損

中損

重損

軽損

中損

無被害

耐震 1 級

無被害

設計対象外

重損

図に示した｢耐震等級｣は、建物の柱や梁の損傷被害を金額で評価する場合に使うことを想定
しています。｢生活を守る耐震｣としての設備機器や家具什器の性能は、ほとんどこのようにはな
っていません。さらに、この図では、火災被害は全く別にしています。
建物の各部の性能は一定の等級レベルには揃っていません。建物や設備のうちのある部位
は軽損なのに、別の部位は大損(重損)ということが十分あり得るのです。
法令はこうした揺れから身を守り、生活を守るためにどうするかは各人の選択に任せていま
す。マンションの建物各部の損傷や設備が機能停止するレベルを最終的に決めるのは住人自
身なのです。
すなわち、倒壊から人命を守る安全のレベルは法令では基準は決められていますが、それを
超えた部分は管理組合(住人)が判断して決めなければなりません。建物各部の損傷や機能停止
のレベルを決めるためには、どの程度の地震から生活を守るかを、住人達でまず想定する必要
があります。

※ 対策を実行しやすいレベルで震度を想定する
｢生活を守る｣には、必要最低限の性能を担う部位のすべてで所定の性能が維持されることが
必要です。マンションで生活できなくなる地震は震度４です。
｢生活を守る｣レベルを達成するためには、あまり高い目標ではなく、たとえば壁に対しては構
造的な機能を十分発揮できるレベルまで求めず、大きくひび割れがしないことを優先した補強方
法を考えるのも一案です。一方の面にのみ「ひび割れ防止」の効果のある材料を張る、建具周り
のみ補強する、などの対策でも、ある程度の効果を期待できます。可能な方法を状況に応じて採
用すべきでしょう。
ただし、既存マンションの多くは、この程度の対策では震度５以上の地震に対して生活を守る
レベルは達成できないと見られます。
このクラスの地震は、東京では向こう５０年の間に５０%以上発生する可能性があります。本来
ならマンションのすべての部位について、震度５強に対応できるレベルに近づけたい所ですが、
構造体についてはお金をふんだんに使ってその可能性をつい追求できるとしても、残念ながら既
存のマンションの設備レベルを構造体の補強レベルに近づけることはほとんど不可能です。むし
ろ、このアンバランスを解消するのが耐震対策の第一歩です。

※ 実現可能な「震度５弱」の対策を
そこで実現可能な対策として、次のようなレベルを目指してはどうでしょうか。大規模な工事を
することなく、必要最小限の工事と災害時対応の訓練で、地震災害を大幅に縮小させるのです。
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まず｢生活を守る｣対象として、住戸の玄関扉が開かなくなる可能性の少ない震度５弱(東京の二
種地盤では５０年間の発生確率が８０％程度)を想定します。｢生活できる｣レベルとして何とか実現可能

な対策を施せるのは、現状では震度５弱の地震に対してまでです。
この震度ではガスは止まりますが復旧操作は容易です。エレベーターは管制運転方式が新し
い型だと停止は避けられません。わずか数％ですが、閉じ込め事故の起こる可能性もあります。
耐震型高置水槽の弁も閉じられますが、この程度の地震なら大部分のマンションで給水配管の
被害は少ないと見られ野で、早期に弁を再開できます。給水系統に故障があっても、必要な範
囲のみの給水を止めれば他は再開できるでしょう。この程度の弁の操作は、素人でも少し訓練
を受ければ可能です。
非常時に有効な対策はお互いの協力による対応です。平常の管理会社任せの管理システム
は、被災時には思うように機能しません。
地表で震度５弱という地震は、上層階では増幅効果によって震度６弱程度の揺れを生じます。
家具の多くが転倒し、食器類はほぼ落下します。建物や設備が「生活を守る｣レベルに達してい
ても、上層階の各住戸ではごく軽いものを除いてすべてを厳重に固定しておくことが必須です。
中低層階は重い家具を固定するか、転倒防止策を講じてください。

※ 本当に必要な耐震診断は何か
従来行われてきた耐震診断は、主として建物が倒壊する可能性のみを対象としてきました。こ
れは｢建物の倒壊から命を守る｣ということを法令が求めてきたためです。
しかし、東京都区部のような住宅密集地区では、圧死より焼死の方がはるかに多く発生すると
考えられています。こうした住宅密集地区では、建物の倒壊以上に、火災時の避難路を確保す
ることこそ最初に検討すべき耐震対策となるのです。
地方の広々とした敷地に建つ一戸建てなら、庭を通じてすぐ広い安全地帯へ逃げ出せるので、
大地震に建物が倒壊しないことだけを考えておけばよいでしょう。大都市の都心に建つ大規模・
超高層のマンションではそうはいきません。
マンション住人の｢生活を守る｣視点に立ち、まず、大地震に比べて発生確率が１０倍以上高く
なる比較的弱い地震について、以上のような情報を把握したうえで、総合的に耐震診断を行い、
対策を講じなければなりません。(「マンションは地震に弱い」p．183 の記述を参照)
(参照：｢実践 区分所有法 など」p.498 or p.491「30 年以上前に建てられたマンションが「新耐震基準」(1981.6.1
建築基準法施行令改正)に適合しないのは当たり前」)

※ 読後感
なんとなく耐震、耐震と騒ぐが、どう転んでもパーフェクトな耐震改修ができないのなら、耐震改
修の目的は、最低限、災害から自分や家族の命を守るための安全に逃げるための道筋とその
後の最小限の生活が守れる手だて確保することから始めるべきではないのでしょうか。

十勝沖地震について(旧旧耐震基準と旧耐震基準そして新耐震基準)
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耐震基準にはその制定された時期に合わせて 3 種類あります。旧旧耐震基準、旧耐震基準、
新耐震基準です。
1978（昭和 53）年の宮城県沖地震（M7.4、震度 5）で甚大な家屋倒壊被害が発生したことを機に現
行の 1981 年の新耐震基準が移行されました。
しかし、この以前にも、1968 年（昭和 43）5 月 16 日 9 時 04 分ごろ、北海道十勝沖に発生した十
勝沖地震の被害を踏まえ 1971 年（昭和 46）に建築基準施行令の改正に基づく旧耐震基準と称さ
れる物です。鉄筋・鉄骨構造に剪断（せんだん）破壊が目立ち、構造と地盤の問題が見直されるよ
うになりました。柱フープ筋が 30 センチ間隔から 10 センチ間隔になりました。これらに対して、
1971 年以前の耐震基準は、旧旧耐震基準と呼ばれることがあります。
公団団地などでは、1971 年(42 年前)以前に建築されたものも多いことに注意が必要。すなわち旧
旧耐震基準による建築物です。(参照：「実践 区分所有法

など」p．498 or p．491「※ 耐震診断の目的

は」)

2002 年改正区分所有法第 62 条(建替え決議要件変更)へ批判
「Q&A マンションハンドブック」p.218「●改正法のもたらしたもの」の記述で、2002 年改正区分所
有法第 62 条へ批判と判断できる見解が書かれていましたので転記しました。
「平成 14 年のマンション法(2002 年改正区分所有法・・・著者注)改正によって、築一年の新築マンショ
ンでも、5 分の 4 以上の賛成さえあれば強制的に建替えることができることになりました。また、
改正前は、再建建物は旧建物の敷地と同一でなければならなかったのですが(敷地の同一性の要
件、《1983 年改正区分所有法・・・著者注》62 条 1 項)、これも一部でも敷地が重なっていればよいことにな

り、さらに「建物の主たる使用目的」(前同項)も同一でなければならなかったのですが、この要件も
撤廃されました。
都市開発ばかりを想定したような新制度は、鉄筋コンクリート造りの建物の本来の寿命にかか
わりなく、なんでも建替えできるというあまりにスクラップ・アンド・ビルド的として批判されることに
なるのではないでしょうか。
そのことは措(お)くとしても、法律的には借地借家法によって強力に保護されている賃貸マンシ
ョンの住民よりも、よほど分譲マンションを所有している区分所有者の権利のほうが弱くなってし
まって、もはや区分『所有権』とはいえないという批判さえあります。
また、法律家からは憲法違反ではないかという声も上がっています。というのも、今回の法改
正は改正前に建てられたマンションにも適用される結果、客観的要件によって建物が老朽化しな
い限り、その意思に反して区分所有権を取り上げられないという保護が与えられていた少数者
の権利を奪う結果になります。
とすると、この改正マンション法(2002 年改正区分所有法・・・著者注)は、遡及立法の禁止という憲法
上の原則に違反している可能性があるからです。今後、もし築年数の新しいマンション建替え決
議が成立し、建替えを強行しようとすれば、裁判上の憲法論争に発展する可能性が大です。
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ですから、今回の改正法(2002 年改正区分所有法・・・著者注)があるからといって、築年数の新しい
マンションでの安易な建替え論議は慎むべきでしょうし、仮に建替えに進むとしても多数決決議
を強行しようとせず、可能な限り全員一致を目指すべきだと考えられます」
(参照：「実践 区分所有法 など」p．16 or p．15「『所有権』とは、『自分の持物への排他的に執着する権利』でもあ
ります」、p．480 or p．472「建替え決議は全区分所有者《住戸所有者》の頭数および全区分所有者《住戸所有者》の
議決権(持分権)の各 5 分の 4 以上の多数決のみで可能です」、p．504 or p．496「本来、区分所有権も民法上の『所
有権』」)

既存不適格マンションでも現在の規模を維持した建替えが可能
東京都では、既存不適格マンションの建替えを推進するために、建築後 30 年が経過した共同
住宅を建替える場合は、｢共同住宅建替え誘導型総合計画制度｣を利用することができるように
なりました。ただし、住宅用途以外に使用する部分の床面積は増やすことができません。
※ 対象となるマンションの条件
① 原則として、建築後 30 年を経過している、主な用途が共同住宅である建築物の建替え。
② 特別区の区域、核都市の区域および都市基盤の整備された区域。ただし、原則として工業
地域および工業専用地域を除く
③ 6 メートル以上の道路に接していること。
④ 歩道状空地の幅員および有効幅員が 2 メートル以上であること。
⑤ 割増容積率の最高限度が「基準容積率の 0.75 倍又は 300％のいずれか低い数値」「基準容
積率の 0.5 倍又は 250％のいずれか低い数値」「基準容積率の 0.5 倍又は 200％のいずれか
低い数値」であること。（区域によって上限値が異なります）

建替え決議においても、議決権割合の変更(法第 38 条)は有効との見解
--「専有部分の床面積の割合｣であるべきだとの見解に対して--株式会社 マンション管理総合研究所 代表取締役 大原章男氏の見解として、建替え決議
は所有権の問題であるから、議決権割合は原則どおりの、「専有部分の床面積の割合｣である
べきだとの見解に対して、一括建替え決議での各棟ごとの決議についてですが、規約での議決
権割合の変更(法第 38 条)は有効との見解が｢新版注解民法(7)｣p.841 の村松秀樹氏(法務省民事
局付)の担当記述で以下のように述べられています。

｢他方、各区分所有建物においては、区分所有者の頭数の 3 分の 2 以上の者であって、かつ、
議決権の 3 分の 2 以上を有する者の賛成が必要とされる。この場合の議決権の割合は、原則と
して当該共用部分の持分の割合により、規約による別段の定めも許容され(38 条参照)、一棟の区
分所有建物について建替え決議を行う場合の議決権の割合と同様である。したがって、この決
議を行う集会における賛否の集計に当たっては、団地建物所有者全員の賛否と各区分所有建
物の区分所有者の賛否とを、この議決権割合の区分に留意した上で各別に集計する必要があ
る。｣
475

※「団地建物所有者全員の賛否」と「区分所有者の賛否｣と用語を使用していますが、「団地建物所有者全員の
賛否」とは、団地を構成する各号棟の区分所有者をまとめた全員の賛否であり、「区分所有者の賛否｣とは、各
棟毎の区分所有者の賛否を表現しているものと考えます。
(参照：別冊-p．479「※ 株式会社 マンション管理総合研究所 代表取締役 大原章男氏の返事《インターネット
にて、所在を確認し、直接の問い掛けを行った》」)

清文社様 --「マンションの増築・建替え」での大原氏の発言について-大変古い本の問い合わせで恐縮ですが、もしも著者がご健在でしたら問い合わせていただけ
ないでしょうか。
「マンションの増築・建替え」丸山英気編著 清文社 1991.8.30 についてです。記述者は、大原
章男 東洋大学工学部建築学科講師とされている方です。
「マンションの増築・建替え」での大原氏の発言の p.96「何故ならば、管理規約に規定した『1 戸
に 1 個の議決権』は、建替えなど所有権を直接に扱う事項には適用されないのであるから。」や、
p147 での「誤解している人が多い。管理組合の規約で定めた議決権の数で数えていいと思って
いる人が多い。弁護士の中にもそう考えている人がいます」とされていることに対する疑問です。
「所有権を直接に扱う事項には適用されない」とされている部分です。法律の表面上は、このよ
うな規定はないと考えますが、「所有権を直接に扱う事項」が建替え以外に何があるか判然とし
てせんが、最小限、「建替え」に限定しているようにも思われます。
大原氏の発言からは、「建替え」に限定しては、法定されている 5 分の 4 の区分所有者数と 5
分の 4 の議決権は変えることができない主張しているようにも思えるのです。したがって、議決権
(差がわずかな場合でも)も変えることができないのだから、全ての住戸で面積が同じでない限り、１

戸 1 議決権とすることもできないと主張しているように思えるのです。区分所有法からこのように
解釈される根拠は何処にあるのでしょうか。
※アドバイザーへの問い掛け
「マンションの増築・建替え｣丸山英気編著 清文社 1991.8.30 記述者は大原 章男 東洋大
学工学部建築学科講師の発言が気になってしょうがないのです。
「マンションの増築・建替え」での大原氏の発言の p.96｢何故ならば、管理規約に規定した『1 戸
に 1 個の議決権』は、建替えなど所有権を直接に扱う事項には適用されないのであるから。」や、
p147 での｢誤解している人が多い。管理組合の規約で定めた議決権の数で数えていいと思って
いる人が多い。弁護士の中にもそう考えている人がいます｣とされていることに対する疑問です。
ただ、自分自身としては、｢実践区分所有法など」p．480or p．473 の「法第 38 条は議決権の割
合についてであり、法第 39 条は、決議のための定数としての議決権についてです。」のなかで、
納得させていた経緯は在ります。
しかし、改めて大原氏の発言を読み返して気になるのは、「所有権を直接に扱う事項には適用
されない｣とされている部分です。法律の表面上は、このような規定はないと考えますが、｢所有
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権を直接に扱う事項｣が建替え以外に何があるか判然としてせんが、最小限、｢建替え｣に限定し
ているようにも思われます。
したがって、大原氏の発言からは、｢建替え｣に限定しては、法定されている 5 分の 4 の区分所
有者数と 5 分の 4 の議決権は変えることができない主張しているようにも思えるのです。
すなわち、議決権(差がわずかな場合でも)も変えることができないのだから、全ての住戸で面積が
同じでない限り、１戸 1 議決権とすることもできないと主張しているように思えるのです。法律の
解釈上から、このように解釈をすることはできるのでしょうか。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．480 or p．473「法第 38 条は議決権の割合についてであり、法第 39 条は、決
議のための定数としての議決権についてです。」)

アドバイザーの返事
１ 大原氏の「何故ならば、管理規約に規定した『１戸に１個の議決権』は、建替えなど所有権を
直接に扱う事項には適用されないのであるから」との発言について検討してみます。
問題は、単に、「適用されないのであるから」というだけで、適用されないことの根拠につい
て述べていないことです。同人が、『誤解している人が多い。弁護士の中にもそう考えている人
がいます。』と発言するのであれば、自ら、建物の区分所有等に関する法律（以下法という。）、民
法等のどの条項を根拠にして、適用されないとしているのか根拠を述べるべきです。そうしな
いと、大原氏の発言が正しいのか否かについて議論することができないからです。あるいは、
適用されないことについて、その根拠を問い合わせするのもよいかもしれません。
２ 本来、議決権については、法第３８条で、原則として、専有部分の床面積の割合（法第１４条）に
よるとし、例外として、規約で別段の定めをすることができるとしています。
したがって、議決権は、絶対に、専有部分の床面積の割合でなければならないとするもので
はありません。
そこで、区分所有者Ａの専有部分の床面積が１、区分所有者Ｂの専有部分の床面積が１．
１の場合に、規約で、Ａの議決権について１、Ｂの議決権についても１とすることは、法で認め
られることになります。
そうしますと、まず、大原氏の「適用されない」とする主張は、法第３８条の法文に反すること
になります。
３ ところで、大原氏の「管理規約に規定した『１戸に１個の議決権』は、建替えなど所有権を直接
に扱う事項には適用されない。」とする根拠について、同人の「建替えなど所有権を直接に扱
う事項」という言葉から善解して推察してみます。
建替えにおいて、『所有権』という用語は、法第６２条第２項第４号に、『再建建物の区分所有
権の帰属に関する事項』として用いられています。
そこでは、再建建物の区分所有権の帰属に関しては、上記の区分所有者Ａの専有部分の
床面積が１、区分所有者Ｂの専有部分の床面積が１．１の場合に、規約で、Ａの議決権につい
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て１、Ｂの議決権についても１と定めた場合であっても、再建建物の区分所有権につき、Ａ・Ｂ
ともに議決権どおり１ずつとすることは許されず、Ａについて１、Ｂについて１．１とするのが正し
いことになります。
また、法第６１条第２項（復旧）において、『他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第１
４条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。』としているところから、上
記の区分所有者Ａの専有部分の床面積が１、区分所有者Ｂの専有部分の床面積が１．１の
場合に、規約で、Ａの議決権について１、Ｂの議決権についても１と定めた場合であっても、議
決権ではなく、正確にＡに対して１、Ｂに対して１，１の割合によるべきことになります。
また、法第６３条第４項（区分所有権等の売渡し請求等）において、『区分所有者に対し、区分所
有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。』としているところか
ら、上記の区分所有者Ａの専有部分の床面積が１、区分所有者Ｂの専有部分の床面積が１．
１の場合に、規約で、Ａの議決権について１、Ｂの議決権についても１と定めた場合であって
も、議決権ではなく、復旧に要した金額の償還請求は正確にＡに対して１、Ｂに対して、１．１の
割合によるべきことになります。
４ これらを根拠として、あるいは、大原氏は、「管理規約に規定した『１戸に１個の議決権』は、
建替えなど所有権を直接に扱う事項には適用されない。」と主張しているのかもしれません。
しかしながら、そうであるとすれば、大原氏は、議決権の内容として認められるべきことと、
議決権行使（決議）の結果認められる権利あるいは請求すべき権利が専有部分の床面積の割
合であるべきこととが両立しえないと考えたところに誤りがあると考えます。
５ これについて、法第５９条（義務違反者に対する区分所有権の競売の請求）は、大原氏によれば、正
に所有権を直接に扱う事項になりますが、この場合に、法は、『区分所有者及び議決権の各４
分の３以上の多数決議』によるとして、上記の区分所有者Ａの専有部分の床面積が１、区分
所有者Ｂの専有部分の床面積が１．１の場合に、規約で、Ａの議決権について１、Ｂの議決権
についても１と定めた場合には、Ａに対して１、Ｂに対して、１．１の割合による決議としていま
せん。すなわち、区分所有権が奪われるという正に所有権を直接に扱う事項についても、法第
３８条が適用されており、大原氏の主張を否定するものとなっています。
なお、法第１７条（共用部分の変更）、法第３１条「規約の設定、変更及び廃止」、法第５８条（義務
違反者に対する使用停止の請求）、法第６０条の（占有者に対する引渡し請求）等の特別決議事項につ

いても、全て、規約で議決権について別段の定めをした場合に、その定めに基づく決議が認
められているのです。
５ 本来、１つの法律のなかで、法律用語は、統一的に解釈されるべきものであり、法第３８条の
規定についても、所有権を直接に扱う事項の有無にかかわらず、また、普通決議事項・特別
決議事項の別に関わらず、全てについて適用されるべきものであり、所有権を直接に扱う事
項は別とか、普通決議に限定して適用されるとするのは法律解釈において認められるもので
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はありません。
なお、建物の区分所有等に関する法律において、議決権という用語につき、権利の内容と権
利の行使の２つの意味を持つものとして使用されていますが、本来、法律用語は１つの用語に１
つの意味内容をもたせるべきものですので、後者の議決権（法第３９条第２項）については、決議権
とするのがよいと考えます。(参照：｢実践 区分所有法

など｣p．21「区分所有法の『議決権』という用語には

二つの異なる意味があります。」、別冊-p．479「※ 株式会社 マンション管理総合研究所 代表取締役 大原章
男氏の返事」)

清文社の回答
中野様
平素は大変お世話になっております。清文社編集第三部の鶴崎と申します。ご回答が遅くなっ
ており、誠に申し訳ございません。
お問い合わせいただいた書籍についてですが、すでに当該書籍の編集担当者が退職してお
り、大原章男先生とは連絡が取れない状態となっております。
また、書籍の発行年数が古く、事務所内に保管がされていないため、現在、倉庫より取り寄せ
を行っております。該当箇所を確認し、大原先生にご回答をお願いしてみたいと思いますので、
いましばらくお時間を頂戴いたしますよう、お願い申し上げます。

（株）清文社 編集第三部

鶴崎敦（つるさき・あつし）
※ 株式会社 マンション管理総合研究所 代表取締役 大原章男氏の返事(インターネットにて、
所在を確認し、直接の問い掛けを行った)

中野誠様
お問い合わせをいただき、ありがとうございました。
建替え決議などの場合は、私は今もって規約に定める議決権ではなく、区分所有法第１４条
に定める床面積割合に基づく議決権割合でなければならないと考えています。
区分所有権を取得した場合、所有者が保有する権利は所有権、使用権、管理権が主たる権
利だと思っています。中には登記請求権のように物権的債権もありますが、主として上記の三権
と解されます。
区分所有法第 30 条には、要旨「建物の管理又は使用に関する事項は規約で定めることがで
きる」とありますので、対偶から言うと、所有権を扱う場合、規約で定めることができないと私は読
みました。区分所有法第 38 条のとおり、規約に別段の定めをすることができ、規約に定めがない
場合に限り、区分所有法第 14 条の『専有部分の床面積割合による』のですが、区分所有法第 38
条によっても所有権に関することは規約では定められない、区分所有法第 30 条が優先する、と
読んでおります。
いくつかの研究会合で、規約に別段の定めがあれば建替え決議のような所有権に関すること
でも規約に定める通りの議決権数で良いと読んでいる弁護士がいましたが、私は疑問に思い、
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その旨を申し上げました。意見は対立したままです。
何度も区分所有法第 30 条に戻ってみたのですが、やはり管理と使用に関することは規約で定
めることができるが、所有権の存続や消去に関することは規約で定めた議決権割合を適用する
ことが難しいと考えました。よって、学会や法曹の多数意見と異なるかもしれませんが、「建替え
の決議については区分所有法第１４条の床面積割合に基づく議決権割合が適用されるべき」と
いう見解を今後も維持するつもりです。
ただし、実務では、建替えは最終的に全員一致にならなければならないでしょうから、議決権
割合の議論は私が顧問を務めるマンションの建替え計画では取り上げられないままです。
中野様のご活躍をお祈りします。
(参照：別冊-p．475「清文社様」、｢実践 区分所有法 など｣p．480 or p．473「法第 38 条は議決権の割合につい
てであり、法第 39 条は、決議のための定数としての議決権についてです。」)

※ コメント
大原氏の見解は、建替え決議のような場合には、一定の説得力を持つようにも思われます。た
だし、法律論から判断すれば成り立たない見解なのだと思われます。
大原氏の見解は、大原氏としての「こうあるべきだとの希望的な主張」をさも法律の解釈上正
しいのだとされている様にも思われます。
まったく同様の価値観が、住宅新報社「ケーススタディと判例で語るマンション実務」サン建物
株式会社 代表取締役嶋本勝浩著の記述にもあります。
すなわち、小規模復旧の場合「単独復旧または決議による復旧にかかわらず、裁判所は訴えに
よって復旧にかかわる償還の支払いについて相当の期限を与えることができます(法第 61 条 13
項)。」(P．522)とし、大規模復旧の場合にも「裁判所の訴えによって復旧にかかわる償還金の支払

いについて相当の期限を与えることができます(法第 61 条 13 項)。これは、小規模滅失の場合と同
じく、決議によって復旧が実行され、復旧費を共有持分割合に基づいて管理組合から請求され
た場合の猶予措置です｡」(P．524)として、決議を経た復旧決議については、その大小にかかわら
ず、相当の期限が与えられるとしている見解です。この見解は、法律解釈上からはまったく間違
った解釈なのですが、著者としては、「復旧決議があり、これに反対した者に対しても、決議自体
に従う義務はあり、費用負担義務は果たさなければなりませんが、各区分所有者(住戸所有者)財政
状態によって、裁判に訴え、支払期限の許与を求めることは可能なのだと考えます。法第 61 条
（「分譲建物《分譲マンョンを含む》」の一部が滅失した場合の復旧等）13 項では、7 項において大規模復旧決

議の場合の決議賛成者の売買代金の支払いについて期限の許与が与えられ、小規模復旧決
議においてこれを否定するための利益衡量に正当性は見いだせないと考えます。期限の許与と
いう「救済」を閉じるべきではないと考えます」との見解で示されているように、著者の「期限の許
与という『救済』を閉じるべきではない」との願望を「さも法律の解釈上正しいのだとされている」
点では同様のようです。(参照：｢実践 区分所有法

など｣p．477 or p．469「小規模でも大規模でも、復旧する
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旨が集会(総会)決議を経由したときは、その復旧に要する費用の支払いについて、裁判所に相当の期限の許与
を請求することは認められません」)

古くて新しいテーマ---2002 年改正区分所有法にても解決されなかった課題--次に書き下すのは、法第 62 条から 64 条にいたる課題について、1987 年出版の「注釈不動産
法 5」p．345 の「今後の課題」の記述です。まさに、2002 年改正区分所有法にても解決されなかっ
た課題ではないでしょうか。
「本法の想定している建替えの場面は、大多数の区分所有者が建替えに賛成であるのに、小
数の区分所有者が反対しているという状況であるが、建替え事由の主なものは、建物の老朽化
と考えられるところ、老朽化により建替えの時期を迎えた建物にあっては、現実には多数の区分
所有者が建替えに消極的であることが予想され、本法とは異なるシナリオとなるのではないだろ
うか。
というのも、建替え費用を負担しうるような者、特に不参加者に対して売渡請求権を行使して
その権利を買い取ることができるような者は、建物が老朽化して建替えが必要とする時期が到
来する以前に、買換えをして区分所有関係から脱することが考えられ、かような建物には、総じ
て資金の面で買換えのできなかった者(このような者は建替え費用を負担することが困難な者であろう。)や
生活環境の激変を好まない老人が残り、建替えには消極的な態度をとることが考えられないで
はない。
そうだとすると、このような場合にも建替えをなしうるためには、周辺の諸施策を整備すること、
すなわち、低利の公的資金の貸付制度の導入などにより資金的に建替えに参加することを可能
にすることや昭和 58 年 4 月 26 日衆議院法務委員会における政府委員の答弁にあるように老人
世帯につき公的住宅の優先入居の措置を講じることが要請されるのであって、この種の措置を
講じることを怠れば都市においてはスラム化の一員となろう。
要するに、建替えは、単に区分所有者間の問題にとどまらず、都市問題、住宅問題、老人問
題等と交差する分野であるところ、本法は、多数決の原理による建替えの実現に道筋をつける
ため、その守備範囲において必要最小限の規定を設けたものであるが、制度倒れにならないよ
う周辺の諸政策を整備することが要請されるのである。」
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．497 or p．489「マンション建替えについての最大の障害」)

｢実践 区分所有法 など｣p．218 or p．215 の記述一部削除
--議決権の割合については規約で原則とは異なる規定ができるとされていることに対する理解の
仕方に混乱-「床面積に 2 倍以上の差があるのに『一戸 1 議決権(表決権)』とする規約の単純化は無効となる
のでしょうか?」の記述の p．218or p．275 上から 12 行目「・・・・・。ただし、変更できるのは、普通
決議の議決権についてだけです。」の記述部分を削除します。
区分所有法第 38 条で議決権の割合については規約で原則とは異なる規定ができるとされて
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いることに対する理解の仕方に混乱がありました。正しい解釈としては、「変更できるのは、普通
決議の議決権についてだけ｣に限定されず、特別決議の場合にも変更できるのが正しい解釈で
す。ただし、その変更幅については制約があるということです。
｢実践 区分所有法 など｣P．480or p．473 の「法第 38 条は議決権の割合についてであり、法
第 39 条は、決議のための定数としての議決権についてです。｣で明らかにしています。

修繕積立金を建替えのための経費として取り崩すことができるか
修繕積立金が取り崩せる対象は、規約で定められていることが前提ですが、専有(住戸)部分の
修繕のためには取り崩せないのが原則であると考えます。
建替え関連で修繕積立金を取り崩すことができるのは、原則として、あくまでも建替え決議に
至るまでの費用です(マンション標準管理規約第 28 条 1 項四号)。
建替えを前提に建物等の調査を行っても、大規模修繕や改修で維持管理が可能と判断され
ることも想定されますし、他に調査のための経費を支給する方途がないこと、このような調査も広
義での管理と考えられること等から、建替え決議に至るまでの費用は、調査費用として修繕積立
金によって充当されるべきでしょう。
なお、建替え決議後でも区分所有者(住戸所有者)およびの議決権の各 5 分の 4 以上が賛成し其
の者が収めた自らの積立金については、建替えのための組織の設立、建替え事業の認可まで
の間にも建替えに係る経費が必要となることから建替えの進捗に支障がないように便宜上認め
られています。
しかし、建替え決議に反対し建替えに不参加の区分所有者(住戸所有者)に帰属する修繕積立金
は清算し返却すべきです。そのことを、マンション標準管理規約第 28 条 2 項では、｢管理組合の
消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた額を限度として｣取り崩すこと
ができるように定められています。(「コンメンタールマンション標準管理規約」p．96)

「建替え決議が先か承認決議が先かについて」のもう一つの選択
「建替え決議が先か承認決議が先か」については、「承認決議が先か後かの判断は、どちら
かの方法しかないと硬直的に考える必要もないと考えます。その時の状況判断から可能なよう
にも考えます。」との見解をすでに述べましたが(「実践 区分所有法

など」p．551 or p．543「建替え決議

が先か承認決議が先かについて」)、もう一つの選択として、私的自冶を尊重すべきとの見解がありま

すので紹介します。
「区分所有法 69 条 1 項は、建替えを予定している団地内の建物(特定建物)が建替えを行うため
には、当該特定建物が『専有部分のある建物』(区分所有建物)である場合には、建替え承認決議
とともに、当該特定建物において、『その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意がある
こと』が必要である、と定めている。『その建替え決議』とは、区分所有法 62 条に規定する所に従
った決議である(区分所有法 45 条 1 項の「書面又は電磁的方法による決議」も含む)。そして、『その区分所
有者全員の同意があること』とは、建替えについて、区分所有法 45 条 2 項で定める『区分所有者
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全員の書面又は電磁的方法による合意』があることを指すものと解されないこともないが、もしこ
の事を指すのであれば、法文上そのことを明示するものと思われる。
上でみたように、建替え承認決議を各棟の建替え決議前に行うことも許されると解することに
は、いくつかの難点もあるが、どれも決定的な難点ではなく、各棟の建替え決議の方式について
は、できるだけ私的自冶を尊重すべきものと考え、このような方法も許されると考える。
すなわち、建替え承認決議を先行させることについて『その区分所有者の全員の同意』(69 条 1
項一号)があれば、建替え承認決議を先行させることができ、その決議後に、当該特定建物の建

替え決議を行うことは許されると考える。」(「これからのマンションと法｣p．619)
(参照：「実践 区分所有法 など」p．551 or p．543｢建替え決議が先か承認決議が先かについて」)

建替えに代わるマンションの長命化は中古マンションの流通の活発化が前提では
「現在のところ、中古マンションというだけで数年たてば資産価値が極端に減少し、特に、マン
ションの 35 年あるいは 40 年寿命説が巷に広がっている現状では、それ以上経過したマンション
ではただ同然の評価がなされています。不動産鑑定ですらしかりです。
また、不動産市場の中古マンションの評価は、築後の年数、駅からの距離、建物の階数など
が主要な基準とされ、管理状態、管理体制の良否が基準とされていないため、管理状態が良好
で居住面では新築当時と変わらない価値評価が認められる中古マンションが不当に低く評価さ
れている現状があります。
この現状では、長期間の住宅ローンを抱えた区分所有者は、売却してもローン債務を残すだ
けであるから、売却処分には消極的になり、一方、購入希望者も金融機関から低額の融資しか
認められないため購入が困難となります。
このように、中古マンションの流通の活発化のためには、管理が適正に行われている中古マ
ンションに対する適正な市場評価が実現することが肝要です。
そのためには、①中古マンションの客観的な評価の基準の設定、②中古マンションの管理状
態に関する情報の公開が必要である。｣(「マンションを 100 年もたせる」p.65 より)
現在の法制度が建替えを中心としたものであることについては変わりがなく(2014．2.22 朝日新聞
「建て替え時容積率緩和」国交省方針参照)、民間での建物の再生(リニュ－アル)手法の提案だけではな

く、長命マンションを前提とした法制度の整備が急がれるべきだと考えます。

マンション建替え情報資料 2 件--「ケンプラッツ」(インターネットメール配信)による---

容積オーバーでも建て替え、なぜ合意できたか

2014/05/08

「容積率がオーバー、7 割以上が高齢者、地上権はあと数年」という三重苦を乗り越え、建て替
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え中の分譲マンションが東京都新宿区にある。住戸を再取得する旧区分所有者は、従前より手
狭になるうえに多額の費用を負担する結果となった。けれども、建て替えには全員が同意してい
る。大きな障害を乗り越え、建て替えに至った理由はどこにあるのか。
延べ面積は 87.5％に縮小
東京都新宿区左門町。東海道四谷怪談で有名なお岩さんが居住していたといわれる歴史ある
町だ。東京メトロ丸ノ内線の四谷三丁目駅を降り、南に徒歩約 5 分。店舗やマンションが立ち並
ぶ都市の風景のなかに、解体工事中のシートで覆われた「シンテンビル（左門町ハイツ）」（以
下、左門町ハイツ）が見えてくる。敷地の境界いっぱいに、ビルとマンションが建っている。
2013 年 2 月、管理組合は区分所有法第 62 条に基づき、建て替え決議を行った。等価交換方
式による任意建て替えで、全員が同意した。2016 年 1 月、総事業費約 16 億円をかけて、地上 13
階、地下 1 階建ての事務所 1、住戸 36 の複合マンションが完成する。事業協力者として旭化成
不動産レジデンスが参加する。
しかし、建物全体の延べ面積は 87.5％に減少する。事務所部分をはじめ旧区分所有者の専有
面積も大幅に縮小する。従前の住宅 28 戸のうち、建て替え後に再入居するのは 7 戸だ。設定さ
れていた地上権は、建物竣工後に地主と再び 60 年の契約を結ぶ。毎月の地代は、建て替え前
と同程度の予定だ。
区分所有者の大半が 60 代以上
左門町ハイツは 1962 年、首都圏不燃建築公社が分譲した。地上 11 階、地下 1 階建ての鉄筋
コンクリート（RC）造、延べ面積 4068ｍ2 の事務所と住宅の複合マンションだった。第一種住居地
域と商業地域にまたがり、1～4 階は地主所有の事務所、5～11 階が住宅だった。
従前、所有者自身が居住していたのは 10 戸。10 戸は所有者が賃貸しており、8 戸は空き家や
セカンドハウスとして時折使用する状況だった。権利者数は 28。区分所有者の大半が 60 代以上
で、半数は一人暮らしだった。
管理組合が建て替えを検討し始めたのは 2009 年。屋上や外壁などで漏水がたびたび発生し、
対応に苦慮していたからだ。自主管理を続けてきたが、管理費の未納、修繕計画や総会資料の
不備が明らかになっていた。築 50 年近くになり、給排水管の取り換えや屋上の防水工事を実施
したが、居住性能に限界が近づいていた。そこで、建て替えコンサルタントのアドバイスで、新宿
区と民間企業の 2 カ所の耐震診断を受けることにした。
2006 年に 1 室を購入した元左門町ハイツ元理事長の升野龍男氏が振り返る。「当時の価格は
43m2 で 1500 万円程度だった。室内はリニューアルされていて問題は感じなかった」。娘の居住
用に購入した升野氏だが、建物や管理組合の運営状況を知るにつれ、限界を感じ始めた。自ら
は不在区分所有者だったが、近くに自宅があり通いやすい。管理組合の正常化を目指し、理事
長に就任した。
耐震改修には建て替えと同様の費用
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耐震診断の結果、耐震性能が不足していることが明らかになった。「耐震偽装問題で有名にな
った姉歯建築士レベルだった」 （升野氏）。改修工事には、建て替えと同様の負担金が必要にな
る。さらに、工事をしても梁が廊下に飛び出し、居住性が大きく損なわれることも判明した。
しかし、建て替えにも多くの課題が存在する。大きな壁となったのは、典型的な容積率オーバ
ーによる既存不適格の問題だった。指定容積率は、2 つの用途地域にまたがっており面積按分
の結果、460.17％。だが、そうした規制が緩い時代に建てられた左門町ハイツは 500％、あるい
はそれ以上だったものと思われる。容積率を算定する際に共用廊下などの面積を除いてよいと
いった緩和措置が増えつつあるが、現在の法規に合わせて建て替えると延べ面積の減少が避
けられない。
国土交通省の調べによれば、2013 年 4 月現在のマンション建て替え状況は、工事完了済みか
ら建て替え決議などの実施準備中を含めても、全国で 218 件にとどまる。過去、大部分は「等価
交換方式」で建て替えられている。
等価交換方式とは、次のような手法だ。まず、区分所有者の権利分をデベロッパーが買い取っ
てマンションを建設する。次に、区分所有者は、新しいマンションで従前と同等の権利分の床を
取得する。しかし、これまでの建て替えは、いずれも容積率に余裕があり、従前より大きなマンシ
ョンを建設し、増えた分の住戸をデベロッパーが販売して建設費を賄う手法だった。買い戻す区
分所有者は、費用を負担しないことが多い。
しかし、容積率がオーバーしていると、この手法は使えない。1970 年の建築基準法改正で容積
率が全面導入となり、それ以前に建てられたマンションでは容積率オーバーのものが少なくな
い。さらに、日影規制や絶対高さ制限導入などにより、従前と同規模のマンションが建てられな
いケースもある。
左門町ハイツの建て替えに携わってきた旭化成不動産レジデンス開発営業本部マンション建
替え研究所の大木祐悟主任研究員が話す。「容積率オーバーのため建て替え後に小さくなるマ
ンションでは、新たに販売する住戸の確保が難しくなり、区分所有者の費用負担が増えてしま
う。さらに、仮に全員が住戸の再取得を希望すると、専有面積が大幅に小さくなってしまう」
この状況下で、区分所有者のほとんどは高齢者だ。費用負担や住み替えを巡り、意見が分裂
するのは目に見えていた。
加えて、マンション敷地の権利は借地の一種である地上権。契約満了期限も迫っていた。建て
替え後に地上権を存続するにしても、権利変換を巡り複雑な手続きが必要になる。
耐震診断の結果を受け同年、管理組合は「修繕建て替え委員会」を結成する。理事会役員 4
人と、委員会 3 人の合計 7 人で構成した。月 1 回、顔を合わせ修繕か建て替えかを検討し始め
る。ポイントは、「建て替え委員会」としなかったこと。修繕の可能性を残しながら、区分所有者の
意識の醸成を図る方向を定めた。メンバーは居住する 60 代以上の男性が中心だが、30 代 2 人、
女性、不在区分所有者も加わった。「会議は必ず 1 時間で終わらせる」をモットーに、話し合いを
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続けた。
東日本大震災で感じた恐怖
そんななか、強い揺れが左門町ハイツを襲う。2011 年 3 月の東日本大震災だった。エレベータ
ーは丸 2 日間、停止。高齢者の多い左門町ハイツには大きな痛手となった。バルコニーの塗装
の一部が落下した。幸い、下に停めてあった車に被害はなかったが、建て替えは現実味を帯び
た。
震災は人々の心に大きな変化をもたらす。同月に実施した建て替え推進決議では、8 割弱が
賛成した。
同年 6 月、管理組合は事業協力者として 3 社のなかから旭化成不動産レジデンスを選定する。
同社が中心になり、1 件ずつのヒアリングや相談会を実施した。話し合いでは、予想通り費用負
担の質問が最も多かった。引っ越し先や新居への不安の声も挙がった。高齢者のなかには「話
はよくわかった。だからここで死なせて欲しい」という人もいた。
建て替えという現実的問題に感情的な対立は持ち込むべきではない。議論がストップしてしま
うからだ。管理組合は何としてもこれを避けたかった。タイルやエレベーター部品の一部取り換え
など、小修繕は続けていた。しかし、全面取り換えには、数千万円かかる。時間は限られてい
た。
地道な活動が実を結ぶ
これまで管理組合は、「あなたが創る、みんなの組合」というスローガンを掲げ、地道に管理組
合活動を実践してきた。「修繕建て替え委員会たより」を発行し情報の共有化を図った。フリーマ
ーケットや餅つきのイベントで交流を深め、心の距離も埋めてきた。
最終的に、升野氏は各区分所有者に自筆の手紙を書く。「建て替えに反対されるなら、私は理
事長を下ります。反対される方で管理組合を運営していただけませんか」
人々の心が動いた。建て替え決議は、スムーズに行われた。
再入居者は自己負担で対応
建て替えを実行に移すとなると、費用負担が一番の問題になる。ただ、左門町ハイツは恵まれ
ていたようだ。早い段階で、国土交通省の建て替え関連の補助金制度を利用できた。これで、コ
ンサルタント費用を賄えた。
住戸を再取得する 7 人は、自己負担で対応できている。一方で、各自の出費は数百万円から
1000 万円を大きく超える。途中で負担金が増える試算になったこともあった。管理組合は、丹念
な説明を繰り返した。「修繕積立金の分配で『一人当たり最大 200 万円の住み替えや仮住まいの
費用を得られる』と 1 年半かけて広報した点も、賛成につながった理由だと思う」（升野氏）。
複数のマンションの建て替えに携わってきた大木祐悟主任研究員が話す。「買い増し金額は都
心か郊外か、都心でもどのような条件で建て替えを行うか、また時期や面積など、個々の事例で
大きく異なります。事例を当てはめるのは困難です」
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再入居者のなかには 90 歳代の人もいる。仮住まい先を探すのに苦労したため、旭化成不動産
レジデンスが 2 年契約で転貸している。
売却する人は、「次の地震が怖い」という思いが強かった。また建て替え決議時点で居住予定
だった 4 人が、2 度の引っ越しや仮住まいの煩わしさ、追加の負担増を理由に結局、事業協力者
に売却した。尽力した升野氏自身も売却。「購入金額の半分くらいは損をしてしまった」と笑う。
建て替え計画自体がスムーズに進んだ理由のなかには、左門町ハイツでは賃貸や空き家にし
ていた人々が多く、再取得者が少なかった点もあろう。事務所部分を所有しており最大区分所有
者であった地主の必要なスペースが、従前の半分程度で済んだ面も大きい。地主と升野氏が同
じ大学の出身者で意気投合したことも、早期に建て替えに照準を定められた要因だろう。
建て替えが成功した直接の要因は、建物の激しい老朽化と耐震性能への不安だ。しかし、実
現に漕ぎ着けられたのは、升野氏のような信頼感を得られる人がリーダーとなったこと、費用面
で大きくもめることがなかったこと、時間をかけて安全で快適な建物について広報してきたこと、
など多くの理由がある。
1 年半後、新しいマンションが生まれる。修繕建て替え委員会のメンバー7 人のうち、5 人が再
びこの地に戻ってくる。ここで培った住民のまとまりは、新しいマンションの運営にも大きく生かさ
れるだろう。
左門町ハイツの従前・従後の建物概要

建物名称

従前

従後

シンテンビル（左門町ハイツ）

未定

分譲時売主 首都圏不燃建築公社

旭化成不動産レジデンス

竣工年

2016 年予定（平成 28 年）

建て替え手
法
建て替え決
議

1962 年（昭和 37 年）

等価交換方式による任意建て替え

区分所有法第 62 条に基づく建て替え決議

構造・規模

RC 造、地上 11 階、地下 1 階

RC 造、地上 13 階、地下 1 階

延べ面積

4068m2（登記簿上）

3560m2（登記簿上、従前比 87.5％）

総戸数
住戸間取り
住戸専有面
積

住宅 28 戸、事務所 1 戸（権利者
数 28）

住宅 36 戸、事務所 1 戸（うち非分譲住戸 7）

3K、3KS

1K、1LDK、2LDK

43m2、50m2

25～53m2
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26m2＝8 戸、28m2＝8 戸、47m2=7 戸、53m2

販売住戸

－

敷地面積

581.38m2

所在地

東京都新宿区左門町 20-7（地番）

＝6 戸

左門町ハイツ建て替えまでの経緯
2009 年

新宿区と民間企業の 2 カ所で簡易耐震診断を受け、建て替え検討開始。修繕
建て替え委員会結成

2011 年 3 月 東日本大震災。同月の建て替え推進決議にて 8 割弱が賛成
2011 年 5 月 事業協力者選定のコンペティション実施
2011 年 6 月 事業協力者として旭化成不動産レジデンスを選定
2013 年 2 月 区分所有法第 62 条に基づき、建て替え決議成立
2014 年 2 月 解体工事着工
2014 年 7 月 本体工事着工（予定）
2014 年 10
月

分譲住戸販売開始（予定）

2016 年 1 月 建て替え工事完了（予定）

“日本最大のマンション建て替え”を成功させた住民パワーの源とは
2014/04/14
東京都の多摩丘陵に位置する多摩ニュータウンの大規模団地が 2013 年 10 月、最新マンション
に生まれ変わった。さまざまな困難が伴う郊外型団地の建て替えはどのように実現したのか。カ
ギになった住民パワーの源を探った。
目指したのはニュータウンの再生
まだ真冬の冷たい風が吹く今年（2014 年）1 月下旬の日曜日、京王永山駅から徒歩 7 分ほどの
諏訪 2 丁目住宅（東京都多摩市）では、真新しいマンションに囲まれた公園に子どもから高齢者
まで大勢の人々が集まっていた。日本最大とされるマンション建て替えプロジェクトである「Brillia
多摩ニュータウン」が 2013 年 10 月に完成し、その日は街びらきイベントが開催されたのだ。
「相手を気遣い、気軽に挨拶のできる魅力ある地域になることを願います」。諏訪 2 丁目住宅マ
ンション建替組合の加藤輝雄理事長による挨拶とともに始まったイベントでは、屋台や餅つき、ミ
ニ SL などのほか、地元の諏訪小学校ブラスバンド部の演奏などが披露された。イベントの終
盤、メイン会場の大型スクリーンに往時の諏訪 2 丁目住宅や取り壊し工事の様子が映し出される
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と、年配者を中心に足を止めて懐かしそうに見入る姿が目立った。
「目指したのは単なる建て替えではなく、『多摩ニュータウンのルネッサンス』です。高齢化や人
口減が進むこの場所での新しい街づくりが、日本中のニュータウンを活性化するきっかけになれ
ばと考えました。販売時には、この事業の社会的な意義を訴え、様々なメディアに対して話題を
喚起したことや、入居後のイベントやサークル活動の支援などソフト面からのコミュニティー醸成
を提案したのもそのためです」。そう話すのは、建て替え事業に参画し、Brillia 多摩ニュータウン
の分譲を手がけた東京建物の田代雅実・住宅プロジェクト開発部長だ。
全 11 回のマンション販売はすべて即日完売
諏訪 2 丁目住宅は旧日本住宅公団（現・都市再生機構）が 1971 年に建築・分譲した、地上 5 階建
て、総戸数 640 戸の団地だ。「マンションの建て替えの円滑化等に関する法律（以下、マンション建
て替え円滑化法）に基づく建て替え事業で 2011 年 9 月から工事が始まり、地上 11～14 階建て、総

戸数 1249 戸のマンションに生まれ変わった。建て替え後の住宅のうち 684 戸が分譲され、2012
年 4 月から約 1 年間かけて行われた全 11 回の販売はすべて即日完売と人気を博した。
「新規購入者の中心は 30 代～40 代ですが、50 代以上が約 30％にのぼり、郊外型の物件とし
ては異例でした。以前に多摩エリアにお住まいの方が、ご家族やご夫婦で戻ってきたケースもあ
りました。多摩ニュータウンの中でも緑の多い住環境を評価する方が多かったようです」（東京建
物住宅プロジェクト開発部事業推進グループの木村満宣課長）

立ちはだかる建ぺい率 10％、容積率 50％の規制
1965 年に始まった多摩ニュータウン開発の中でも、諏訪 2 丁目住宅は最も早く分譲された団地
だ。戦後の住宅難を解消すべく建てられた団地は質よりも量が重視され、全住戸が 48.85 平米と
いう画一化された床面積が当時の住宅政策の思想を物語る。
入居者の中心は家庭を築いたばかりの 30～40 代だったが、入居から十数年を経て子どもが成
長すると、当然のように家が手狭になる。家を増築したいというニーズが高まったが、そこに建ぺ
い率 10％、容積率 50％という「一団地の住宅施設の都市計画決定」の壁が立ちはだかった。
当時は家が手狭になったら住み替えればいいという風潮だった。賃貸から分譲マンション、さら
に庭付き一戸建てへと段階を踏む“住宅スゴロク”が理想とされたが、これは高度成長が続くこと
が前提だったのだ。
1980 年代に入ると 1981 年に新耐震基準が制定されるなど、住宅政策の軸足が量から質へと
シフトする。諏訪 2 丁目住宅の住民からは建て替えを希望する声が高まり、1988 年に有志による
建て替え検討準備委員会が設置され、1991 年には管理組合の下部組織として住宅建て替え委
員会が正式に発足した。
「とにかく規制を変更してもらわないと始まらないということで、東京都や多摩市に陳情を繰り返
しました。そしてようやく 1994 年に建設省（現・国土交通省）の担当課長から『地区計画などで変更
してよい』との言質を取り付けたのです」と、建替組合の加藤理事長は当時を振り返る。
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区分所有法の改正と容積率引き上げで計画が具体化
加藤氏自身はちょうどその 1994 年に諏訪 2 丁目住宅に入居した。40 代だった加藤氏は仕事で
都心に通う忙しい日々を送っていたが、同年に管理組合の理事に就任。同じ時期に新たに理事
になった同世代の住民と、団地の将来ビジョンを語り合ったという。
「1995 年に阪神・淡路大震災が起きたこともあり、耐震への関心が高まりました。地域の高齢
化や建物の老朽化も目立ち始めていたので、『お年寄りも子どもも安全で安心して住み続けられ
る街づくり』をスローガンに掲げたのです。その後もゼネコンにコンサルタントを委託するなど、建
て替えに向けた準備を進めましたが、まだ机上の議論の域を出ませんでした」（加藤氏）
転機が訪れたのは 2002 年、区分所有法が改正されて団地の建て替え決議の要件が全員合意
から全体で 5 分の 4、棟別で 3 分の 2 の賛成多数に改められたことだった。同年にはマンション
建て替え円滑法も制定され、建替組合による建て替え事業の手法が法的に整備された。
さらに 2006 年には多摩市による諏訪地区地区計画の都市計画決定が行われ、長年にわたり
住民が要望してきた容積率の 150％への引き上げが実現。翌 2007 年には公募 12 社の中から
東京建物が事業協力者に選任され、設計会社の松田平田設計、コンサルタントのシティコンサ
ルタンツも選定された。
その後、リーマンショックにより事業計画の大幅見直しを余儀なくされたが、計画が頓挫する事
態にはいたらず、2010 年には 9 割を超える賛成多数で建て替え決議が成立。2011 年に解体工
事にこぎ着けた。
「情報公開」「住民参加」「行政との連携」が事業成功のポイント
マンションの建て替えでは、区分所有者の合意を取り付けることが最大の課題といわれる。そ
れが、諏訪 2 丁目住宅という、640 戸もの大規模な団地で、最終的にほぼ 100％に近い賛成で事
業が進められた要因はなにか。
前提として、住民同士のコミュニティーが醸成されていたことが挙げられるだろう。
諏訪 2 丁目住宅ができた当時、まだ周辺に住宅や商店がほとんどなく、鉄道も通っていなかっ
た。そのため住民は自分たちの街を自分たちで創るという意識が強かったという。入居から 13 年
目に管理会社への委託を打ち切り、自主管理に転換したことにも決意のほどがうかがわれる。
だが、コミュニティーの強さだけで事業が進められるわけではない。加藤氏によると、建て替えが
成功したポイントは 3 つあるという。具体的には「情報公開」「住民参加」「行政との連携」の 3 つ
だ。
「情報公開については勉強会や集会をひんぱんに開き、計画の内容や事業の進み具合などを
報告しました。とはいえ出席するのは全体の 3 割程度です。そこで情報をビラなどに刷ってこちら
から出向き、Face to Face で伝えるようにしました。お年寄りには横文字はなるべく使わず、かみ
砕いて説明したのです」
また、建て替えが自分たちの問題であることを理解してもらうため、さまざまな機会を利用して
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要望や意見を求める住民参加型で事業を進めたとも。「特に女性が中心となって、『井戸端会
議』という武器を使いました。円卓を囲んでお茶を飲みながら話をすると、それぞれが家に戻って
から家族で話し合うんです。特に、建て替え後の権利変換によって取得する住戸を選ぶために、
家が狭いがために別々に暮らしていた子どもたちも帰ってきたり、あちこちで家族会議が開かれ
ました」（加藤氏）
3 つめの行政との連携は、特に仮住まい・引っ越し問題の解決で威力を発揮した。建替組合で
「仮住まい引っ越し委員会」を組織し、東京都や多摩市、UR 都市機構と交渉。仮住まい先の確
保や、市の職員が出張して粗大ゴミの相談会を開くといった支援も実現した。
9 割近い住民が建て替え後に戻ってきた
ニュータウン開発から約 40 年。その間、住民同士が良好なコミュニティーを築いてきたことに加
え、建替組合が行政や事業協力者、専門家などを巻き込みながら、住民の意見を粘り強く建て
替えへと集約していった経緯が理解できる。
「事業を進める際には住民との信頼関係を第一に考えました。計画を説明するときにはコンサ
ルタントや設計者の意見を踏まえて公平で科学的な根拠を明らかにし、少数意見や反対意見に
は最後まで耳を傾けるようにしたのです。なにより、住民がこの街に愛着を持っていたことが大き
かったと思います」（加藤氏）
建て替え前は 640 戸のうち 170 戸ほどが賃貸に出され、40 戸ほどが空き家になるなど“スラム
化”が進んでいたが、建て替え後は 9 割近い 554 戸の住民が戻ってきた。一般的な建て替えでは
戻ってくる住民は 6～7 割といわれており、諏訪 2 丁目住宅の住民の“故郷”を思う気持ちの強さ
がうかがえる。
「子どもからお年寄りまでさまざまな世代が住み、会えば気軽に挨拶を交わす、そんな暮らしや
すい『普通の』街にしたいと思います。そのためには昔からの住民と、新しくマンションを買った住
民との交流が大切。2013 年の 12 月にはさっそくクリスマスパーティーを開き、新しい住民も大勢
集まってくれました。今後も住民同士のサークル活動やイベントなどを、管理組合がサポートして
いくことになるでしょう」（加藤氏）
官民一体での取り組みや法体系の見直しが求められる
今回、諏訪 2 丁目住宅の建て替えが成功したことに伴い、同じように高度経済成長期に分譲さ
れた郊外型団地で建て替え機運が盛り上がっているようだ。東京建物が実施した建て替えセミ
ナーにも 2 日間で 50 名を超える団地関係者が参加したという。
だが、多くの団地には容積率や高さ制限など規制があり、思うように計画が進んでいない。
「建て替え事業はあくまで民間が主体なので、これまでは容積率の緩和や補助金の支援が得
られない事例が多く、デベロッパーが参画を検討できる案件も限られていました。こうした背景か
ら、先般、マンション建て替え円滑化法の改正案が閣議決定されました。今後は建て替えを検討
する管理組合がさらに増えると期待しています(・・・誰が?・・・中野)。
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とはいえ、建て替えによるマンション耐震化の社会的な意義や必要性を考えると、再開発事業
のように官民一体で事業を推進するなど、抜本的な法体系の見直しを検討する必要があると感
じています」（田代氏・・・東京建物の住宅プロジェクト開発部長・・・中野）
去る 2 月 28 日に閣議決定されたマンション建て替え円滑化法の改正案では、耐震性不足の認
定を受けたマンションについて、区分所有関係を解消して一括売却する制度の創設を盛り込ん
だ。従来は全員合意が必要とされていた手続きを、5 分の 4 以上の賛成で可能とする内容だ。同
じく耐震性不足の認定を受けたマンションを建て替える際に、一定の条件の下で容積率を緩和
する規定も設けている。
マンション建て替えは住民主体で進めるべき
法案は巨大地震の発生時に国民の生命・身体を保護するという災害対策を目的としており、対
象が耐震性不足の認定を受けたマンションに限られる。また建て替え時の容積率緩和は規定し
ているが、高さ制限や日影規制などほかの規制については言及していない点を課題として挙げ
る声も少なくない。とはいえ、老朽化マンションの再生に向けて新たなメニューが示されたこと
は、一歩前進といえるだろう。
一方、あくまで住民主体でマンションの建て替えを進めるべきだと主張するのが、前述の加藤
氏だ。「マンションは住民が主人公なのだから、少数意見も含めて住民の意向に沿った形の事業
が望まれます。そのためには管理組合の役員業務を上手に継承していくなど、建て替えを推進
する核となる人材を育てる方策に力を入れるべきでしょう」
全国に約 106 万戸あるといわれる旧耐震物件をはじめ、老朽化マンションの再生は待ったなし
の段階に入っている。デベロッパーや行政、さらには住民自身の取り組みでマンションのスラム
化を防ぎ、再び活気のある街づくりが実現できるかどうか、これからが正念場といえるだろう。
（文／大森 広司＝住まい研究塾主宰）

「『マンション敷地売却制度』導入に異議あり」---5/23 東京新聞「発言」欄への投稿--現在、国会で、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正案として、マンション
敷地売却制度導入の法案が提出されています。
この法案の内容は、耐震性不足と認定されたマンションについて、マンション所有者(区分所有
者)の頭数と議決権の各５分の４の賛成さえあれば、そのマンションと敷地を一括して売却できる

とするものです。
一部では、マンションの建替えが促進されるとして評価する向きもありますが、本当にそうなの
でしょうか。
① この制度は、耐震補強などによる耐震性不足の解決を否定して、デベロッパーが自ら望むと
ころの用地を購入する機会を与えるだけではないでしょうか。
② また、敷地を購入したデベロッパーがマンションを建設する場合、容積率を緩和するという特
典を与えており、まさにデベロッパーの利益を図るものとなっています。
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③ 「低層の戸建て住宅が並ぶような地域では、従来よりも高層のマンションができると、景観や
日照時間などを巡ってトラブルになることも考えられる。容積率の上乗せをどの程度認めるか
は、地域ごとに判断すべきだろう。」（日経社説）一方、「不動産会社にとっては、商機拡大にもつ
ながる。住人や周辺の生活環境への影響など無視して、利益優先に走られても困る。｣ともい
われています。
④ 高齢マンション所有者(区分所有者)にとっては、再度マンション・戸建住宅などを新規購入する
資力はないでしょうし、民間賃貸住宅を賃借するにも、契約締結を断られたり、連帯保証人が
得られないなどの事情があり、ホームレスに陥ることも考えられます。
ローンを組んでマンションを購入したマンション所有者(区分所有者)にとっては、住宅ローンの
分割返済を続けているにもかかわらず、敷地売却によって、急遽、一括返済を余儀なくさせら
れるうえに、新規に購入ともなれば新たなローンを組まなくてはならなくなります。これらの問
題についての対策も考えるべきでしょう
⑤ 地震に耐えられない建物であると認定する重要な基準である、耐震性不足の認定基準につ
いても、本法案では｢国土交通大臣が定める基準｣(102 条関係)とあるだけで、具体的な内容
は定まっていません。
認定基準を厳しくすれば、マンション再生促進が図られず、他方、緩くすればストックとして
未だ価値があるマンションを取壊すことになります。
⑥ この法律では、マンションの賃借人が何ら法律にも契約にも違反しているわけでもないのに
補償金(立退料金)のみで賃借権が消滅できるようにされています。
その補償金も｢通常受ける損失として政令で定める額｣とされているだけで、どのように定め
るかは決められていません。
⑦ この法律では、補償金(立退料金)の問題については、マンションの賃借人だけでなくマンション
以外の民間賃貸住宅などの住民の場合にも、耐震不足を理由として立退き料を提供すること
によって建物明渡しを請求できるようになり、借地借家法の正当理由制度を掘り起こすことに
なりかねません。
なぜならば、本制度がマンションの耐震性不足の場合には補償金を支払えば賃借権を消
滅させることができるとされていることから、一般に、賃借権は補償金さえ積めば明渡し請求
が可能であるとの認識になり得るからです。
また、補償金(立退料金)の額も本制度による補償金が立退き料として最高額となることを意
味するため、賃貸人(賃借人ではない)になんらかの正当な事由がある場合には、その分、本制
度による償金の額を下回るのが立退き料とならざるを得なくなります。
以上、今求められているのは、マンション所有者(区分所有者)だけではなく、マンション賃借人や
一般住宅の賃借人、更には、敷地売却の対象となるマンションの近隣の住民といったあまりに広
範囲な人々に影響を与える法案改正であり、あまりに多すぎる問題点につき、慎重な審議がなさ
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れるべきではないでしょうか。
ＮＰＯ法人建築ネットワークセンター所属 一級建築士 マンション管理士 中野誠

5 分の 4 で敷地売却を可能とする改正マンション建替え円滑化法、12 月 24 日施行
国土交通省は、6 月 25 日に公布された「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部
を改正する法律」の施行日を 12 月 24 日と定める政令を発表した。
併せて関係政令の整備についても公表。マンション建替え円滑化法施行令では、容積率特例
が適用される除却する必要のあるマンションの敷地面積の規模や、マンション敷地売却組合の
役員等の解任請求に掛かる手続き等、売却マンションを占有している者がマンション敷地売却事
業により通常受ける損失の額等についても定めることとした。
また宅建業法、不動産特定共同事業法に定める重要事項に、容積率特例の許可を追加する
ことや、マンション敷地売却事業を経て新たに建設されるマンションの建設資金等が（独）住宅金
融支援機構による融資対象とすることなども規定する。
「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の
整備に関する政令」及び「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律
の施行期日を定める政令」について（閣議決定）
１.背景
地震に対する安全性が確保されていないマンションの建替え等の円滑化を図るため、マンショ
ン及びその敷地の売却を５分の４の多数決により行うことを可能とする制度を創設するマンショ
ンの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 80 号。以下「改正法」
という。）が６月２５日に公布されたところである。

改正法は、公布の日から６月を超えない範囲内において施行することとされているため、施行
期日及び改正法において創設するマンション敷地売却事業及び耐震性不足マンションの建替え
に係る容積率の緩和特例に関する政令事項の整備を行うとともに、マンション敷地売却事業の
創設に伴う独立行政法人住宅金融支援機構法施行令（平成 19 年政令第 30 号）の改正等を行う必
要がある。
２.概要
（１）マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令の一部改正
[1] 容積率の特例が適用される除却する必要のあるマンションの敷地面積の規模を定める。
[2] マンション敷地売却組合の役員等の解任請求に係る手続等を定める。
[3] 売却マンションを占有している者がマンション敷地売却事業により通常受ける損失の額等
について定める。
（２）宅地建物取引業法施行令及び不動産特定共同事業法施行令の一部改正
広告の開始時期を制限する許可等の処分及び建物の売買等の際に説明が義務付けられる
重要事項に、特定行政庁による容積率の特例の許可を追加する。
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（３）独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部改正
マンション敷地売却事業を経て新たに建設されるマンションの建設資金等について、独立行政
法人住宅金融支援機構による融資の対象とする。
（４）その他所要の改正を行う。
３.スケジュール
公布：平成２６年８月２０日（水）
施行：平成２６年１２月２４日（水）

区分所有者等の４／５以上の賛成で、マンション及びその敷地の売却を行う旨を決
議
予想されていた決議事項
｢実践 区分所有法 など｣P．498or P．495 の「30 年以上前に建てられたマンションが「新耐震
基準」(1981.6.1 建築基準法施行令改正)に適合しないのは当たり前」の中の P．493orP．498「※ 築
年数の経過したマンションを建替えやすくして商売の儲けに結びつけることが最大の目的」の中
で、「建替えについては、この不景気で、いわんや、自分達が戻れるかどうかもわからないような
建替えに 80％もの賛成で決議されるはずはないとも考え、補強方法しか選択技はないはずだ。
したがって、いまさら建替えについて真剣に考えることもない。と思われるかもしれません。しか
し、その発想は、一般庶民の発想ではないでしょうか。国はどのように考えるのでしょうか。
2002 年改正区分所有法で、マンションの建替えのハードル条件は非常に低くなりました。耐久
性があるかどうか等は一切考えず、ただただ、多数決だけで、それも、区分所有者(住戸所有者)の
頭数と議決権(持分権)の 5 分の 4 の多数決だけで建替え決議ができるようになりました(法第 62 条１
項・法第 70 条１項)。極端に言えば、建てて 1 年経つだけでも、より価値の高い建物とすることを目

的とした建替決議も許されています。
この 2002 年改正区分所有法での建替え必要条件の改定は、オリックスや森ビル、リクルート
等、マンション業界と関係の深い企業トップメンバーよる画策でした(参照：p475orp479．「建替え決議
必要条件立法の際の惨事の内容」)。

要は、ディベロッパーが、国の政策として、築年数の経過したマンションを建替えやすくして商
売の儲けに結びつけることが最大の目的でした。
したがって、「庶民が、この不景気で、いわんや、自分達が戻れるかどうかもわからないような
建替えに 80％もの賛成で決議するはずはない」と考えるならば、彼らは、商売のためには、さら
に決議条件を緩和して、建替え条件を緩和することを考え、建替えをやりやすくする方策を考え
るのは当然でしょう。現実に国ではその法案が検討されていると聞きます。
彼らにすれば、現在の住民がマンションに住み続けることができるかどうかは関係ないので
す。建替えがしやすくなればよいのです。そのためには、追い出す反対者が多くなることは関係
ないのです。建替え決議が簡単にできるようにさえなればよいのです。
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現行法(2002 年改正区分所有法)での建替えを視野に入れたものを否定するものではありません
ので建替えが必要になったときそれらの法は生かせばよいのですが、国や財界は、世論に押さ
れて一定の修復の提案はしていますが、決して建替え優先の考え方を捨てたわけではなく、再
生のための各種法整備の中で建築コンクリートの材質や施工技術を高めて、恒久的な建物を作
る基礎を充実しようとする発想ではなく、耐震検査、耐震検査、と騒ぎ立てて庶民を誘導し、あわ
よくば建替え止むを得ずの状況をつくり、そのためには建替え基準を緩和させていこうと考えて
いるのではないかとも考えてしまいます。｣とした指摘が、まさに着実に進められていると考えま
す。
区分所有者等の４／５以上の賛成で、マンション及びその敷地の売却できるようになる法律案
が平成２６年２月２８日（金）に閣議決定されました。
閣議決定された「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案」は、
大きな災害などの際に特別に採用される「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第 5
条（敷地売却決議等） 敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権の 5 分の 4 以上の
多数で、敷地共有持分等に係る土地（これに関する権利を含む。）を売却する旨の決議（以下「敷地売
却決議」という。）をすることができる。」の規定では有りません。

対象となるものは、被災したマンションではなく普通のマンションが対象です。その上、建替え
などとは違い、賃借人も含めて、建替えたマンションに戻るといった保障もなくなります。
この法案は予想はされていましたが、これだけ重要と思われる法案が、パブリックコメントの募
集もなく閣議決定というのがなんとも違和感を感じます。
その概略が国土交通省 住宅関係報道発表資料で公表されていましたので転記します。詳し
くは、インターネットで「国土交通省 住宅関係報道発表資料」で検索すればご覧になれます。
マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案について
標記法律案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
１．背景
我が国のマンションのストック総数は約 590 万戸であり、そのうち旧耐震基準により建設されたも
のが約 106 万戸存在し、それらの多くは耐震性不足であると考えられるところ、マンションの建替
えはこれまで 183 件、約 14,000 戸の実施にとどまっており、巨大地震発生に備えるために、耐震
性不足のマンションの耐震化の促進が喫緊の課題となっている。
このため、耐震性不足のマンションの建替え等の円滑化を図るべく、多数決によりマンション及
びその敷地を売却することを可能とする制度を創設する等の所要の措置を講ずる必要がある。
２．改正の概要
（１）耐震性不足の認定を受けたマンションについては、区分所有者等の４／５以上の賛成で、マ
ンション及びその敷地の売却を行う旨を決議できることとする。
（２）決議に係るマンションを買い受けようとする者は、決議前に、当該マンションに係る買受計画
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を作成し、都道府県知事等の認定を受けることができることとし、決議で定める買受人は、当該
認定を受けた者でなければならないこととする。
（３）決議合意者は、決議合意者等の３／４以上の同意で、都道府県知事等の認可を受けてマン
ション及びその敷地の売却を行う組合を設立できることとする。
（４）組合は、決議に反対した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡す
ことを請求できることとする。
（５）都道府県知事等の認可を受けた分配金取得計画で定める権利消滅期日に、マンション及び
その敷地利用権は組合に帰属し、当該マンション及びその敷地利用権に係る借家権及び担保
権は消滅することとする。
（６）組合は、権利消滅期日までに、決議に合意した区分所有者に分配金を支払うとともに、借家
権者に対して補償金を支払うこととする。
（７）耐震性不足の認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定
の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについて、特定行政庁の許可により
容積率制限を緩和することとする。
３．閣議決定日
平成２６年２月２８日（金）

マンション敷地売却「改正案」――新聞赤旗 2014・5・1 記事より--開発業者に適地確保!?
国土交通省はこの制度導入の理由を｢地震に対する安全性が確保されていないマンションの
建替え等の円滑化を図る｣としています。
しかし、本当にそうなのか疑問です。法案では｢建替え等｣として、建替えではなく、大手ゼネコ
ン、デベロッパー(開発業者)による都市再開発の種地を確保することが目的なので華以下と専門
家が指摘しているからです。
法案では｢耐震不足で生命・身体の保護を図る｣として、区分所有者の５分の４以上の賛成で
マンョン敷地を売却できるとしています。
また敷地を売却した場合、大幅に容積率を緩和することから、デベロッパーはその敷地を使
い、超高層のマンション開発が可能となります。
一方、敷地売却に反対した５分の１未満の区分所有者は意思に反して売却を強要されること
になります。その敷地に新たに建てられるマンションに入居できる保証はありません。
特に高齢の区分所有者は再度マンションを購入する資力がない、民間の賃貸住宅を借りるに
も高齢や連帯保証人を得られないことを理由に、住居を確保することができず、結果としてホー
ムレスになりかねません。
またマンション区分所有者から賃貸している居住者はわずかの補償金で立ち退くことを迫ら
れ、やはり生活基盤を失うことになります。
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耐震上、問題があるマンションの場合は、耐震性を確保するため、改修や建替えによって解決
すべきです。

※居住権保障考慮が必要
マンション問題にくわしい NPO 法人「建築ネツトワークセンター｣副理事長の榎本武光氏の話
敷地売却制度が適用される可能性のあるマンションは都心部に立地しているものが対象で高
齢者や年金暮らしの世帯が多く、居住権の保障を考慮する必要がある。制度導入にあたって
は、その目的や必要性、内容、導入によって制限される財産権の種類、性質など多面的、慎重
に検討すべきです。

「マンション建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案」が 18 日、参
議院本会議で可決、成立した。12 月施行へ
今回の改正で、耐震性不足の認定を受けたマンションについて、区分所有者等の 5 分の 4 以
上の賛成でマンションおよびその敷地の売却を行なう決議が可能となった。
決議合意者は、4 分の 3 以上の合意でマンションおよび敷地の売却を行なう組合を設立するこ
とができ、決議に反対した区分所有者に対し、区分所有権・敷地利用権を時価での売り渡し請求
をすることができる。

マンション建替え法の法律名が変わった。
「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」→「マンションの建替え等の円滑化に関する法
律」(平成１４年６月１９日法律第７８号)と法律名が変わりました。「法令データ提供システム」などで検
索するときに注意が必要です。旧の法律名(マンションの建替えの円滑化等に関する法律)では検索で
きません。
改正法は、法律の主題が「建替え」と「敷地売却」となったということで「等」の位置を変えた名
称となったと思われます。

「支払」と「提供」は別です。｢提供｣の意味は、日常用語とニュアンスがだいぶ異なり
ます---区分所有法第 63 条 5 項に「代金の支払又は提供」という言葉がでてきます--第 63 条 5 項全文
5．前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所
有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の
遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者
の請求により、代金の支払又は提供の日から一年を超えない範囲内において、建物の明渡しに
つき相当の期限を許与することができる。
「代金の提供」＋「相手方の代金の受領」＝「代金の支払」 (別の言い方をすれば、代金の弁済) で
す。したがって、「代金の提供」は「代金の支払」の前段階、あるいは準備です。
代金の弁済の提供(履行の提供)をしても相手方が代金の受領を拒むことがありますから(特に建
替決議に断固反対したような人であれば、その可能性は十分にあります。)、そのような場合は「代金の支
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払」をしたことにはなりませんが、「代金の提供」はしているわけです。「提供」と云うのは「持って
来たが受け取ってください。」と云うことです。
すなわち、建替え反対者に対して、買受指定者が代金を支払いますが、もともと反対している
者だから任意に受理はしないと考えられます。ですから、現実に支払うか、又は、提供しなさい。
(提供を拒めば供託すればいいのだから)と云うことです。

これは、民法の「弁済の提供」という考え方を採用したものです。
民法第 492 条（弁済の提供の効果） 債務者は、弁済の提供(履行の提供)の時から、債務の不履行
によって生ずべき一切の責任を免れる。
民法第 493 条（弁済の提供の方法） 弁済の提供(履行の提供)は、債務の本旨に従って現実にしな
ければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行につ
いて債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告
をすれば足りる。
民法の考え方からいえば、弁済の提供は原則としては、現実にしなくてはならない(現実の提
供)。ただし、債権者があらかじめその受領を拒むようであれば、弁済の準備をしたことを通知し

てその受領の催告(口頭の提供)をすればよいとされています。もっとも、口頭の提供の場合でも
｢受領の催促｣だけはしなくてはなりません。
現実の提供・・・ 相手方が受け取ろうと思えばすぐ受け取ることの出来る状況におくこと。口頭
では「現実の提供」とはいえない。たとえば、買主宅に現金を持参すれば、買
主が受取らなくても、「現実の提供」となる。相手が受け取りを拒んでも供託ま
では要しない。
口頭の提供・・・ 単に、弁済の準備ができたことを通知して受領を催促すること。債権者があら
かじめ受け取る事を拒否している場合には、支払や引渡しなどの準備をして、
その旨を通知して受け取るように催促すること(口頭の提供)でたりる。口で申し出
ること。ただし、口頭の提供にとどまる場合は、履行遅滞の責任は逃れますが、
弁済の提供(履行の提供)をしたとまではいえないようです。

本当の全員合意とは――――賛成しなかった人たちへの思い
--「マンション建替え奮闘記」 村上佳史著 岩波書店 2006.7.28 1,600-＋税より-阪神・淡路大震災で被災したマンションの建替え奮闘記です。関西では一般的な団地で
ありながら各棟が独立した管理組合を構成しているマンションです。建替えの中心になった
方が、組合員の全員一致の合意を目指さしてどのように苦しみ、奮闘したかの感動的なかつ
教訓的な記録の抜粋です。
建替えを考えている関係者に限らず管理組合運営がどのようにあるべきかへの多くの示
唆含んだ書籍です。是非多くの方々に読んでいただきたいと思っています。
世に言う賛成派と反対派。賛成派＝建替え派、反対派＝補修派のように、極端な分類がされ
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ることもあります。こと被災マンションの復旧については、いたるところでこの言葉が使われて多く
の不幸を生み出し、それが 10 年も続いたところもあります。
いろんな理由で自宅マンションの復旧について意見が分かれるのも仕方がないことです。むし
ろ同じ価値観を完全な形で住民全員が共有するのには無理があります。地震後二年近くの間に
その理由は醸成されたものですから、それを多数の個が頭ごなしに否定することは間違いです。
それこそ数の暴力です
年齢も職業も家族も経済状況も、そして思想信条も違う人たちが、同じ考えであるはずがない
のです。だから反対を賛成にするように説得したり、アドバイザーにそれを依頼することこそ間違
っているのです。中立を謳うアドバイザーも、これでは賛成派の手先になってしまいます。多数派
の筆者がいくら言っても説得力がないかもしれませんが、人の考え方に白黒をつけるのは神様
意外がやることではありません。
それでも同じマンションに住んでいるからには、多数決で決めなければなりません。自分が少
数側と分かっていても、意思表示が必要なこともあります。ましてや記名投票をするので、建替え
決議は少数側にとってものすごい負担になります。
それをことさらのようにあげつらい、お互いを悪く言うことは本当に情け無いことです。議題は
自分達自身の住まいそのものだからこそ、悲しいのです。1 月十六日まで普通のご近所さんだっ
たからこそ、虚しいのです。
われわれには、少なくとも怒鳴りあいの総会は一度もなかったし、日常の差別もありませんで
した。少数派の方が肩身の狭い思いをしたことはないとは言えないかもしれませんが、考えを変
える事を迫られることは無かったと思います。建替え方針決議に反対した方も、間取りの検討会
には参加し、住戸決めをし、その中で「決議に従う」という発言すら出でいました。現に建替え決
議に賛成しなかった方たち全員が、今も同じ建物に住んでいるのです。これは稀有なことと言っ
てよいでしょう。
「どうして 17 号館は反対者が賛成になり、全員が住み続けているのか?」と問われたことがあり
ます。反対者が、説得工作で賛成に鞍替えしたわけではないのです。納得できるだけの十分な
情報を得て、みんなが選択した方針を尊重しただけのことです。
これこそが、住まいにおける民主主義ではないでしょうか。排除を前提に議論して、多数派が
勝ち誇るのではなく、みんなで一緒に住み続けることを選んだのです。筆者のこの説明は、なか
なか質問者に理解してもらえないことを、付け加えておきます。
そもそも反対を賛成にするように強要したり、その逆であったり、そんなことで解決できる問題
ではありません。少なくとも、自分たちのマンションの復旧という出発点では全員が異論はないの
だから、何とか一緒にやってゆく方法こそ探るべきなのです。
建替えとなれば、17 号館がなくなるという事実は、住民全員にとって等しく降りかかります。出
発点が一緒で結果が及ぼす影響も同じなら、何とかみんなで歩み寄りを考えるべきです。
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小異を捨てて大同につけという意味ではありません。むしろその逆、多数側が少数側のことを
できるだけ考えるべきではないでしょうか。地震直後から、弱い人や力のない人に手を差し伸べ
てきたことの継続に過ぎないのです。全員合意とは、決して見かけの数字の賛成 100％のことで
はないと思います。
建替えにおいては、その金額が大きいことから経済的な問題ばかりが強調されますが、社会
的、思想的、哲学的問題もあります。経済的に本当に問題がある人はいなかったというのが個
別ヒアリングの結果でしたから、それ以外の問題に対してできることは、違いはどうあってもお互
い理解しあうという、精神論しか筆者には見つかりませんでした。
それができるのは、これまで作り上げられたご近所というコミュニティーしかないような気がしま
す。問題をつぶしていくのではなく、包合して共に乗り越えてゆけるのは、長い間にわたって築き
上げられた信頼関係しかないような気がします。
言葉で伝えることすら難しいのですが、おおよそ訴訟社会と言われるアメリカなどでは考えら
れない付き合い方とでも言えば、少し言いすぎでしょうか。そういった人間関係のつむぎ方しかこ
の問題を解決できないということを、われわれ全員が、本当に身をもって体験したのです。

何とも紛らわしい「買受指定者」と「買取指定者」とそし「買受請求」と「買取請求」
建替え決議に基づき、区分所有者(住戸所有者)に対して「売り渡すべきことを請求」(買い受けを)す
る担当者とされた者を「買受指定者」と称するのに対して、大規模復旧決議で、区分所有者(住戸
所有者)から「買い取ること」をまかされた担当者は「買取指定者」と称されます。

そして、建替えについては、建替え不参加者は、代金と引き換えにその区分所有権(住戸所有権)
および敷地利用権(共有敷地持分権)を手放さざるを得なくなるという構成(売渡請求権方式)が採用され
たのです。として、売渡請求権を行使する者を「買受指定者」と表現しています
大規模復旧については、共用部分の復旧の決議がされたときの処理方法としては、この復旧
決議は反対者も拘束するものですので、反対者には、この拘束を免れるため、賛成者に対し自
己の区分所有権(住戸所有権)等を買取るべきことを請求する権利を与えるという方法が考えられ、
として、この方法を「買取請求権方式」としています(「新しいマンション法」p．346)。そして、この買取請
求権を行使する者を「買取指定者」と称しています。
「買受」と「買取」の言葉の意味を考えると同じような意味のように思えてきて混乱が生じます
が、
「買受」は建替えでの用語、「買取」は大規模復旧での用語として覚えてしまうしかなさそうです。

団地関係について
団地型管理組合の管理対象の範囲(「新･マンション管理の実務と法律」p．22)
管理対象物は、団地内の土地、附属施設および専有(住戸)部分のある建物の共有であるもの。
その他、規約で定めることにより、共有ではない団地内の土地、附属施設、および専有(住戸)部分
のある建物
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団地での一括建替えのもう一つの方法
2002 年改正区分所有法によって、団地管理組合の集会(総会)で、頭数と議決権の各 5 の４以
上の賛成があれば、全部の建物を一括して取り壊し、新たな建物に建替えることができるように
なりました。ただし、頭数と議決権各 5 の４以上の賛成の決議の他、各棟ごとに３分の２以上の
賛成が得られていることの確認が必要です(法第７０条１項)。
したがって、一棟でも３分の２以上の賛成が得られていることの確認が取れない場合は、全部
の建物を一括して取り壊し、新たな建物に建替える方法はとれなくなります。
しかし、たとえば、団地全体では４棟のうち、３棟だけでの一括建替えをすることは可能です。そ
のためには、３棟の各棟毎で頭数と議決権各 5 の４以上の賛成の建替え決議(法第 62 条１項)と頭
数と議決権各 5 の４以上で３棟一括の建替え承認決議に付する決議(法第 69 条 6 項・7 項)を行い、
団地管理組合の集会(総会)で議決権の 4 分の 3 以上の多数による一括建替えの承認決議(法第
69 条１項)を行うことが必要です。

法第 68 条において、「当該土地の全部又は附属施設の全部」とされている意味
本条 1 項一号の物について規約で定めるには、当該物ごとにその共有者の頭数およびその
持分においてそれぞれの 4 分の 3 以上の多数者の同意があることを必要とします。
同項 2 号の区分所有建物について定めるには、各建物ごとに当該建物の区分所有者の集会
(棟単位の集会)における規約の設定の場合と同様の多数要件による決議があることを必要としま

す。
これらの同意は、1 号に該当する土地が複数あるときはそのすべての土地について、これに
該当する附属施設が複数あるときはそのすべての附属施設について成立することが必要で、同
様に、棚地内に数棟の区分所有建物があるときは、上記の集会の決議はその全棟について成
立することが必要です。
たとえば、一棟でもその集会(総会)の決議が成立しないときは、すべての棟について建物に関
する団地の規約を定めることができません。
一団地内に存する区分所有建物の管理を団地の団体において行い、またはその使用に関し
団地の規約をもって規制するのであれば、その建物全部について統一的にそのような取扱いを
することのみを許容することが相当である(一号の土地または附属施設についても同様)、との考慮によ
ります。
もっとも、その全部について規約の定めが同一内容であることまで要求する趣旨ではなく、そ
れぞれの物または建物の性質に応じてその内容に差異を設けるようなことは、許容されるべき
だと解すべきです。この統一的扱いは、一号の土地、同号の附属施設、二号の区分所有建物の
区分ごとにのみ要求されます(｢新版注釈民法(7)｣p.830)。

一団地総合的設計制度
一団地内に数棟の建築物を建築する場合、特定行政庁が各建築物の位置、構造が安全上、
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防火上、衛生上支障がないと認められるものについて、個々の敷地を一つの敷地とみなして、総
合的に設計する制度(建築基準法 86 条 1 項)。容積率、建蔽率、道路・隣地斜線などの規制が一つ
の敷地にあるとみなされる。
建築基準法 86 条（一の敷地とみなすこと等による制限の緩和）1 項： 建築物の敷地又は建築物の敷地
以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地（その内に第 8 項
の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下
この項、第 6 項及び第 7 項において同じ。）内に建築される一又は二以上の構えを成す建築物（二以上
の構えを成すものにあっては、総合的設計によって建築されるものに限る。以下この項及び第 3 項において「一又
は二以上の建築物」という。）のうち、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が当該一又は

二以上の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対す
る第 23 条、第 43 条、第 52 条第 1 項から第 14 項まで、第 53 条第 1 項若しくは第 2 項、第 54
条第 1 項、第 55 条第 2 項、第 56 条第 1 項から第 4 項まで、第 6 項若しくは第 7 項、第 56 条の
2 第 1 項から第 3 項まで、第 57 条の 2、第 57 条の 3 第 1 項から第 4 項まで、第 59 条第 1 項、
第 59 条の 2 第 1 項、第 60 条第 1 項、第 60 条の 2 第 1 項、第 62 条第 2 項、第 64 条又は第 68
条の 3 第 1 項から第 3 項までの規定（次項から第 4 項までにおいて「特例対象規定」という。）の適用につ
いては、当該一団地を当該一又は二以上の建築物の一の敷地とみなす。

「既に、団地規約で各号棟分譲建物 (分譲マンションを含む) を管理対象としている場合
は、新たな団地型規約作成で、各棟を管理対象とするための特別決議は必要あり
ません」の根拠判例
※ 大阪地裁平成 19(2007)年 10 月 30 日判決(「これからのマンションと法」p．625 より)
「本件規約 7 条 2 項(団地内の区分所有建物を団地管理組合の管理対象物とする旨の規定)は、58 年改正
(1983 改正区分所有法)前の区分所有法所定の要件および手続きに基づいて成立し、かつ、58 年改

正法(1983 改正区分所有法)施行後においても有効に存在しているから、58 年改正法(1983 改正区分
所有法)律施行附則 9 条 1 項により、58 年改正法(1983 改正区分所有法)の規定により定められたも

のとみなされ、本件臨時総会当時においても、本件団地の規約として有効であると認められる。
したがって本件団地は、区分所有法 70 条所定の要件を満たす団地と認められる」(参照：「実践
区分所有法 など」p．544 or p．537｢既に、団地規約で各号棟分譲建物《分譲マンションを含む》を管理対象としてい
る場合は、新たな団地型規約作成で、各棟を管理対象とするための特別決議は必要ありません」)

団地関係が、「戸建住宅・個人所有の賃貸マンションのみで構成される場合」の建
替え
そもそもが、団地関係が「戸建住宅・個人所有の賃貸マンションのみで構成される」場合があ
ることについて、直接的に明示された公判本は少ないのですが、「これからのマンションと法｣p．
617 の鎌野邦樹氏の論文の中に、以下のような記述を見つけました。
｢団地の敷地を共有する団地内の建物すべてが区分所有建物以外の建物である場合(単独所
503

有の建物のみで構成されている団地の場合)には、上のいずれの方法によっても建替えを行うことはで

きず(法第 69 条および 70 条の適用はなく)、民法の規定により、当該敷地を共有する建物所有者全員
の合意によってのみ建替えを行うことになる。｣
また、「これからのマンションと法｣p．679 の 2002 年改正区分所有法の立法事務を担当したと
する和田澄男氏の記述の中で「土地または附属施設の共有関係が成立すれば、区分所有建物
だけで構成される団地関係だけでなく、一戸建ての建物だけで構成される団地関係や、一戸建
ての建物と区分所有建物とが混在する団地関係も成立しうる」とされています。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．520 or p．512｢団地関係が、『戸建住宅・個人所有の賃貸マンションのみで構
成される場合』はあり得るのでしょうか。」)

団地では多数決で建替え決議をすることはできませんでした
区分所有法では、昭和 37(1962)年の制定以来、団地の建替えについて特別規定を置いておら
ず、団地では多数決で建替え決議をすることはできませんでした。
2002 年改正区分所有法で初めて、団地内の建物の建替え承認決議の制度(法第 69 条)が規定
されたため、団地内の建物についても多数決での建替え決議ができるようになり、また同時に、
団地内建物の一括建替え決議の制度(法第 70 条)が新設されました。
※ 団地では多数決での建替え決議をすることは出来なかった理由と建替え承認決議
2002 年改正区分所有法以前には、共有の敷地に複数の建物が建っている団地において、そ
の中の特定の建物を建替えようとする場合の手続きが規定されていませんでした。
そのため、敷地内にある全部の建物の団地建物所有者でその敷地を共有している場合に
は、民法の共有の規定に従うことになり、共有土地上の建物を取り壊し、そこに新たな建物を建
築することは、共有物の土地の「変更」にあたることから、敷地共有者全員の同意が必要となる
と考えられていました(民法 251 条参照)。
民法 251 条（共有物の変更）： 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更
を加えることができない。
しかし、団地などで、1 棟あるいは一戸の建物の建替えをするとしても、そのための敷地の利用
(使用)について、多数の敷地共有者全員から同意を得ることは、実際にはほとんど不可能な場合

が多く、したがって、団地内の建物の建替えはほとんど不可能でした。
他方、区分所有建物においては、その建物の区分所有権と敷地利用権とは分離して処分する
ことができないし、意味もない(法 22 条 1 項本文)ため、区分所有建物が含まれている団地の建物所
有者としては、敷地利用権の持分に独立の財産価値を見出している場合は少なく、敷地全体が
団地の建物の敷地として使用されることについても、現在の建物限りではなく、むしろ、永続的に
使用されることを承認していると考えられます。
そこで、団地内の建物の建替えについての敷地共有者全員の同意の要件を緩和して多数決
原理を導入することに合理性があるとして創設されたのがこの建替え承認決議です。
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※建替え承認決議とは
共有土地(敷地)の上にある建物の建て替えのために、現在の共有土地(敷地)の使用を認める
かどうかを問うものです。
したがって、団地内にある数棟の建物の全部または一部が区分所有建物であり、かつ、その
団地内の特定の建物の所在する土地(敷地)が団地建物所有者の共有に属している場合におい
て、①建替えを実施しようとする建物が区分所有建物である場合には、その建替え決議または
その区分所有者全員の同意があること、②建替え実施しようとする建物が区分所有建物以外の
建物(一戸建て等)である場合には、その所有者の同意があることを前提として、その団地内にある
数棟の建物の団地建物所有者で構成される団地管理組合の集会(総会)において議決権(共有敷地
持分)の 4 分の 3 以上の多数決による建替え承認決議が得られれば、団地内の特定の建物の建

替えが実施できることとする制度です(法 69 条 1 項)。(「これからのマンションと法」p．694)
(参照：「実践 区分所有法 など」p．545 or p．538 ｢『建替え承認決議』とは、建物を建替えるための敷地の使用・
利用の承認を求める決議」)

団地においては、2 つ以上の号棟マンションを一緒に建替えをすることができる
----2 つ以上に制限はない。団地内号棟マンション一括建替えのもう一つの方法---団地におけるオーソドックスな号棟マンションの一括建替えの方法として法定されているの
は、団地内敷地が団地内号棟マンション区分所有者全員の共有である事と団地を構成する号棟
マンションすべてを統一的な管理規約で拘束されていることを前提として、法第 69 条の建替えの
ための敷地使用承認のための団地集会(総会)の 4 分の 3 の特別決議を経て、団地集会(総会)で 5
分の 4 の特別決議で団地内の全ての号棟マンションを一括して建替える決議を行い、その団地
集会(総会)ですべての各棟マンション毎で、3 分の 2 の特別決議と同等の賛成があることを確認で
きたときに、団地内号棟マンションの一括建替ができることになっています(法第 70 条)
もう一つの方法として、団地を構成する号棟マンションすべてを統一的な管理規約で拘束する
ことができていいなくても、団地内敷地が団地内号棟マンション区分所有者全員の共有でありさ
えすれば、団地における個別の号棟マンションの建替え方法として、団地内号棟マンション区分
所有者全員の共有である敷地について、法第 69 条の建替えのための敷地使用承認のための
団地集会(総会)の 4 分の 3 の特別決議を経て、個別の各号棟マンションも建替えを実施する方法
が認められています。
その際、個別の号棟マンションごとに 5 分の 4 の建替え決議(法第 62 条 1 項)が必要ですが、そ
の際に、他の号棟マンションと一緒に建替えのための敷地使用承認のための団地集会(総会)で
の決議にかけること(要は、他の建物と一緒に建替え事業をすること)を個別の号棟マンションごとに 5 分
の 4 の特別決議で認めてもらうことが必要です(法第 69 条 6 項・7 項)。
個別の号棟マンションごとにこの合意が成立すれば合意をした号棟マンション同士が一緒に
建替えを実施できます。すべての号棟マンションがこの方法を採用して建替えをするとなると、実
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質的には、団地内の全号棟マンションの一括建替えも可能となります。
ただ、法第 70 条の建替えのように、団地集会(総会)での一括建替え決議と各号棟の 3 分の 2
の賛成といった方法と違い、各号棟マンション毎の建替え決議の積み重ねと号棟マンションが一
緒に建替える合意を 5 分の 4 の特別決議で行わなくてはならない煩わしさはあります。
したがって、この方法では、団地管理組合が建替えの主導権を握ることはできず、あくまで建
替えの主導権は各号棟が持ち、この各号棟の自主的な判断で他の号棟との一緒の建替え事業
を進めていくことになります。
団地は構成されていても、各号棟マンションの独立管理体制の団地の場合、規約を変更し、
団地を構成する号棟すべてを統一的な管理規約で拘束するようにしてしまって一括建替えを行
う方法と各号棟マンションの独立管理体制を守りながら、一括建替えをする方法とがあるというこ
とです。

老朽化団地の再生についての検討会設置／国交省

2014/7/7 18:00 更新

国土交通省は 7 日、老朽化した住宅団地の建て替え、改修を含めた再生を進めるための施策
のあり方について検討する「住宅団地の再生のあり方に関する検討会」を設置した。座長は東京
大学大学院工学系研究科教授の浅見泰司氏。
高度経済成長期に都市近郊を中心に供給された大規模な住宅団地の中には、すでに建物・設
備等の老朽化が進み、建て替え・改修を含めた再生を図る必要があるものが多くなってきてい
る。また、空き家の増加や住民の高齢化が進展し、団地の集約・再編と併せて医療・福祉施設な
どの生活支援施設の整備により地域の拠点としての再生が求められている。このような中、建て
替え、改修を含めた住宅団地の再生を促進するには、権利調整や建築規制のあり方等につい
て、事業法的な観点も含め総合的に検討する必要があることから同検討会を設置した。
今後、住宅団地の再生に係る現行制度、現状と課題の整理、住宅団地の建て替え、改修の具
体的事例の分析、事業制度など、住宅団地の再生を促進するための施策のあり方について検
討を行なっていく。
第 1 回検討会は 22 日に開催し、2015 年中を目途にとりまとめを行なう予定。
国土交通省

団地再生策の検討を開始、要件緩和も視野に

2014/07/28

ケンプラッツ

国土交通省が本腰を入れて団地再生に取り組み始めた。7 月 22 日、国交省は「住宅団地の再
生のあり方に関する検討会」（座長：浅見泰司東京大学大学院工学系研究科教授）の初会合を
開いた。高度成長期に数多くつくられた住宅団地は躯体や設備の老朽化、空き家の増加など多
くの課題を抱えている。検討会ではまず現状の課題を整理し、建て替えや改修などを促す対策
について議論する。
メンバーにはマンションの建て替えに詳しい戎正晴弁護士や、全国の市街地再開発事業など
を手掛けるアール・アイ・エーの宮原義昭社長などのほか都市再生機構や建築研究所、東京
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都、大阪府、横浜市などの行政関係者が参加。今後は月に 1 度のペースで会合を開き、2014 年
度内に中間報告、15 年中に最終報告をまとめる予定だ。
検討の対象とするのは権利関係の調整が難しい分譲住宅団地。例えば、敷地を一筆で共有す
る複数棟のマンションや、マンションと賃貸住宅、戸建て住宅などが混在している団地などだ。都
市再生機構などの公的な賃貸住宅のみで構成される団地は対象としない。
検討会では建て替えや改修の再生手法、共同化や高層化といった土地利用などを考慮しなが
ら、現状の課題を整理。それらを踏まえて、権利調整の手法や都市計画・建築規制、助成などの
支援策、相談体制の整備なども検討を進めていく。
改修や権利調整に対応しきれない現行制度
初会合の冒頭で国交省の橋本公博住宅局長は「都市再生機構などの公的な団地について
は、それぞれの事業主体が再編の計画を立て、建て替えを進めてきた。だが、分譲住宅団地は
権利関係の調整が非常に複雑で建て替えが進んでいない。権利調整や建築規制の調整の在り
方について事業手法の観点も含めて検討してほしい」と話した。
住宅団地を建て替える場合、主に区分所有法や、改正マンション建替え円滑化法、建築基準
法の総合設計制度などが関係する。最近では、6 月に成立した改正マンション建替え円滑化法
において、耐震性不足のマンションを対象に「マンション敷地売却制度」が創設された。それは特
定行政庁が耐震性不足と認定したマンションであれば、区分所有者の 5 分の 4 以上の決議で権
利を集約してデベロッパーなど買受人に一括売却し、デベロッパーが新しくマンションなどを建設
できるというものだ。併せて容積率の緩和措置も設けているため、建て替えの促進が期待でき
る。
一方で、そうした現行制度では基本的に 1 棟のマンション、あるいは住宅団地全体の建て替え
を前提としており、建て替えと改修、分譲と賃貸、マンションと戸建てが混在するケースとそぐわ
ず、建て替えが進みにくいという課題があった。初会合の中で委員からは「建築基準法第 86 条
の一団地認定がかかると、建て替えに全員合意を必要とする。検討会ではどこまで現行制度に
踏み込んだ検討を行えるのか」「郊外の住宅団地は事業性に魅力がないからとデベロッパーが
入らないことがある。そのため、資金や事業安定性も含めた再生策の検討が必要」という声があ
がった。
それに対し国交省は、現状を把握し必要であれば現行の要件を緩和する、あるいは新たな制
度を設けることも視野に入れて検討を進めたいと答えた。
(参照：｢別冊-p．506「老朽化団地の再生についての検討会設置／国交省｣、｢住宅・建築―国土交通省、『報道・
広報』〔「第１回住宅団地の再生のあり方に関する検討会」の開催について〕)

法人関連
法人の事務についての法第 49 条と法第 52 条の関係について
法第 49 条（理事）： 管理組合法人には、理事を置かなければならない。
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２ 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組
合法人の事務は、理事の過半数で決する。
法第 52 条（事務の執行）： 管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会
の決議によって行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数
が定められている事項及び第 57 条第 2 項に規定する事項を除いて、規
約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。
２ 前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができ
る。
法第 49 条 2 項での「管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。」との規定は、あくま
で、理事会で決議すべき事務は、「理事の過半数で決する｣必要があることを規定しているので
あって、「管理組合法人の事務」を、集会決議を経ることなく「理事の過半数で決する。」ことがで
きるとしているわけではありません。
法第 52 条で「管理組合法人の事務」は「すべて集会の決議によって行う」ことができるのです。し
たがって、法第 49 条 2 項と法第 52 条の関係は、「管理組合法人の事務は、すべて集会の決議
によって行い、集会決議で理事に要求された管理組合法人の事務は、理事の過半数で決す
る。」ということを表わしているのです。
管理組合法人の事務の法第 52 条と非法人管理組合の法第 18 条 2 項との関係
法第 18 条（共用部分の管理）： 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集
会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすること
ができる。
２ 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
法第 52 条ただし書き後半の「規約で、理事その他の役員が決するものとすることができ
る。」の規定は、法第 18 条 2 項の「規約で別段の定めをすることを妨げない。」と同一内容と
いえます。法第 52 条ただし書き後半の規定は、理事についての規定であるために、「理事
その他の役員が決するものとする｣とされたにすぎず、第 18 条 2 項の別段の定めの中に
は、「理事その他の役員が決するものとする｣とすることも可能であることが含まれていま
す。

法人は法律上当事者適格を得ているが、管理者(に擬制された理事長)の当事者適格
は規約または集会(集会)決議で得る
民事訴訟法第 29 条（法人でない社団等の当事者能力）： 法人でない社団又は財団で代表者又は
管理人(管理者?)の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。とされ
ています。
したがって、「法人でない社団」すなわち、権利能力なき社団となっている管理組合について
は、規約または集会(集会)決議がなくても、その名において訴え、または訴えられることができま
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す。
すなわち、権利能力なき社団となっている管理組合は、民事訴訟法第 29 条の規定により当事
者適格を持っていることになります。このことについての区分所有法上の規定はありません。(当
事者適格については、｢実践 区分所有法 など｣p．304or p．300 《※ 当事者能力と当事者適格》参照)

また、民事訴訟法第 29 条では、権利能力なき社団となっている管理組合の代表者又は管理人
の定めがある者も当事者適格があると規定しています。しかし、区分所有法は、民事訴訟法第
29 条に対しても優先的に適用される特別法です。
区分所有法第 26 条 4 項では、「管理者は、規約又は集会の決議により、その職務（第 2 項後段
に規定する事項を含む。） に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。」とさ

れ、管理者(に擬制された理事長)が原告又は被告となる(当事者適格を得る)には、「規約又は集会の
決議による」ことが要求されてます。この規定は、民事訴訟法第 29 条に優先して適用されます。
したがって、管理者(に擬制された理事長)が原告または被告となる(当事者適格を得る)には、「規約
又は集会の決議による」によらなくてはなりません。そのことは、区分所有法第 26 条 4 項によれ
ば、法第 3 条の団体は、法人でない社団又は財団であることを前提としていませんから、法第 3
条の団体の管理者(に擬制された理事長)は、「規約又は集会の決議により」「原告又は被告となるこ
とができる」(当事者適格を得る)ことになります。(参照：｢実践 区分所有法

など｣p．431 or p．427「管理者

(に擬制された理事長)は民事訴訟法・区分所有法どちらによっても訴訟が起こせます」)

マンションの管理組合は、どのような手続きで法人とすることができるか。又、法人と
なるとどのようなメリットがあるか。
---裁判実務大系 19 区分所有法関係訴訟法 p.327 より全面転記--法人について、非法人とあまり差がない、せいぜい、土地の登記能力がある程度だといわれ、
法人のメリットについて一般的な論評しか垣間見てこなかったが、この論評は、法人か非法人か
について、深く検討したうえで、登記・登録行為能力を除けば、非法人の管理組合と管理組合法
人との間には、実質的な能力差はないと言いうる。と結論付けています。傾聴に値しましょう。

管理組合法人の設立

前堀克彦

一 管理組合
マンションの所有者は、管理組合を結成するというような行為を特にしなくても、マンションの所有
者であるという事実だけで当然に、全員で建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うため
の団体を構成し、その構成員となる(法３条)
法はこの団体を管理組合とは名付けていないが、現在多くのマンションで設けられている管理
組合がこの団体に該当するので、本稿ではこの団体を管理組合と呼称することにする。
管理組合は法律上は全てのマンションで自動的に成立することになるが、区分所有法第３条
は、管理組合は｢集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる｣としているのみで、集
会の開催、規約の制定、管理者の設置及び役員の選任等を義務付けていない。したがって、管
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理組合には種々の形態のものが存在することになるが、これを大別すると、
① 規約も役員会(理事会)も管理者も存在しない管理組合
② 管理者又は役員のみ選任されている管理組合
③ 規約が整備され管理者も選任されている管理組合
④ 規約が整備され役員会が構成され理事長が選任されている管理組合
⑤ ④に加えて管理者が選任されている管理組合(理事長が区分所有法の管理者に擬制されている
パターンと思われます・・・・中野)

に分類することができる。
管理組合の法的性格については、これを民法上の組合とする見解(石田喜久夫・住宅問題講座３住
宅関係法Ⅱ１６０頁)、社団とする見解(右近健男・法時４３巻１１号、稲本洋之助・不動産鑑定１９７１年７月号５９
頁)、組合と社団の二面性を有するとする見解(丸山英樹・区分所有建物の法律問題 267 頁、玉田弘毅・時
の法令８２４号 23 頁)などがある。

一口に管理組合といっても、様々な形態のものがあることは、前記のとおりであるから、その法
的性格も、その実態に即して判断されるべきである。
最判昭和 39 年 10 月 15 日(民集 18 巻 8 号 1671 頁)は、『権利能力なき社団というためには、社団
としての組織を備え、多数決の原理が行われ、構成員の変動にかかわらず団体が存在し、その
組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等、団体としての主要な点が確定している
ことを要する｣としているが、この観点によれば、少なくとも前記分類の③、④、⑤の管理組合は、
権利能力なき社団といいうる。
建設省(現国土交通省)は、中規模住宅専用マンションを対象として、管理規約を作成する場合の
参考のために、「中高層共同住宅標準管理規約(現マンション標準管理規約)」を公表している。最近
では、多くのマシンションの管理組合は、このモデル規約に準じた規約を備え、これに基づいて
運営されているので、以下においては、このような管理組合(前記の分類では⑤の形態)を念頭にお
いて論じることとする。
二 管理組合の法人化
マンションの管理組合は、その構成員(組合員)であるマシンション所有者の数が 30 人以上であ
る場合(改正 2002 年法によりこの制限はなくなった)には、集会で決議し、登記することによって法人とな
ることができる(法 47 条 1 項)。この場合、組合員の数を算定するに当っては、数人で一戸のマシン
ションを共有しているとき、又は一人で数戸のマンションを所有しているときは、いずれも一人とし
て数えられる。
集会の決議及び登記の具体的方法は、以下のとおりである。
1 集会の決議
(一) 招集手続き

招集権者は管理者である(法 34 条 1 項)。通常は管理組合の理事長が管理

者に当てられている。組合員の 5 分の 1 以上で議決権の 5 分の 1 以上を有する者は、管理者に
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対し、集会の招集を請求することができる。この請求を受けた管理者は、2 週間以内に組合員に
対し、その請求を受けた日から 4 週間以内の日を集会日とする招集通知を発しなければならず、
もしこれを怠った場合は、集会の招集を請求した組合員が集会を招集できる(同条 3 項・4 項)。招集
通知は集会日の一週間前までに会議の目的たる事項を示してしなければならない(法 35 条 1 項)。
以上の招集手続きは組合員全員の合意があるときは省略することができる(法 36 条)。
(二) 議長及び議事

集会の議長は、規約に別段の定めがなく、集会で別段の決議をしない

かぎり、管理者又は集会を招集した組合員の一人が務める(法 41 条)。集会で決議すべき事項
は、法人となること並びに法人の名称及び事務所である(法 47 条 1 項)。法人の名称には必ず「管
理組合法人｣という文字を用いなければならない(法 48 条 1 項)。事務所をどこに定めるかは自由で
あり、必ずしもマンションの建物又はその附属施設におく必要はない。また二以上の事務所を定
めることもできるが、その場合には、主たる事務所又は従たる事務所の別を明らかにして決議し
なければならない。
又、管理組合法人には、一名又は数名の理事及び監事を置かなければならないので(法 49 条 1
項・法 50 条 1 項)、法人設立の決議と同時に理事及び監事選任の決議をしておくのが通常である。

(三) 決議及び議決権

管理組合にとって、法人となることは重要な事柄であるから、特別多

数決議によることとされており、組合員及び議決権の 4 分の 3 以上の多数による集会の決議が
必要である(法 47 条 1 項)。組合員の議決権は、規約に別段の定めがない限り、専有部分と床面積
比(共有持分比)であるが(法 38 条・14 条)、規約によりこれを一住戸一議決権と定めているのが一般
である。なお、組合員全員の書面による合意があったときは、集会の決議があったものとみなさ
れる(法 45 条 1 項・・・・現在は 2 項)。
(四) 議事録の作成

議長は集会の議事について議事録を作成しなければならない(法 42 条 1

項)。議事録には議事の経過の要領及びその結果の記載を要するが(法 42 条 2 項)、具体的に次の

事項を記載すればよい。
(1) 集会が開催された年月日及び場所
(2) 組合員である区分所有者(マンション所有者)の数及び出席した区分所有者の数
(3) 議決権の数及び出席した区分所有者の議決権の数
(4) 議案(議案及び議題とすべき・・・中野)の提案理由説明、質疑応答など
(5) 決議の成否(賛成した区分所有者及び議決権の数)及び内容
議事録は、法人設立登記申請者の添付書面として、これによって法人となる旨及び登記すべき
事項を証明することになるので、必要事項を正確に記載しておかなければならない。
なお、議事録には、作成年月日を記載し議長及び集会に参加した二名の組合員が署名・押印
しなければならない(法 42 条 3 項)。
2 設立登記
(一) 登記期間

管理組合法人の設立登記は、設立に必要な手続きが終了した日から二週
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間以内にしなければならない(組合等登記令 2 条 1 項)。｢設立に必要な手続きが終了した日｣とは、
法人となる旨の決議及び法人を代表すべき理事長の選任手続きが終了した日である(昭和 58 年
11 月 10 日民 4 第 6402 号民事局長通達第二・一の 1)。したがって、法人となる旨の決議において同時に

法人を代表する理事が定められた場合には、その決議の日であるが、同時に理事が定められな
かった場合には、理事を選任する手続きが終了した日になる。
(二) 管轄登記所

管理組合法人の設立登記は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局

もしくは地方法務局又はその支局もしくは出張所でしなければならない(組合等登記令 2 条 1 項、11
条 1 項)。

(三) 登記事項

管理組合法人の設立登記につき登記すべき事項を列挙すると、次のとおり

である(組合等登記令 2 条 2 項)。
(1) 目的及び業務

管理組合法人は、区分所有法により、建物並びにその敷地及び附属施

設の管理を行う法人であると規定されている(法 3 条・47 条 1 項)。したがって、管理組合法人の｢目
的及び業務｣は、その限りにおいて抽象的に法定されていると言える。しかし右の規定だけで
は、個々の管理組合法人が、具体的にいかなる建物・敷地・附属施設の管理を｢目的及び業務｣
としているか、第三者には判らず公示としては不十分である。そこで｢目的及び業務｣を登記する
には、管理組合法人の管理の目的物を記載してしなければならず、その記載は、管理すべき建
物をその所在及び建物の番号(名称)等で特定することとされている(前掲通達第二・一の 2)。ここにい
う｢建物の番号｣とは、不動産登記法 91 条 2 項三号(現不動産登記規則 90 条)で登記することとされ
ている｢一棟の建物の番号｣のことであり、「名称」とは、未登記の建物等について、その建物を
故障するため一般に用いられている符号又は名称である。建物に番号も名称もないときには、
建物の構造及び床面積等を記載することによって、建物を特定すればよい。又管理の目的物で
ある敷地及び附属施設については、単に「その敷地」及び「附属施設」と表示すれば足りる。
(2) 名称

管理組合法人が、その「名称」の中に「管理組合法人」という文字を用いなければ

ならないことは、既に述べたが、その使用箇所については、特定の定めはない。通常は冒頭又
末尾に用いられるであろうが、その他の箇所であっても差し支えない。又、「名称」は、特に法令
で禁止された名称、文字等を使用しないかぎり、その選定は自由であり、会社のように同一又は
類似名称の使用制限はない。
(3) 事務所

事務所をどこに定めるかは自由であること、二つ以上の事務所を定めることも

可能であること、その場合は主たる事務所又は従たる事務所の別を明らかにしなければならな
いこと、については既に述べた。二つ以上の事務所を定めた場合には、いずれも登記しておか
なければならない。
(4) 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

管理組合法人においては、理事がその法人

を代表する(法 49 条 2 項)ので、理事を「代表権を有する者」として登記することになる。理事が数人
あるときは、各自管理組合法人を代表する(法 49 条 3 項)ので、理事全員を登記しなければならな
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い。但し、理事が数人ある場合においては、規約又は集会の決議も特は規約に基づく理事の互
選によって、管理組合法人を代表する理事を定めることができる(法 49 条 4 項)ので、この場合には
当該理事のみを「代表権を有する者」として登記すればよい。なお、通常規約により、法人を代
表する理事の名称を「理事長」としていることが多いが、この場合にも、法律上の「資格」は理事
である。
(5) 共同代表の定め

管理組合法人は、理事が数人ある場合には規約又は集会の決議に

よって、数人の理事が共同してその法人を代表すべき旨を定めることができるが(法 49 条 4 項)、こ
のような共同代表の定めをしたときには、その旨の登記をしなければならない。
共同代表の定め方については、何ら制約はないので、数人の理事全員の共同代表とすること
も、そのうちの一部の者についてのみ共同代表とすることもできる。
(四) 登記申請人

設立登記の申請は、管理組合法人を代表すべき者がする。(組合等登記令

16 条)。管理組合法人の理事は各自代表権を有しているので、理事が数人ある場合でも、そのう

ちの一人が申請人となれば足りる。但し、共同代表の定めがあるときは、共同して申請しなけれ
ばならない。
(五) 添付書面

管理組合法人の主たる事務所所在地である設立登記の申請書に添付すべ

き書面は、次のとおりである(組合等登記令 16 条 2 項・3 項)。
なお、従たる事務所の所在地で申請する場合には、主たる事務所所在地のおいて登記したこ
とを証する書面(登記簿謄本?)のみを添付しておけばよい(組合等登記令 11 条)。
(1) 法人となる旨並びにその名称及び事務所定めた集会の議事録

集会の決議に代えて、

組合員全員の書面による合意によった場合には、その合意書面がこれに当たる(前掲通達二・一の
7)。

(2) 目的及び業務を証する書面

管理組合法人の管理の目的物が記載されている書面であ

り、管理の目的物を定めた規約の設定に係る集会の議事録又は公正証書等がこれに当たる。
(1)の議事録に右の管理の目的物が記載されている場合には、これをもって兼ねることができる
(前掲通達二・一の 8)。

(3) 代表権を有する者の資格を証する書面

集会の議事録等理事の選任を証する書面及び

その者が就任を承諾したことを証する書面(就任承諾書)がこれに当たる。但し、規約又は集会の
決議により管理組合法人を代表すべき理事を定めた場合には、その代表すべき理事を定めた
規約を証する書面又は集会の議事録も添付し、規約の定めに基づく理事の互選によって管理組
合法人を代表すべき理事を定めた場合には、互選に関する規約を証する書面及び理事の互選
を証する書面をも添付しなければならない(前掲通達二・一の 9)。
(4) 共同代表の定めを証する書面

規約により共同代表の定めをした場合には規約を証す

る書面、集会の決議により共同代表の定めをした場合には集会の議事録がこれに当たる(前掲通
達二・一の 10)。
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(5) その他

代理人によって登記を申請する場合には、委任状を添付する(組合等登記令 25

条、商登 18 条)。

設立登記を申請する場合には、申請書に記載すべき登記事項は、登記用紙と同一の用紙(各
登記所に備え付けられている)に記載することを要する(前掲通達二・一の 11)。
(6) 参考様式

前掲通達二・一の 12 によれば、管理組合法人の設立登記の記載は、別紙

1(後掲)のごときものとなり、これに添付すべき集会の議事録は別紙 3(後掲)のごときものとなる。
三 法人化のメリット
管理組合が法人になるとどのようなメリットがあるのか。この問題に答えるためには、管理組合
法人と非法人の管理組合との間に、どのような差異があるのかを検討して見る必要がある。
1 権利能力
管理組合が権利能力を有することは言うまでもないが、非法人の管理組合も、法人格なき社団
の法理により、権利・義務の主体となり得ることは、今日では争いのないところである。したがっ
て、両者にはほとんど差がないことになるが、ただ管理組合法人の場合、権利・義務の主体性が
明白であり、管理組合をめぐる法律関係が非常に簡明になると言える。
2 訴訟等における当事者能力
民事訴訟法第 29 条(現法条文に修正・・・中野)は｢法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の
定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。｣としており、非法人の
管理組合にも民事訴訟法上の当事者能力が認められる。
又行政不服審査法 10 条も「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの
は、その名で不服申立てをすることができる。」と定めており、非法人の管理組合にも行政法上
の手続き能力が与えられていてる。
3 税務上の取り扱い
非法人の管理組合は、法人税法 7 条にいう｢人格のない社団等｣に該当し、その事業所得につ
いては「公益法人｣と同じ扱いがなされ、非収益事業所得に対しては非課税とされている。
管理組合法人は、「公益法人」でも「営利法人」でもない「中間法人」であるから、税法上は「普
通法人」扱いとなり、そのままでは事業所得の全てが課税対象となるが、区分所有法 47 条 10 項
前段により、法人税に関する法令の規定の適用については、「公益法人」とみなされるので非収
益事業所得に対しては非課税と生る。しかし、寄附金の損金算入額の計算(法人税法 37 条)や収益
事業所得に対する法人税の税率(法人税法 66 条)の適用については、「公益法人」とみなされず「普
通法人」扱いとされる(区分所有法第 47 条 13 項)。
所得税については、管理組合法人は、所得税法 11 条 1 項の規定による「公益法人」としての扱
いをうけないので、「普通法人」並みに課税される。したがって、非法人の管理組合と同様、預金
利息や配当所得に対して 20％の税率で課税される。
地方税法上の取り扱いについては、管理組合法人と非法人の管理組合とで、差異は認められ
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ない。
4 登記・登録行為能力
非法人の管理組合は、その存在及び管理者の氏名等を登記によって公示することができず、
印鑑登録をする方法もない。したがって、管理組合の代表者の行為が管理組合の目的の範囲
内の行為であることを証明したり、代表者の権限や印鑑を証明したりする必要が生じたときに
は、その都度これらに関する集会の議事録の謄本や、代表者個人の印鑑証明を提出しなけれ
ばならないことになる。
また、非法人の管理組合が所有する不動産については、管理組合の名義による保存登記又
は所有権移転登記をすること許されず、代表者の個人名義で登記せざるを得ない(最判昭和 47 年
6 月 2 日民集 26 巻五号 957 頁)し、電話加入権についても、自らの名において登録することは認めら

れず、代表者個人名で登録するほかない。そして、いずれの場合も、管理組合の代表者である
旨の肩書を付した代表者個人名義の登記・登録をする事すら認められないので、代表者の背信
的行為によって第三者に譲渡されたり、代表者個人の債権者によって差押えられたりする危険
がある。また、代表者が交替したときには、その都度名義変更の手続きをしなければならず手間
と費用負担を強いられることになる。
管理組合法人の場合は、法人登記簿謄本や印鑑証明によって、自らの存在や目的、管理者の
氏名、使用印鑑等を容易に証明することができるし、不動産や電話加入権についても、自らの名
で登記・登録することができ、トラブルが起こる危険は少ない。
5 金融機関の取り扱い
金融機関は、非法人の管理組合から預金を受け入れる場合、管理組合名義ではなく、管理組
合の代表者個人の名義で預金させるのが一般であるが、その場合でも、管理組合の代表者で
ある旨の肩書きを付した代表者個人名義で預金する事を認めている。したがって、代表者個人
の債権者による預金の差押は一応防止されているといえる。
また、金融機関の融資については、融資を受ける者の返済能力、担保能力、第三者の保証等
の要件如何によって、その実行の可否が決定されるのであって、法人格の有無とは関係がな
い。非法人の管理組合に対しても、理事長の個人保証、理事の連帯保証等を条件として、管理
組合名議で有史が行われているのが実情である。管理組合法人の場合でも、代表理事の個人
保証や理事の連帯保証が要求されることには変わりがない。
中野コメント
一般に、法人化のメリットとして、①管理組合自体が権利義務の主体となれる。②組合の財産と組合員個人の
財産との区別が明確になるとされ、組合名義での預金口座や不動産登記等、組合を債務者とする借り入れもで
きるとされ、実質的に個人としての責任よりも、法人としての責任が問われるようになると思いがちですが、この
論文では、｢管理組合法人の場合でも、代表理事の個人保証や理事の連帯保証が要求されることには変わりが
ない。」とされている点で、もうちょっと突き詰めた理解が必要なようです。
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6 組合員の対外責任
区分所有法 53 条 1 項本文は、管理組合法人の組合員の対外的責任について、｢管理組合法人
の財産をもってその債務を完済することができないときは、区分所有者は第 14 条に定める割合
と同一の割合で、その債務の弁済の責に任ずる。｣と規定している。したがって、管理組合法人
の債務については、第一次的には管理組合法人が責任を負い、その責任の割合は、原則とし
て、各人の専有部分の床面積の割合によることになる。
非法人の管理組合においては、法人格なき社団の法理に従えば、個々の組合員は、取引の相
手側に対し直接には個人責任は負わないと解されるが(最判昭和 48 年 10 月 9 日民集 27 巻 9 号 1129
頁)、区分所有法 29 条 1 項本文の規定は、53 条 1 項本文の規定と異なり、法文上は、管理組合

の債務について個々の組合員がいきなり責任を負うかの如き表現になっている(参照：「実践 区分
所有法など」p.74 or p.73「支払請求先の第一次責任が法人でない場合と法人の場合違い」、p.581 or p.573｢法人
格のない管理組合と管理組合法人の支払いの請求相手の違い｣)が、解釈上は 53 条 1 項本文の場合と同

様、第一次的には管理組合財産が債務の引当てとなり、第二次的、補完的に組合員個人が責
任を負うと解されている(玉田・日弁連研修業書昭和 62 年版現代法律実務の諸問題(上)453 頁)。
以上検討したところによれば、登記・登記行為能力を除けば、非管理組合と管理組合法人との
間には、実質的な能力差はないと言いうる。したがって、不動産を所有して、あるいは専用電話
を備え、又は資金運用や契約行為を頻繁に行うなど、登記登録制度を利用する必要のある管理
組合にとっては、管理組合法人となることにメリットがあることになるが、それ以外の管理組合に
とっては、法人となっても取り立てて実益があるわけではなく、せいぜいのところ法律関係が簡明
になるというメリットが生じるに過ぎない。
なお、管理組合法人となった場合のデメリットとしては、登記義務が発生し、例えば理事の交代
等登記事項に変更が生じたときは、その都度変更登記をしなければならず、これに要する費用と
手数が増加すること、法人の理事に適用される罰則が増え、登記義務違反(法 71 条五号)、財産目
録の作成義務違反(法 71 条六号)、欠員理事の選任義務違反(法 71 条七号)、に対して 20 万円以下
の過料が科せられることになり、理事に心理的な重圧がかかること、などが考えられる。
四 団地管理組合
マンションの建物が、一つの団地内の数棟の建物に分かれている場合には、その団地内の土
地又は附属施設がマンション所有者の共有に属する限り、マンション所有者の全員を構成員と
する管理組合が自動的に成立する(法 65 条)。
この管理組合は｢団地管理組合｣と呼ばれているが、本質的にはこれまで述べてきた一般の管
理組合と同じであり、法律上もこれに準ずる取扱がなされている(法 66 条)。
したがって、団地管理組合も、その構成員であるマンション所有者の数が 30 人以上である場合
には(2002 年改正法でこの人数規定は削除された)、法人となることができる。その手続や法人化のメリ
ットの有無は、一般の管理組合について述べたしころがそのまま妥当する。 以上
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(1992 年の著作のため引用されている組合等登記令の条文箇所については再チェックが必要。他の条文につい
ては訂正済み。)(参照：「実践 区分所有法 など」p.560 or p.552「法人」)

管理組合法人は区分所有者(全員)を「代理する」のであって「代表するのではない」
の意味
管理組合法人は区分所有者を代理し(４７条６項)、理事は管理組合法人を代表する(４9 条 3 項)と
されています。
この事について「実践 区分所有法 など」p.562～563or p.557～558「法人では、理事が直接に
区分所有者(住戸所有者)を代理するのではありません」および「理事が法人を『代理』するではなく
『代表』するとは」で解説しています(参照：別冊-p．516 「管理組合法人は区分所有者(全員)を『代理する』
のであって『代表するのではない』の意味」)が、さらに理解を進めるために、２４年度マンション管理士

試験「設問 8」と解答の一部を引用してみました。
問 8
管理組合法人に関する記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
１． 管理組合法人の理事は、共用部分についての損害保険契約に基づく保険金額の請求及
び受領について管理組合法人を代表する。
誤り。 「管理組合法人」は、共用部分についての損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受
領について「区分所有者」を代理する(４７条６項、18 条 4 項)。なお理事は、管理組合法人を代
表する(４9 条 3 項)。
２． 管理組合法人の理事は、規約又は集会の決議により、管理組合法人の事務に関し、区分
所有者のために、原告又は被告となることができる。
誤り。 「管理組合法人」は、規約又は集会の決議により、管理組合法人の事務に関し、区分所
有者のために、原告又は被告となることができる(４7 条 8 項)。なお理事は、管理組合法人を
代表する(４9 条 3 項)。
〔参考条文〕
建物の区分所有等に関する法律

2002.12.11 公

「区分所有法対比訳・説明」 改訂版

布

６ (強行規定) 管理組合法人は、その事務に

第 47 条 6 項の内容 (法律と異なった考え方やや

関し、区分所有者を代理する。

り方は許されない事項)

第 18 条第４項（第 21 条において準用する場合

管理組合法人は、「共用部分等(「共用部分」

を含む。）の規定による損害保険契約に基づく

並びに「共有《準共有》の敷地」および「共有《準共有の

保険金額並びに共用部分等について生じた

権利を含む》 の附属施設」) 」の保存 (維持) ・集会 (総

損害賠償金及び不当利得による返還金の請

会)決議の実行・管理組合法人規約(規約)で決

求及び受領についても、同様とする。

められている管理の業務に関して、区分所

第 18 条 （共用部分の管理）第４項 (強行規

有者(住戸所有者)全員を一括して代理をする権
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定): 共用部分につき損害保険

限を持ち、その効果は個々の区分所有者(住

契約をすることは、共用部分の

戸所有者)全員のものになります。

管理に関する事項とみなす。

「共用部分等 (「共用部分」並びに「共有 《準共

第 21 条（共用部分に関する規定の準用）(強

有》の敷地」および「共有《準共有の権利を含む》の附属

行規定): 建物の敷地又は共用

施設」)」について損害保険契約をすることは、

部分以外の附属施設（これらに関

管理に関する事項とみなされますから、集会

する権利を含む。） が区分所有者

(総会) の決議でその保険契約をすることが決

の共有に属する場合には、第 17

定されると、管理組合法人は、全区分所有

条から第 19 条までの規定は、そ

者(住戸所有者) を代理して保険契約を結ぶこと

の敷地又は附属施設に準用す

になります。

る。

管理組合法人は、保険金額並びに「共用
部分等(「共用部分」並びに「共有《準共有》の敷地」
および「共有《準共有の権利を含む》の附属施設」)」に

ついて生じた損害賠償金および不当利得に
よる返還金の請求および受け取りについて
も、全区分所有者(住戸所有者)を代理して受領
する権限を持ちます。
なお、管理組合法人が受領した保険金額
並びに「共用部分等 (「共用部分」並びに「共有
《準共有》 の敷地」および「共有 《準共有の権利を含む》

の附属施設」)」について生じた損害賠償金およ

び不当利得による返還金は、代理人として
受領したものであって、最終的には区分所有
者 (住戸所有者) に帰属するものですから、これ
を直ちに修復費用等にあてることはできませ
んが、使い道を集会(総会)や管理規約(規約)で
決めることはできます。
各区分所有者(住戸所有者)は保険金金額等
を第三者に譲渡(売買等)をしたり、保証の目的
とすることもできます。
この事を制限するためには、管理組合法
人規約(規約)でその旨を決めなくてはなりませ
ん。
なお、管理組合法人が代理行為をするに
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当って本人たる区分所有者 (住戸所有者) 全員
の氏名を相手方に示す必要はなく、管理組
合法人の名前を示して、区分所有者(住戸所有
者) 全員の代理人としてする事を示せばよい

のです。
８ (強行規定)(相対的規約事項) 管理組合法人

第 47 条 8 項の内容 (法律と異なった考え方やや

は、規約又は集会の決議により、その事務

り方は許されない事項)(決め方は、管理組合法人規

（第６項後段に規定する事項を含む。） に関し、区

約・細則《規約》でも集会《総会》決議でもよい事項)

分所有者のために、原告又は被告となること
ができる。

管理組合法人(法人の代表としての理事または
理事長等) は、「共用部分等 (「共用部分」並びに

第６項後段: 第 18 条第４項（第 21 条にお

「共有《準共有》の敷地」および「共有《準共有の権利を

いて準用する場合を含む。） の規定に

含む》 の附属施設」)」について生じたイ．損害賠

よる損害保険契約に基づく保険金

償金および不当利得による返還金の請求お

額並びに共用部分等について生じ

よびロ．その受け取りを含む職務に関して、

た損害賠償金及び不当利得によ

管理組合法人規約(規約)で決めるかまたは集

る返還金の請求及び受領につい

会(総会)の普通決議に基づいてだけ、区分所

ても、同様とする。

有者(住戸所有者)全員のために、原告または被
告となって裁判を進めることができます。
なお、理事または理事長の役割は法人の
代表者としての立場です。
これらの原告または被告と同等の行為と
して、裁判手続前の和解、支払い命令、仮差
押、仮処分、民事執行、民事調停等の当事
者にもなれます。
結果としての判決は、その結果が区分所
有者(住戸所有者)全員におよびます。

３ (強行規定) 理事は、管理組合法人を代表

第 49 条 3 項の内容 (法律と異なった考え方やや

する。とともに、その業務を執行する権限と責

り方は許されない事項)

任を有す。

理事 (または理事長) は、管理組合法人のす
べての業務について対外的な代表者であ
り、業務を執行する執行機関であり、その業
務を執行する権限と責任があります。
もっとも、理事(または理事長等) の代表行為
も、対内的にみれば、法人の業務に他なりま
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せんから、原則として、理事 (または理事長等)
の代表行為は、集会(総会)の決議に従 (第 52
条)って業務をすることになります。

「代表」と「代理」の違いについての一資料
法人の場合の代理を｢代表｣と呼ぶのは、法人学説(サヴィーニー擬制説、ギールケの有機体説・サレイ
ユの組織体説《法人実在説》)と関連している。法人実在説、とくに有機体説にたったとき、代表者の行

為は団体自らの行為を機関としてなしているのであって、代理人の行為の結果が他人に及ぶの
とは異なるとして、「代表｣の言葉が用いられるのである。しかし、民法自身は、代理と代表を厳
密に使い分けてはいないし、両者を区別する理論的な意味は、今日では存在しない(「民法Ⅰ」第 4
版 p.217)。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．278 or p．274「管理者(に擬制された理事長)は、管理組合の代表者か区分所
有者の単なる代理人か」、p．566 or p．558「理事が法人を『代理』するではなく『代表』するとは」)

法人管理組合の理事長(理事)の責任について
① 法人理事が自己の利益をはかるために代表権の範囲内に属する法律行為を行った場合、
相手方が理事の権限濫用の意図を知っていた時、または知ることができたとき(知らないことに過
失があっても)は、当該代表行為はその効力を生じず、法人は無効を主張できる。(民法第 93 条の
ただし書の準用)

民法第 93 条（心裡留保） 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっ
ても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を
知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
※マンション管理法人の場合も民法を通して適用されると考えます。
② 代表理事の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗(主張)することができない(法第 47 条 7
項)(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 77 条 5 項、197 条)。そして代表理事の代表権の行

使につき理事会の決議を要する旨の定款(規約)の定めがあることを知っている者は、この「善
意の第三者｣には含まれないが、その取引の相手方において、代表理事が理事会等の決議を
得て適法に法人を代表する権限を有する者と信じ、かつ、そのように信じるにつき正当の理由
があるときには、民法第 110 条の類推適用により、相手方の表見代理の成立を主張できる。
表見代理・・・本来は無権代理であるものの、本人にも一定の責任が認められる場合に、有効
な代理権があるものと信じて取引をした相手方を保護するため、有効な代理権と扱
われるもの。表見代理は、広い意味では、無権代理の一種ともいえる。
法第 47 条（成立等）7 項 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗する
ことができない。
民法第 110 条（権限外の行為の表見代理） 前条(109 条)本文の規定は、代理人がその権限外の
行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由
520

があるときについて準用する。
第 109 条（代理権授与の表示による表見代理） 第三者に対して他人に代理権を与えた
旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者と
の間でした行為について、その責任を負う。ただし・・・
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 77 条（一般社団法人の代表）5 項 前項の権限
に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
前項(4 項) 代表理事は、一般社団法人の業務に関する一切の裁判上又は
裁判外の行為をする権限を有する。
※ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 77 条は、197 条にて、一般財団法人の理
事、理事会、監事及び会計監査人について準用する。
法人管理規約モデル第 38 条(理事長) 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括する
他、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一． 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議に
より、理事長として定められた事項。
法人管理規約モデル第 40 条(理事) 理事は理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、
管理組合法人の業務を担当する。
※マンション管理法人の場合も法第 47 条 7 項を通して適用されると考えます。
③ 一般社団法人及び一般財団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行なうについ
て、第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第
78 条は、区分所有法第 47 条 10 項にて準用されている。197 条にて、一般財団法人の理事、理事会、監事及
び会計監査人について準用する)。そして、この｢職務を行なうについて｣とは、外形上、代表者の

職務行為と認められる行為であれば足り、その行為が法人の有効又は適法な行為であるこ
とを要しない(最判昭・37・9・7)。
しかし、外形上は代表者の職務行為と属するものと認められる場合であっても、相手方がそ
の行為が理事の職務に属さないことを知り、または知らないことについて重大な過失がある
ときは、法人は同法第 78 条及び 197 条の責任を負わないものと解される(最判昭・7・5・27)。
※マンション管理法人の場合も法第 47 条 7 項を通して適用されると考えます。
④ 一般社団法人及び一般財団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行なうについ
て、第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
この場合において、代表理事等がその職務を行なうについて悪意または重大な過失があ
ったときは、当該代表理事等はこれによって生じた損害を賠償する責任を負う (最判昭・7・5・
27)。

※マンション管理法人の場合も法第 47 条 7 項を通して適用されると考えます。
⑤ 区分所有法でのマンション管理で一般社団法人および一般財団法人に関する法律と真っ
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向から異なる事項があります。
区分所有法では、理事が管理組合法人の利益が相反する事項については実行することは禁
止されています(法第５１条)。また、マンション管理については、民法の規定により、自己契約及び
双方契約(双方代理)が禁止されています(民法第 108 条)。
しかし、一般社団法人と一般財団法人は、株式会社のように，営利（剰余金の分配）を目的とし
た法人ではないため、定款の定めをもってしても、社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を
受ける権利を付与することはできませんが、収益事業を行い、その利益を法人の活動経費等に
充てることは何ら差し支えありません。
そのためでしょうか、自己契約や双方契約(双方代理)そして、一般社団法人と当該理事との利
益が相反する取引をしようとすることそのものは禁止されておらず、事前に総会においてその承
認を得れば行なえるようです。
営利的な部分についてだけ会社法の考え方が採用されているとも考えられますが、その根本
にあるのは、民法第 108 条で保護されるべき利益が、公益のために、不当な契約を一般的に防
止しょうとするものではなく、当事者の不当な契約から生ずる損害を避ける利益だからだとも考
えます。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 84 条（競業及び利益相反取引の制限） 理事
は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を
開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する
取引をしようとするとき。
二 理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとすると
き。
三 一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との
間におい一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとす
るとき。
２ 民法（明治二十九年法律第八十九号）第 108 条の規定は、前項の承認を受け
た同項第二号の取引については、適用しない。
民法第 108 条（自己契約及び双方代理） 同一の法律行為については、相手方の代理人とな
り、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及
び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
区分所有法第 51 条（監事の代表権） 管理組合法人と理事との利益が相反する事項につい
ては、監事が管理組合法人を代表する。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p.577 or p.570「『管理組合と利益が相反しない理事』に代表理事《理事長》以外
の理事がなれることへの疑問」)
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法人化登記の意味を考える--「登記はしょせん対抗要件にすぎない。それ以上の価値はな
し」
法人格を得ていない管理組合を一般に権利能力なき社団といいますよね。法人格を取得した
マンション管理組合は法人です。したがって、法人格を取得しないとマンション管理組合法人とは
なれません。同時に不動産の登記資格を得ることができません。
現在の民事訴訟法においては、法人でない社団・財団で、代表者・管理人の定めのあるもの
は、社団・財団名義で訴え、または訴えられることができる旨が規定されていますが(民事訴訟法
第 29 条)、不動産登記法においては、権利能力なき社団・財団に当事者能力を認める法改正を行

っていないため、もし団体名義で登記(権利登記)申請をしても申請は却下され、また間違って登記
(権利登記)がされたとしても、その登記は無効な登記(権利登記)になります。

一般には、法人格を取得したマンション管理組合を法人あるいは管理組合法人と称していま
す。
具体的に考えてみましょう。共有のマンション敷地があるとしましよう。このマンション敷地は共
有である限り、法人格のないマンション管理組合では共有敷地所有者(区分所有者あるいは団地建
物所有者)全員の合意がなくては、敷地一部売渡そのものができません。

ただし、あらたな敷地の購入は、法人でも、法人でなくてもできます。いずれにしても遠方の土
地でも隣接するような土地でも契約の自由がある限り、購入契約は、法人格のある管理組合の
場合は法人としてできます。そして、購入不動産を法人名で登記(権利登記)できます。また、法人
ない場合は、区分所有者(あるいは団地建物所有者)全員が資金を出し合って購入したとしても法人
名では購入できませんから、どなたか個人名で購入することになります。購入したものはあくまで
個人所有物ですので、この購入敷地を管理組合全員の共有物であることを第三者に主張するた
めには、区分所有者(あるいは団地建物所有者)全員の連名による登記(権利登記)が必要です。
ただし法人格のないマンション管理組合では、購入する個人名の資産が確保されないかぎり
売り手がいないため、まず購入はできないでしょう。遠回しになりましたが、法人でないと不動産
の売買ができないということではなくで、結果として、法人でなくては、責任ある購入(売買)はでき
ないということにすぎません。すなわち、法人であることを登記するとは、契約などができる権利
能力を持つという第三者対抗要件にすぎないのだと考えます。しかし、ここに法人になるメリット
の一つがあるのだと思います。
(参照:「実践 区分所有法 など」p．560 or p．552「法人と権利能力のない社団との違い―― 法人格取得のメリッ
ト ――― 」、別冊- p．524「マンション敷地(土地)の売却は、管理組合を法人とするだけで、多数決決議で可能と
なるのか――法人における不動産等の購入についてはときどき聞く話ですが―」)

※購入した敷地と規約敷地の関係について
購入した敷地は、区分所有者(あるいは団地建物所有者)全員の名義の共有敷地の場合でも、法
人財産として権利登記された敷地の場合でも、規約敷地としての表題登記をしておくべきでしょ
523

う。規約敷地は共有敷地である必要はなく、単に規約で規約敷地と決議して表題登記すれば規
約敷地としての効力が生じます(法第 5 条)。規約敷地にしておけば、専有(住戸)部分との分離処分
は規約を変更しない限りできません(法第 2 条 5 項、法第 22 条 1 項ただし書き)。したがって、規約敷地
とすれば、敷地利用権の規定と全く同一の管理状態としておけるのです。
(参照:「実践 区分所有法 など」p．51 or p．50「規約敷地の範囲」、p．52 or p．51「土地の利用権がなくても規約
敷地とすることはできます」、p．52「規約敷地としていることを第三者に対抗(証明)するにはどうすればよいのでしょ
うか」)

※ 法人における意思決定方法(私見)
管理組合法人の場合、変更までの一般的な決議については、区分所有法の規定が生きると
考えますが、処分については、規定がなく、法人が権利主体であることからも、合同会社などで
は、規約で定めることができるとされているようであり、規約での定めがないときは、総会での過
半数決議のようです。マンション管理組合法人の場合も規約にない場合は過半数とも考えられ
ますが、極力規約で定め、敷地処分などは、変更などよりグレードの高くする必要があると考え
ることと、建替えなどが、ある意味での処分決議であると考えると、それと同様に区分所有者(ある
いは団地建物所有者)の頭数と議決権の 5 分の 4 以上とすべではないかと考えます。

マンション敷地(土地)の売却は、管理組合を法人とするだけで、多数決決議で可能と
なるのか――法人における不動産等の購入についてはときどき聞く話ですが―
結論的には、マンション共有敷地(土地)が「法人の財産」として登記されていない限り、法人で
の多数決での売却処分はできないと考えます。共有敷地(土地)であるマンション敷地(土地)の場
合でも、管理組合が法人化さえすれば、敷地(土地)の売却が多数決で決議できると考える方がい
ますが、間違だと考えます。
敷地(土地)が法人の財産として登記されていないにもかかわらず、共有敷地でありその所有権
が区分所有者(住戸所有者)個人に帰属しているままで、法人が共有敷地(土地)を処分(売買等)できる
と考えることは、法人がその固有財産を集会(総会)の多数決で処分(売買等)決定できる場合がある
ことを一面的に捉えて、法人なら敷地(土地)処分(売買等)ができると考えているのではないでしょう
か。
マンション敷地(土地)は、共用部分ではありません。あくまで共有部分です。マンションの管理
対象ではあります(区分所有法第 21 条)が、共有敷地(土地)には、共有者である区分所有者(住戸所有
者)の個々に持分があるのです。区分所有者(住戸所有者)の個々の持分を、多数決で、自分の意思

に反して勝手に処分(売買等)される謂(いわ)れはありません。
したがって、共有敷地(土地)の処分(売買等)については、個々の敷地(土地)所有者全員の一致し
た承認が必要となる(民法第 251 条)のです。
(参照：「実践区分所有法など」p．３38 or p.335「民法では『共有物の処分《変更を含む》は全員一致が必要』とさ
れたものが、区分所有法では変更《処分を除く》については多数決とされた理由」)
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この原則は、管理組合が法人であろうがなかろうが変わることはないと考えます。確かに、法
人が財産として登記している敷地(土地)、同様に、法人が新たに財産として購入した敷地(土地) (法
人財産として登記が可能)についての処分(売買等)については、法人の多数決で決定することが許さ

れると考えます(法人が権利主体となる?民法第 35 条他)。また、法人として、共有敷地(土地)を管理する
ことはできます。
しかし、区分所有者(住戸所有者)の共有物である敷地(土地)を、管理組合が法人となったからと言
って、法人が個々の区分所有者(住戸所有者) (全員)から敷地(土地)を購入し、法人の固有財産とす

る手続きを経ることもなく、自動的に法人の処分(売買等)できる固有財産になるわけで
はないことは当然でしょう。
すなわち、法人として敷地(土地)を購入(処分の一種)して法人の財産として登記すること(法律上認
められています)ができても、マンションの共有敷地(土地)を法人の財産として登記し、処分(売買)でき

るようにするためには、法人が、共有敷地(土地)の全ての所有者から個々の持分を全て提供(売
渡)してもらい、法人の財産であるとの状況をつくる必要があるでしょう。したがって共有敷地(土地)

を法人の財産とするためには、共有者全員の合意が必要なのです。
建替え組合(法人)などで、敷地の一部売却が認められるのは、建替えのための敷地が全建替
え賛成者の合意の下(権利変換手続きを経て)で建替え組合法人の財産となっているからです。
共有部分も管理組合の管理対象ではありますが、区分所有法の下で、原則的に共有部分で
ある共用部分については、区分所有者(住戸所有者)の多数決での決議の可能性があります(区分所
有法第 17 条)が、共用部分ではない共有部分については、民法の「共有」の規定が生きてきます。

そして、民法の共有の規定では、共有物については、共有者には個々の持分があるため、共有
物の「変更」(処分を含む)については、個々の共有者全員の合意が必要とされています。
管理組合が法人となることによって、個々の持分のある敷地(土地)が自動的に法人の処分(売
買等)できる財産となる(法的にも認められないと考えますが) と考えるならば、個人の財産の処分の自

由(民法の根本原則)が否定されることになり、法人となること自体が拒否されるでしょう。
このことから判断しても、管理組合が法人となることによって、管理組合の財産でもない共有
敷地(土地)の処分(売買)が多数決で決議できると考えること自体が考える余地のないことだと思え
ます。
もう一点、区分所有法上、敷地(土地)は専有(住戸)部分と分離処分できないのが原則です(区分
所有法第 22 条本文)。この規定は法人の場合も変わりません。敷地(土地)を専有(住戸)部分と分離処

分(売買等)するためには、分離処分(売買等)を認める規約を定めなくてはなりません(区分所有法第
22 条ただし書き)。なお、この規約変更には、区分所有者(住戸所有者)の頭数と区分所有権の両方が

4 分の 3 以上の賛成を得ることが義務づけられています(区分所有法第 31 条)。
さらに、規約で専有(住戸)部分と敷地(土地)の分離処分(売買等)を認める規定が設けられたとして
も、登記法の手続きで、共有部分の敷地(土地)を一部、分筆処分するためには、区分所有者(住戸
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所有者)全員の承認が必要となります(不動産登記法第 39 条 1 項)。

このことについては、「実践区分所有法など」p．43「規約で分離(分筆)処分が認められても、分
筆の申請は、共有者全員によることが必要です」及び別冊 p．62 「現行法での、『分筆手続きは
全員の合意』が必要なことへの批判論文の紹介」にて記述しています。
登記所にて分筆の手続きをする場合には、登記所への提出書類として、「敷地(土地)を専有(住
戸)部分と分離処分する」ことを認めた規約の原本(規約設定の総会決議書)、および、分筆処分を認

める全員の承認印(印鑑証明書付?)などが必要になると考えます。
なお、分筆の登記は第三者に対する対抗要件であり、登録免許税がかかりますが、表題登記
とは異なり当事者に申請義務は課せられていません。
(追-1)法人手続について
法人手続で、最終的にはどのような書類を用意しなくてはならないかについ登記所に問い合
わせることが必要(手続きを司法書士に依頼する手段もありますが)だと考えますが、事前の知識として、
区分所有法第４７条１項・２項には目を通しておき、同３項で規定している政令(組合等登記令)にも
目を通しておくべきでしょう。
いずれにしても、最小限、法人になる旨ならびにその名称おおよび事務所の所在地を定めた
集会(総会)における特別決議(区分所有者の頭数と議決権の両方が 4 分 3 以上の賛成)が必要です。その
際、登記原因証明情報として、決議事項が明記された集会(総会)議事録の提出が要求されます
が、その議事録には、議長および集会(総会)参加者 2 人以上の署名押印が必要です(区分所有法第
42 条 3 項)。

(追-2) 法人化について
管理組合の法人化のメリットについて、不動産の売買以外にメリットはなく、理事長の交代の
たびに登録免許税がかかるだけといわれていますが、逆に言えば、多くの何らかの財産を保有
するような大規模管理組合であったり、公的機関と一体となったようなマンション(下層階が役所関
連施設で上層階がマンションのような場合で固有の財産がある場合)では、むしろ、管理上のメリットからも

法人化を検討すべきなのではないかと考えています。
なお、「実践区分所有法など」p．560 or p．552～p．582 or p．5７４および別冊」p．507～p．526 に
おいて「法人」の関連の記述がありますのでご覧ください。

マンション賃借人へのアドバイス集-区分所有者と賃借人の関係について――特集を組んだ意図---最近、当方の身近な者がマンションの賃借人となることになりました。いざ引っ越したら、お隣
のご婦人が突然訪問され、定期的に１万円払えと請求されてしまいました。
何の金銭なのかも説明もありません。ただこのマンションのルールだと主張するだけです。不
動産屋との契約でオーナーとの直接の交渉は認められていません。不動産屋と管理会社が一
体です。この問題については、当初は、マンション管理費の請求だったようです。 あとから、共用
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階段や敷地の定期清掃に参加することも要請され、欠席したら 500 円請求すると言われてしまい
ました。
この問題は不動産屋に文句を言った結果、賃料を 10,500 円下げる代わりにその額を管理組
合に直接払ってくれと言われました。しかし、これらは口頭の話です。
これらは、すべて、お隣さんからの要求であり、管理組合としての立場は明確にされていませ
ん。こんなマンションがあることを知りました。区分所有者も区分所有者なら、取り仕切るべき不
動産屋も態度が曖昧でした。
結果としては、不動産屋に対しては、契約条項以外の管理組合からの要求も、オナーと事前
契約が前提であるベきであり、賃貸をするかどうかの判断材料となるものであり、賃貸契約上の
問題として解決すべきであることを認めさせました。
賃借人の防衛手段としては、これらの要求が不当なものであることを知っておく必要がありま
す。また、マンション住人であるオーナーもこれらの賃借人への要求が不当な要求である認識を
持つ必要があります。そんなための資料として、特集を組みました。参考資料としていただく機会
があれば幸いです。
なお、ここで資料として使用した「対比区分所有法意訳(案)」については、NPO 建築ネットワー
クセンターのホームページの「MENU」の中の【書籍の紹介】の中に収められています。

クーラーの取り付け穴の確認を忘れるな!!--マンション賃借人へのアドバイス№1-―--クーラー専用コンセントが設置されていますか---賃借人である者、賃借物を確認するときには、クーラー取付穴の有無の確認はしておくべきで
しょう。そして、万が一クーラー取付穴が無く、新たに設けなくてはならないような場合には、場所
が共用部分であるために、クーラー取付穴の施工について、オーナーである区分所有者の責任
で理事会の承認を得る等の手続き経ていることの確認が必要であると考えます。万が一、当該
施工が許されないようであれば、その事情の説明が、紹介不動産業者としての重要事項説明責
任として問われると考えます。いまどき、そんな物件は借り手がいないでしょうが。
いずれにしても、マンションの場合は、共用部分の変更(外壁に対するクーラー取付用の穴あけも形
状変更の対象となります。)には制約があることを認識しておくべきです。そして変更を認めるかどう

かの権限は管理組合にあります。その許可の手続きは区分所有者(賃貸人)の責任範囲です。賃
借人には、変更の許可を管理組合に要請する権限そのものがありません。
身内の話です。いままでマンション住まいをしたことのない人間が、築 40 年の分譲マンション
の専有部分を賃借したときの話です。
クーラーも割安の物をみつけ手配しました。三日後にクーラーを取り付ける予定です。しかし、
マンションの賃借した専有部分にクーラー穴がない可能性があることが判明しました。クーラー
穴の穴あけ費用は何となく賃借人の負担となりました。しかし、不動産会社の担当者は休暇中
のため、部屋を開けてクーラー穴の有無を確認することができません。大家もクーラー穴の有無
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が明確ではありません。その上、紹介不動産業者担当者もクーラー穴の有無の確認をしていま
せんでした。
もちろん、賃借人たる身内の者も穴の有無を確認していません。やむを得ず、クーラー穴が無
いものものとして、クーラー穴の設置と共でクーラーの取り付けを発注しました。
ここで問題が生じました。開けるべき穴は外壁です。当然共用部分です。常識的に考えても(マ
ンションの実態を知らない当方の身内にとっては常識ではなかったのですが)、管理組合の許可がなければ

外壁にクーラー穴をあけるわけにはいきません。クーラー穴を誰が開けるにしても、管理組合の
確認をとらなくてはなりません。マンションの管理員に聞いても、すでに穴が開いている部屋がい
くつもあると言うだけです。開けてもよいだろうとはいっても、その責任はとれないと言います。
ここで、身内の者は、紹介不動産業者に電話しました。担当者(休暇で不在)の上司と思われる
方が、当該マンションの管理会社のフロントマンに電話しました。とかく、素人は、マンションの管
理員を窓口にしがちですが、担当者(休暇で不在)の上司は、管理会社のフロントマン(マンション管理
業務主任者)に電話したのです。ここが一つのポイントです。

マンションの多くは、理事長が存在し、管理組合が機能している理想とは異なり、実質的な管
理業務を管理会社に全面委託しているのが実情です。ただ、その対応の責任者は、管理員では
なく、あくまでも担当のフロントマン(マンション管理業務主任者)です。
遅ればせながら、フロントマンは、オーナーである区分所有者の責任でクーラー穴を開けて、
賃借人に賃貸することを約束してくれました。少なくとも、オーナーである区分所有者が理事会の
許可を得て、共用部分にクーラー穴を開けるという手続を経ることによって、共用部分である外
壁にクーラー穴を開けることで生じる責任を、賃借人ではなくオーナーである区分所有者自身が
取るという正しい手続を取ってくれたのです。
ただ、流れから、クーラー穴とクーラーの施工費は一旦は、賃借人が支払うということになった
ようです。
このことで、疑問点が生じています。いまどき、クーラーを設置するためのクーラー穴は賃貸人
が施工しておくべきテーマであり、やむを得ず賃借人がクーラー穴を施工したとすればその費用
は民法上の有益費に相当するのではないかと考えています。
クーラーは取り外して撤去できるとしても、クーラー穴はつぶしてしまうわけにもいかず、むし
ろ、専有部分に必要なクーラー取付用の穴として残り、専有部分の価値を増加していると考えら
れるからです。
現在の段階での請求はできないとしても賃貸契約を解除したときに、価値の増加が残ってい
るものとしてクーラー穴の施工費をオーナーに請求できる(民法 196 条)と考えます。
したがって、クーラー取付用の穴施工費(ダイヤモンドカッター使用のため結構高額です)の領収書は
大切に保管しておくべきです。念のための注意ですが、クーラー取付と一体の場合にも、別途、
クーラー取付用の穴施工費が明らかな領収書を受領しておくことです。
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※翌日一応一件落着
このトラブルは、マンション外壁の穴あけは、「共用部分の変更だから管理組合の許可がい
る」との(マンション管理士の私からの)情報を得て始まったトラブルでした。翌日、管理会社フロントマ
ンからの、ガラス窓にクーラー用の穴が開いているとの連絡(オーナーに確認したようです。)を得て一
件落着しました。しかし、新たな問題が生じました。2 か所にクーラー穴はあるものの、その内の 1
か所にはクーラー専用コンセントが設置されていなかったのです。
現在は法改正されて、クーラー専用コンセントの設置が義務付けられていると聞きます。オー
ナーは、古い建物で最初からなかったのだからしょうがないとの主張です。契約解除時に「有益
費に相当する」として工事費相当額(償却費を考えると全額は無理でしようが)の支払いを求めることの
できる可能性が残るように思われます。いずれにしても、自分の目での事前確認が必要だったと
思われる一件でもあるようです。
なお、身内の賃借人にはマンションでの生活の仕方については、管理規約を守らなくてはなら
ない(区分所有法第 46 条 2 項)ことを知らせ、管理組合が規約を提供してくれないようなら、オーナー
経由で提供してもらうように知らせました。
※後日談
クーラー専用コンセントの設置費は「有益費に相当する」とは言い切れないようです。
なぜなら、「クーラー専用コンセントの設置義務は法規制」との前提が崩れたからです。「クー
ラー専用コンセントの設置」の必要性は、クーラーの機種の選択によって、必ず必要な場合とそ
うでもない場合があることを知りました。したがって、オーナーとしても、一定の機種以上の物に
対応した設備を整える義務はないと考えられるからです。ある意味では、オーナーの誠意の問
題のようです。
平成 17 年に内線規程の改訂がありました。これにより電気冷暖房機の電源に使用するコンセ
ントは[接地極付きコンセント]とすることになりました。電気洗濯機、電子レンジなども該当しま
す。
ただし、内線規定は工事業界の基準であって、ユーザーに対する義務付けではありませんし、
ましてや法律でもないようです。需要場所における電気工作物の設計・施工・維持・検査の業務
に従事する人が保安上守るべき技術的事項を定めた民間自主規格だとのことです。家庭用のコ
ンセントで 200ｖで使用する物には 義務化されたと言うことです。100ｖでは勧告ですので 接地極
が無くても使用可能です。改正以前からの物に関しては 取り替える義務は無いとされていま
す。
200Ｖ機器なら専用の配線が必要だし 100Ｖでも 15Ａとか 20Ａと言うような大電流を必要とする
ようなモノならやはり専用にすべきとされています。
１つのコンセントからは 15A が目安なので、他の器具といっしょに使うと配線用遮断器が切れ
ることが多いからです。すなわち、15A 以下の分岐回路で使われるものであれば、専用回線の必
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要はないが、それ以上の場合は、専用回路が必要ということになります。
ただし、法律云々は有りませんが、火災につながる事故は多いです。所謂、タコ足配線でコン
セントから発火したという事例は多いです。
この費用が惜しかったら、自己責任で、業者に（工事不要）を告げるしかありません。家電量販
店は、反対に、専用回路は要らないというケースが多いようです。それは、専用工事は、時間が
かかる割に低料金だからです。エアコンのみの設置なら、1 日 5 件以上出来るからです。暫定報告
です。現在、不動産の無料相談などに問いかけています。訂正する必要がれば、後ほどお知らせします。

賃借人と管理費支払の関係--マンション賃借人へのアドバイス№2—
※クレームは、オーナーである区分所有者(住戸所有者)を通しての主張・要求
マンションの賃借人となる方と、オーナーとなる区分所有者(住戸所有者)の方々での管理費支払
の関係等についてのトラブルがあるようです。別冊と「実践 区分所有法 など」の関連する記述
についてまとめてみました。
なお、賃借人とマンション管理組合とのトラブルが生じたとき、賃借人は、マンションの生活方
法については、管理組合規約等を守る義務があります(法第 46 条 2 項)が、基本的に管理組合に直
接権利を主張することはできません。
賃借人は、管理組合の構成員ではないため、あくまで、オーナーである区分所有者(住戸所有者)
を通しての主張・要求となります。
逆に言えば、管理組合は、管理組合規約等のマンションの生活方法について守る事以外の事
項については、賃借人に対して、直接、権利や義務を要求できません。
賃借人と管理組合の関係については、原則としてオーナー(区分所有者)

(住戸所有者)を通しての

やり取りとなります。したがって、賃借人は、マンション生活でのトラブルを管理組合(から管理を委
託されている管理会社…フロントマン)に直接主張する権利はないことになり、すべてはオーナー(区分
所有者) (住戸所有者)あるいは、オーナー(区分所有者) (住戸所有者)を代理している仲介不動産業者を介

して行う必要があります。
区分所有法第 46 条 2 項 占有者(賃借人)は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法
につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と
同一の義務を負う。

賃借人に管理費支払い義務がないことの法的根拠
賃借人が管理組合から管理費を直接請求されるという事件がありました。そのことについて
は、「実践 区分所有法 など」で、賃借人に支払い義務がないことは記述してきましたが、法
律の専門家に問いかける機会があり、その際に伺った回答です。法的な根拠として信頼でき
る情報だと考えます
一 賃借人に対する管理費支払請求について
１ 管理組合は、賃借人とは何ら契約関係がありませんので、直接、賃借人に対して管理費の
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支払請求権がありません。また、建物の区分所有等の法律にも、賃借人に対する管理費の
支払請求権を規定していません。
したがって、管理組合の理事長が賃借人に対して賃料のなかから滞納管理費を支払っても
らいたいとの要求は、何ら法的根拠がありません。
２ また、管理会社が管理組合との管理委託契約に基づいて賃借人に滞納管理費の支払請求
をすることも、もともと管理組合自体に賃借人に対する管理費支払請求権がない以上、理由
がありません。
３ 賃借人が、もし、管理組合の請求に応じて、一存で、賃料から管理費を支払って残りの賃料
分を賃貸人である区分所有者に支払うことになりますと、賃借人の賃料一部不払いとなり、賃
貸借契約解除の理由となってしまいます。
４ 管理組合が賃借人の賃料から管理費を回収するためには、賃貸人である区分所有者に対
して滞納管理費支払請求訴訟等の法律上の手続きをとったうえで、判決等に基づき賃貸人で
ある区分所有者の賃借人に対する賃料債権を差押えるしかありません。
５ そのほかには、管理組合、区分所有者、賃借人の三者間で、『賃貸人が賃借人に対して賃
料のなかから管理組合に対して管理費相当分を支払うことを求めたこと、賃借人は賃貸人の
求めに応じて賃料のなかから管理組合に対して管理費相当分を支払うことを認めたこと、管
理組合は、賃借人から管理費相当分の支払を受けることを認めたこと、賃貸人は賃借人が残
余の賃料を支払うことにより賃料全額を受領したことを認めたこと」について合意した場合に
なります。
しかし、この方法は、賃借人に一方的に手続き上の負担をかけるものであり、賃借人として
は強いて合意したいものではありません。なぜならば、本来、賃貸人が賃借人から受け取っ
た賃料のなかからキチンと管理費を支払えばよいことですから。
二

不動産会社（ご質問の場合賃貸人の代理人であるとして）の賃借人に対する賃料からの管理
費支払請求について

１ 不動産会社が賃貸人の代理人として、賃借人に対して、賃料のなかから管理費相当分を支
払うことを求めてきた場合、確かに本人である賃貸人から代理人である不動産会社に対して
当該事項が委任されているのかどうかを委任状等の提示を求めて、委任事項を確認する必
要があります。
２ そして、もし不動産会社が賃貸人の代理人として、前記１の事項について委任されていると
いうのであれば、賃貸人から賃借人に対して管理組合への管理費相当分の債権譲渡手続き
をとるよう要求すべきです。
なぜならば、本来、賃貸人が賃借人から受け取った賃料のなかから管理費を支払えば済むこと
であり、賃借人の手を煩わせるような方法をとる必要はないことなのです。

賃借人が区分所有法上の義務を負う条文は４つだけ―対比区分所有法意訳(案)-531

第６条（区分所有者(住戸所有者)の権利義務等）
趣旨
区分所有者(住戸所有者)間の基本的権利・義務として、区分所有(住戸所有)関係を基本的には
個々の所有権の集合と見て私的所有権の自由を前提としたうえで、1 項で、各区分所有者(住
戸所有者)に対して、共同の利益に反する行為を禁止し、2

項において、分譲建物(分譲マンョンを含

む)の保存(維持)・改良に必要な範囲内で他の区分所有者(住戸所有者)に専有(住戸)部分等を一時

的に使用される事を認める義務を課しています。第 3 項では、1 項と 2 項で定めたことが、区分
所有者(住戸所有者)以外の占有者(賃借人等を含む)も守る事を義務付けています。
①本条の決まりについて
イ． 当該第 6 条 1 項に対応する権利は、まず、区分所有者(住戸所有者)全員の共同の利益のために、区分
所有者(住戸所有者)全員が団体的ないし、集団的に持ち、かつ、実施すべき権利でもあります。この権利
の実施の方法については、第 57 条･第 58 条･第 59 条・60 条にて決められています。
ロ． 管理費の支払義務は分譲建物(分譲マンョンを含む)に関するもっとも基本的な義務であり、著しい管理
費の不払いは、共同の利益に反する行為に当たると判断(大阪高判平 14《2002》.5.16)されています。た
だし、「使用禁止の訴え」については否定されています。
ハ． 本条の決まりは「法律の決まり事以外の決まりは許されない事項」であり、管理規約(規約)またはその
他の合意によって変更しまたは排除することは許されませんが、逆に、「共同の利益に反する行為」を管
理規約(規約)等によって具体的に決め、其の違反に対する制裁措置も併せて決めることは許されます。
②区分所有法条文対比訳・説明における「賃借人等(占有者)」と「占有者(賃借人等を含む)」の表記の違い
「建物区分所有法条文対比訳・説明」においては、「占有者」の対象者の違いを明らかにする為に、賃借人
や区分所有者(住戸所有者)からタダで専有(住戸)部分を使う事を認められている居住者等は「賃借人等(占有
者)」とし、正当な権限を持っていない居住者と賃借人や区分所有者(住戸所有者)からタダで専有(住戸)部分を
使う事を認められている居住者の両方を指す場合は、「占有者(賃借人等を含む)」と表記しています。

３ 第 66 条では準用されていない。(強行規定)第１

第 6 条 3 項の内容 法団地関係では準用されてい

項の規定は、区分所有者以外の専有部分の

ません。(法律と異なった考え方ややり方は許されな

占有者（以下「占有者」という。）に準用する。

い事項)

第１項: 区分所有者は、建物の保存に有

専有 (住戸) 部分の賃借人等 (占有者) 、タダで

害な行為(不当毀損行為)その他建

使用している者 (占有者) または間借り人 (占有

物の管理又は使用に関し区分所

者)さらには、専有(住戸)部分を不法に使用して

有者の共同の利益に反する行為

いる者 (賃貸契約終了後も居住しているような賃借

(不当仕様行為)をしてはならない。

人) 等は、区分所有者 (住戸所有者) と同様に①

準用・・・ ある事項に関する規定を、それと類似す

「分譲建物(分譲マンョンを含む)」の保存(維持)に有

る他の事項について、必要があれば修

害な不当に物をこわす行為やその他、②「分

正を加えて当てはめること。「適用」と使

譲建物(分譲マンョンを含む)」の管理または使用に
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い分ける。

関し「分譲建物(分譲マンョンを含む)」所有者の共

改正法の変遷

同の利益に反する不当な使用行為を絶対に

①

1983 年法に同じ

してはいけません。

②

1983 年法で追加新設されました。
1962 年法においては、本条 1 項の規定は存在しま

したが 3 項の規定は存在しなかっため、民法の解釈
によって補充しようという試みがなされていました。そ
こで、第 57 条 4 項及び第 60 条と共に、本条 3 項を
設けて、占有者がすべての区分所有者に対して、直
接に本条 1 項の義務を負うことを明らかにしました。
ただし、本項は、1 項は準用されますが、２項は準
用されていませんので、占有者は他の区分所有者の
専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使
用を請求することができません。

第 46 条(管理規約《規約》および集会《総会》の決議は包括承継人・特定承継人にも及ぶ）
趣旨
本条は、管理規約(規約)および集会(総会)の決議の効力がいかなる者に及ぶかについて定め
た規定です。一般に、合意の効力は、当該合意をした当事者およびその包括承継人(相続人)
にのみ及ぶのが原則です。この原則からすれば、管理規約(規約)および集会(総会)の決議は、
区分所有者(住戸所有者)相互間の事項について区分所有者(住戸所有者)のみの意思によって定め
たものですから、区分所有者(住戸所有者)以外の者にはその効力が及ばないことになります。
しかし、区分所有者(住戸所有者)の特定承継人は、区分所有権(住戸所有権)を取得すると当然に
当該区分所有者(住戸所有者)の団体(第 3 条の団体)(管理組合)の構成員になることから、その団体
(第 3 条の団体)(管理組合)の規範たる管理規約(規約)および特定承継の時に効力を持っている既

往の集会(総会)決議に拘束されます。本条 1 項は、この事を規定したものです。
また、区分所有者(住戸所有者)以外の専有(住戸)部分の占有者(賃借人等を含む)は、区分所有者
(住戸所有者)の団体(第 3 条の団体)(管理組合)の構成員ではないですが、分譲建物(分譲マンョンを含む)

等を占有し使用する以上、その使用方法については管理規約(規約)または集会(総会)の決議で
定める規範に従う必要があり、また、賃借人等(占有者)は、区分所有者(住戸所有者)が分譲建物
(分譲マンョンを含む)等の使用方法について受けている制約に自らも服する事を前提として占有(賃

借)していると見るべきですから、この者にも分譲建物(分譲マンョンを含む)等の使用方法について

の管理規約(規約)または集会(総会)の決議の効力が及ぶと考えるべきです。このような理由か
ら、本条 2 項が設けられています。
２ 第 66 条にて団地関係に一部読み替えて適用(強

第 46 条 2 項の内容 第 66 条にて団地関係に一部
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行規定) 占有者は、建物又はその敷地若しく

読み替えて適用します。(法律と異なった考え方やや

は附属施設の使用方法につき、区分所有者

り方は許されない事項)

が規約又は集会の決議に基づいて負う義務

占有者(賃借人等を含む)は、使用方法に限っ

と同一の義務を負う。

て、「分譲建物 (分譲マンョンを含む) 」またはその

改正法の変遷

共有の敷地および共有の分譲建物(分譲マンョ

① 1983 年法に同じ。

ンを含む)附属の建物と分譲建物(分譲マンョンを含

② 1983 年法で追加新設されました。

む) の附属物(これらに関する準共有の権利を含む)

区分所有者以外の専有部分の占有者は、区分所

について区分所有者 (住戸所有者) が管理規約

有者の団体(3 条)の構成員ではないが、建物等を専

(規約) または集会 (総会) の決議に基づいて負う

有する以上、その使用方法については規約又は集

義務と同一の義務を負います。

会の決議で定める規範に従う必要があり、また、占

したがって、区分所有者(住戸所有者) 相互間

有者は、区分所有者が建物等の使用方法について

の所有権に関わるもの (住戸、共用部分等の範

受けている制約に自らも服することを前提として占有

囲および権利等) や管理に関わるもの (費用の負

している(すなわち、区分所有建物にあっては、占有者は、

担、管理者の選任・解任および職務)にはおよびま

区分所有が建物等を使用できる範囲でしか占有権限を有し

せん。

ない) と見るべきですから、この者にも建物等の使用

このことは、管理規約(規約)や集会(総会)の決

方法にての規約又は集会の決議の効力が及ぶと考

議をもってしてもこれと別の決め事をすること

えるべきです。

はできません。別の決め事をしても、その決

このような理由から、1983 年改正法によって、本条

め事は無効です。

2 項が新設されました。

第 57 条（共同の利益に反する行為の停止等の手続）
趣旨
6 条 1 項は、｢区分所有者(住戸所有者)は、分譲建物(分譲マンョンを含む)の保存(維持)に有害な行
為その他分譲建物(分譲マンョンを含む)の管理または使用に関し区分所有者(住戸所有者)間の共同
の利益に反する行為をしてはならない｣と規定し、同条 3 項は、｢1 項の規定は、区分所有者(住
戸所有者)以外の専有(住戸)部分の占有者(以下｢占有者｣という。)(賃借人等を含む)に準用する｣と規定

します。
本条は、他の区分所有者(住戸所有者)の全員または管理組合法人が、これらの 6 条 1 項およ
び 3 項で禁止されている共同の利益に反する行為を行う区分所有者(住戸所有者)に対して、そ
の行為の停止等を請求することができる事を定めると共に、集団として取れる訴訟の要件(前
提条件)および手続きについて定めています。

４(強行規定) 前３項(第 1 項･第 2 項･第 3 項)の規

第 57 条 4 項の内容 (集会《総会》でしか決議できな

定は、占有者が第６条第３項において準用す

い事項)(法律と異なった考え方ややり方は許されな

る同条(第６条)第 1 項に規定する行為をした場

い事項)

534

合及びその行為をするおそれがある場合に
準用する。

1 項(裁判によらず、その行為を中止させ、その行
為の後始末をしまたはその行為を予防するため必要

前項(第 1 項): 区分所有者が第６条第１

な警告等の手立てを取る事)･2 項(裁判をする場合に

項に規定する行為をした場合又はそ

限っては、集会《総会》の普通決議によらなければなら

の行為をするおそれがある場合に

ない。)・3 項(集会《総会》の普通決議によってだけ､原

は、他の区分所有者の全員又は管

告となり、他の区分所有者《住戸所有者》の全員のため

理組合法人は、区分所有者の共同

に裁判等を進めること) の決まり事は、賃借人等

の利益のため、その行為を停止し、

(占有者) が第６条１項に決めてある『「分譲建

その行為の結果を除去し又はその行

物 (分譲マンョンを含む) 」の保存 (維持) に有害な行

為を予防するため必要な措置を執る

為その他「分譲建物(分譲マンョンを含む)」の管理

ことを請求することができる。

または使用に関し区分所有者(住戸所有者)の共

前項(第 2 項): 前項の規定に基づき訴訟

同の利益に反する行為』(共同利益背反行為)を

を提起するには、集会の決議によら

した場合およびその行為をする恐れがある場

なければならない。

合に適用します。

前項(第 3 項): 管理者又は集会において

このことは、管理(法人) 規約(規約) や集会(総

指定された区分所有者は、集会の決

会) の決議をもってしてもこれと別の決め事を

議により、第１項の他の区分所有者

することはできません。別の決め事をしても、

の全員のために、前項に規定する訴

その決め事は無効です。

訟を提起することができる。

なお、占有者 (賃借人等を含む) を相手とする

第６条第３項 (強行規定): 第１項の規定

裁判 (調停等を含む) を進める事について集会

は、区分所有者以外の専有部分の

(総会) で決議しようとする場合には、当該賃借

占有者（以下「占有者」という。）に準用

人等 (占有者) には自己防衛のための意見陳

する。

述権(44 条 1 項)は認められていませんが、集

改正法の変遷

会(総会)に出席して意見を述べることはできま

① 1983 年法と同一

す。
しかし、不法占有者等にはその必要はあり

② 1983 年法で全文が新設されました。
イ． 1962 年法においては、占有者の共同利益背反

ません。
また、当該賃借人等(占有者)には議決権(表

行為に対し本条に相当する規定がなかったことか
ら、旧法第 5 条 1 項(現第 6 条 1 項)に基づき、各区

決権)はありません。

分所有者が個々にその行為の停止等を請求(訴訟
を含む)できると解されていました。

ロ． 第 6 条 1 項及び 3 項に規定する共同利益背反
行為に対する当該行為の停止等の請求権の帰属
主体及び内容について定め(1 項、4 項)又、その訴
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訟提起の意思決定方法及び訴訟担当について定
めました。

第 60 条（占有者《賃借人等を含む》に対する引渡しの裁判所への訴え）
趣旨
本条は、区分所有者(住戸所有者)以外の専有部分(住居)の占有者(賃借人等を含む)が共同利益
背反行為をした場合に、その占有者(賃借人等を含む)に対して、区分所有者(住戸所有者)の全員
または管理組合法人が、当該専有部分(住居)の引渡しを請求できる事を定めるものです。
専有部分(住居)の占有者(賃借人等を含む)は、分譲建物(分譲マンョンを含む)における共同の生活
関係の一員という点では区分所有者(住戸所有者)自身が専有する場合と何ら異なるものではな
く、共同の利益に反する行為を禁止してしかるべきです。
占有者(賃借人等を含む)による共同利益背反行為に対して取ることのできる手段としては、区
分所有者(住戸所有者)による共同利益背反行為の場合と異なって、57 条 4 項の規定による当該
行為の停止の請求と本条による当該専有部分(住居) の引渡しの請求のみが認められていま
す。すなわち、占有者(賃借人等を含む)に対しては、58 条で規定する使用禁止の請求および 59
条で規定する区分所有権(住戸所有権)の競売請求は認められていません。
（占有者に対する引渡し請求）

第 60 条 1 項の内容 (法律と異なった考え方ややり

第 60 条(強行規定) 第 57 条第４項に規定する

方は許されない事項)

場合において、第 6 条第 3 項において準用す

占有者(賃借人等を含む)が第 6 条１項に決め

る同条(第６条)第１項に規定する行為による区

てある『「分譲建物(分譲マンョンを含む)」の保存(維

分所有者の共同生活上の障害が著しく、他

持)に有害な行為その他「分譲建物(分譲マンョン

の方法によってはその障害を除去して共用

を含む)」の管理または使用に関し『区分所有者

部分の利用の確保その他の区分所有者の共

(住戸所有者)の共同の利益に反する行為』(共同

同生活の維持を図ることが困難であるとき

利益背反行為) をした場合およびその行為をす

は、区分所有者の全員又は管理組合法人

る恐れがある場合に、区分所有者(住戸所有者)

は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当

の共同生活上の障害が著しく、『共同の利益

該行為に係る占有者が占有する専有部分の

に反する行為の停止等の請求』(第 57 条)に決

使用又は収益を目的とする契約の解除及び

められているのと同様な、その行為を中止さ

その専有部分の引渡しを請求することができ

せ、その行為の後始末をしまたはその行為を

る。

予防するため必要な話し合い・裁判等の手立
第 57 条（共同の利益に反する行為の停止等

てを取る事を要求する方法によっては、その

の請求）第４項(強行規定): 前 3 項

障害をなくして「共用部分」の利用の確保そ

の規定は、占有者が第 6 条第 3

の他の区分所有者 (住戸所有者) の共同生活の

項において準用する同条第１項

維持を図ることが困難なときは、管理組合(第

に規定する行為をした場合及び

３条の団体)または管理組合法人は、集会(総会)
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その行為をするおそれがある場

の決議によってだけ、裁判をもつて、当該行

合に準用する。

為に係る賃借人等(占有者)が賃借等をしてい

第 6 条（区分所有者の権利義務等）第 3 項(強

る専有(住戸)部分の使用を賃貸契約の解除に

行規定): 第１項の規定は、区分

よって、その専有(住戸)部分の引渡しを要求す

所有者以外の専有部分の占有

ることができます。

者（以下「占有者」という。）に準用す
る。
同条 (第６条) 第１項 (強行規定): 区分所有
者は、建物の保存に有害な行為そ

この裁判は、賃貸契約の解除を求めるも
のなので、賃貸人たる区分所有者(住戸所有者)
と賃借人等(占有者)の両方を一緒に被告とす
る裁判となります。

の他建物の管理又は使用に関し

なお、相手方が専有 (住戸) 部分を使用でき

区分所有者の共同の利益に反す

る権限を持っていない不法占拠者等の場合

る行為をしてはならない。

は、専有 (住戸) 部分の引渡しのみの請求とな

改正法の変遷

り、当該占有者のみを被告とすることになりま

① 1983 年法と同一

す。

② 1983 年法で全文が新設された。
コメント
57 条から 59 条までの「他の区分所有者全員」と本条
1 項の「区分所有者の全員」の違いの理由
前者にあっては、相手方が常に区分所有者である
のに対し、本条の場合は、区分所有者も相手方にな
る場合とならない場合があり、その区分を条文上明
らかにしないでも、区分所有者が相手方になる時
は、全員の中から当該区分所有者が除かれるべきこ
とは、性質上もちろん解釈により導くことができると考
えられたからです。(「建物区分所有法の改正」p366)
〔蛇足〕
「請求することができる」とは
集会の決議に基づけば、賃貸借契約の解除と専
有部分の引渡しを請求できる。請求するか否かは任
意。

２(強行規定) 第 57 条第 3 項の規定は前項の

第 60 条 2 項の内容 (集会《総会》でしか決議できな

訴えの提起に、第 58 条第 2 項及び第 3 項の

い事項)(法律と異なった考え方ややり方は許されな

規定は前項の決議に準用する。

い事項)

第 57 条（共同の利益に反する行為の停止等

管理組合(第 3 条の団体)においては、賃貸人
537

の請求）第 3 項(強行規定): 管理者

以外の区分所有者 (住戸所有者) の全員の名で

又は集会において指定された区

裁判を進めることになりますが、それは実際

分所有者は、集会の決議によ

上著しく大変ですので、裁判に訴えるべき場

り、第１項の他の区分所有者の

合ごとに、集会(総会)の普通決議によって原告

全員のために、前項に規定する

となる事を指名された管理者(に擬制された理事

訴訟を提起することができる。

長) または区分所有者 (住戸所有者) が他の区分

第 58 条（使用禁止の請求）第 2 項(片面強行
規定): 前項の決議は、区分所有

者及び議決権の各 4 分の 3 以上
の多数でする。
第 58 条（使用禁止の請求）第 3 項(強行規

所有者(住戸所有者)全員のために裁判を進める
ことができます。
ただし、管理組合法人の場合は、理事(また
は理事長) が法人を代表して法人の名で裁判

を進めることになります。

定): 第１項の決議をするには、

なお、占有者(賃借人等を含む) に対する引渡

あらかじめ、当該区分所有者に

し要求の裁判にかけるとの決議は、全区分

対し、弁明する機会を与えなけ

所有者(住戸所有者)の頭数および議決権(持分権)

ればならない。

の各 4 分の 3 以上の多数で決議しなくてはな

改正法の変遷
① 1983 年法と同一
② 1983 年法で全文が新設されました。

りません。
これ等の事については、管理 (法人) 規約 (規
約 ) で多数決の数値を引き上げる場合以外

は、管理(法人)規約(規約)や集会(総会)の決議を
もってしてもこれと別の決め事をすることはで
きません。別の決め事をしても、その決め事
は無効です。
なお、『占有者(賃借人等を含む)に対する引渡
し要求の裁判にかける決議』をするには、当
該占有者 (賃借人等を含む) に対してのみ弁明
する機会さえ与えればよく、賃貸人(住戸所有者)
にはこの弁明する機会を与える必要はありま
せん。
また、弁明の機会の知らせは、掲示では足
りず、当該違反占有者(賃借人等を含む)に対し
て、あらかじめ、集会 (総会) の日時、場所、議
題(議案を含む) および当該違反行為の概要な
どが確実に知れるような方法(たとえば、内容証
明郵便)で通知しなくてはなりません。
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これらのことは、管理 (法人) 規約 (規約) や集
会(総会) の決議をもってしてもこれと別の決め
事をすることはできません。別の決め事をし
ても、その決め事は無効です。

賃借人が区分所有法上の権利をもつ条文―対比区分所有法意訳(案)
――賃借人等（占有者）の集会（総会）で意見を述べる権利と閲覧権---

第 44 条（賃借人等《占有者》が集会《総会》に出席して意見を述べる権利）
趣旨
区分所有法においては、区分所有者(住戸所有者)以外の専有(住戸)部分の占有者(賃借人等を
含む)も、分譲建物〈分譲マンョンを含む〉の管理または使用に関して共同の利益に反する行為をし

てはならず、また、分譲建物〈分譲マンョンを含む〉、敷地、附属施設の使用方法につい、区部所有
者(住戸所有者)が管理規約(規約)または集会(総会)の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負
います。
そのため、本条は、区分所有者(住戸所有者)の承諾を得て専有(住戸)部分を占有する者(賃借人
等)は、利害関係を持っている事項について集会(総会)で意見を述べることができるものとしまし

た。すなわち、賃借人等(占有者)には、本条の限度での集会(総会)の議事への関与が認められ
ます。
（占有者の意見陳述権）

第 44 条 1 項の内容 第 66 条にて団地関係に一部

第 44 条 第 66 条にて団地関係に一部読み替えて

読み替えて適用します。(法律と異なった考え方やや

適用(強行規定) 区分所有者の承諾を得て専

り方は許されない事項)

有部分を占有する者は、会議の目的たる事

イ．専有 (住戸) 部分の賃借人、ロ．正当に、

項につき利害関係を有する場合には、集会

専有(住戸)部分をタダで借りている者(イ．・ロ．併

に出席して意見を述べることができる。

せて、賃借人等《占有者》と記述)が、直接義務を負

改正法の変遷

うことになる「分譲建物(分譲マンョンを含む)」およ

① 1983 年法に同じ。

びその共有の敷地または管理組合の管理対

② 1983 年法で全文新設されました。

象となっている範囲の共有の分譲建物(分譲マ

1983 年法で、6 条 1 項、3 項、第 46 条 2 項、57 条 4

ンョンを含む)附属の建物と分譲建物(分譲マンョンを

項、60 条で占有者に対する規定が新設されたことに

含む) の付属物 (これらに関する準共有の権利を含

伴って新設されました。

む)の使用方法に限って(分譲建物《分譲マンョンを

〔蛇足〕

含む》の使用方法についての管理規約《規約》の設定・

「述べることができる」とは

変更《改正》 ・廃止の決議をする場合を含む)集会(総

権利として意見を述べることが「できる」ということ
です。権利を行使するかどうかは本人の自由。

会)の討議・決議をする場合は、賃借人等(占有

者)は、集会(総会)に出席して意見を述べること

ができます。ただし、決議に参加することはで
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きません。
なお、専有(住戸)部分の使用について正当な
権利を持たない占有者(賃借人等を含む)は、こ
れらの権利は保障されません。
このことは、管理規約 (規約) や集会 (総会) の
決議をもってしてもこれと別の決め事をするこ
とはできません。
別の決め事をしても、その決め事は無効で
す。
２ 第 66 条にて団地関係に一部読み替えて適用(強

第 44 条 2 項の内容 第 66 条にて団地関係に一部

行規定) 前項に規定する場合には、集会を招

読み替えて適用します。 (法律と異なった考え方や

集する者は、第 35 条の規定により招集の通

やり方は許されない事項)

知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及

賃借人等(占有者)が直接義務を負うことにな

び会議の目的たる事項を建物内の見やすい

る「分譲建物(分譲マンョンを含む) 」またはその共

場所に掲示しなければならない。

有の敷地若しくは分譲建物 (分譲マンョンを含む)

前項: 区分所有者の承諾を得て専有部

附属の建物と分譲建物(分譲マンョンを含む)の付

分を占有する者は、会議の目的た

属物(これらに関する準共有の権利を含む)の使用

る事項につき利害関係を有する場

方法に限っての利害関係を持っている事に

合には、集会に出席して意見を述

関して(分譲建物《分譲マンョンを含む》 の使用方法に

べることができる。

ついての管理規約《規約》の設定・変更《改正》・廃止の

第 35 条（招集の通知）(絶対規約事項②): 集

決議をする場合を含む) は、賃借人等 (占有者) に

会の招集の通知は、会日より少

は、集会 (総会) 出席権と意見を述べる権利が

なくとも１週間前に、会議の目的

認められていますので、その権利を保障する

たる事項を示して、各区分所有

ために、集会(総会)を招集する者は、招集の通

者に発しなければならない。ただ

知を発(発信)(第 35 条)するまでには、すなわち、

し、この期間は、規約で伸縮する

通知を発 (発信) する前でも、同時でもよいか

ことができる。

ら、

２ 専有部分が数人の共有に属

イ．集会(総会)の日時、場所および会議の議

するときは、前項の通知は、第

題(議案を含む)を、当該議題(議案を含む)には賃

40 条の規定により定められた議

借人等 (占有者) の意見を述べることができる

決権を行使すべき者 （その者がな

権利がある事を明らかにして、「分譲建物 (分

いときは、共有者の一人） にすれば

譲マンョンを含む)」内の見やすい場所に掲示しな

足りる。

ければなりません。

３ 第１項の通知は、区分所有者

この掲示は、
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が管理者に対して通知を受ける

ロ．区分所有者(住戸所有者)に対する通知が

べき場所を通知したときはその

掲示によってなされた場合は、その掲示をも

場所に、これを通知しなかつたと

って賃借人等 (占有者) への掲示を兼ねること

きは区分所有者の所有する専有

ができます。したがって、賃借人等(占有者) に

部分が所在する場所にあててす

対して個別に通知を発(発信)する必要はありま

れば足りる。この場合には、同項

せん。

の通知は、通常それが到達すべ

このことは、管理規約(規約)や集会(総会)の決

き時に到達したものとみなす。

議をもってしてもこれと別の決め事をすること

４ (絶対規約事項①) 建物内に住

はできません。別の決め事をしても、その決

所を有する区分所有者又は前項

め事は無効です。

の通知を受けるべき場所を通知

なお、この手続に違反があってなされた決

しない区分所有者に対する第１

議は、区分所有者 (住戸所有者) のみを拘束し、

項の通知は、規約に特別の定め

賃借人等(占有者)を直接には拘束できず、賃

があるときは、建物内の見やす

借人等 (占有者)に対しては、貸主の区分所有

い場所に掲示してすることができ

者 (住戸所有者) を通してしか、その効果を及ぼ

る。この場合には、同項の通知

せないことになります。

は、その掲示をした時に到達した
ものとみなす。
５ 第１項の通知をする場合にお
いて、会議の目的たる事項が第
17 条第１項、第 31 条第１項、第
61 条第５項、第 62 条第１項、第
68 条第１項又は第 69 条第７項に
規定する決議事項であるとき
は、その議案の要領をも通知し
なければならない。
改正法の変遷
① 1983 年法に同じ。
② 1983 年法で全文新設されました。
1983 年法で、6 条 1 項、3 項、第 46 条 2 項、57 条 4
項、60 条で占有者に対する規定が新設されたことに
伴って新設されました。

第 33 条（管理規約《規約》の保管及び閲覧）
趣旨
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管理規約(規約)は、区分所有者(住戸所有者)の団体(第 3 条の団体)(管理組合)の基本文書であり、
その規定は、区分所有者(住戸所有者)のみならず区分所有者(住戸所有者)以外の利害関係人にも
影響を及ぼします。
従って、管理規約(規約)を定める文書については、第 1 に、その保管(規約原本の保管)が確実
にされなければならず、第 2 に、区分所有者(住戸所有者)およびそれ以外の利害関係人の閲覧
に供されなければなりません。なお、賃借人は当然に利害関係人と位置付けられます。
そこで、本条は、管理規約(規約)について、1 項でその保管者を定め、2 項で閲覧請求につい
て定め、3 項で保管場所の掲示について定めています。
２ 第 66 条にて団地関係に一部読み替えて適用(強

第 33 条 2 項の内容 第 66 条にて団地関係に一部

行規定) 前項の規定により規約を保管する者

読み替えて適用します。 (法律と異なった考え方や

は、利害関係人の請求があつたときは、正当

やり方は許されない事項)

な理由がある場合を除いて、規約の閲覧 （規

前項の決まりにより管理規約(細則を含む)(規

約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁

約) を保管する者は、利害関係人の請求があ

的記録に記録された情報の内容を法務省令((区分所

つたときは、その請求が閲覧請求権の濫用と

有法施行規則第２条))で定める方法により表示したもの

認められるなどの正当な理由がない限り、管

の当該規約の保管場所における閲覧）を拒んでは

理規約 (細則を含む)(規約)の閲覧を拒むことは

ならない。

できません。

前項: 規約は、管理者が保管しなければ

管理規約(細則を含む)(規約)が磁気(磁気ディス

ならない。ただし、管理者がないと

ク・フロッピーデスクディスク)・光ディスク(CD-ROM)

きは、建物を使用している区分所

電子方式(IC カード・IC メモリー)等の電磁的方法

有者又はその代理人で規約又は

のいずれかの方法で作成されているときは、

集会の決議で定めるものが保管し

記録された情報の内容をプリンターで紙面に

なければならない。

打ち出したものかコンピューターの映像面に

区分所有法施行規則第２条: 法第 33 条
第 2 項 に規定する法務省令

表示する方法により、管理規約(細則を含む)(規
約)の保管場所で閲覧させることになります。

で定める方法は、当該電磁

なお、この管理規約(細則を含む)(規約)の閲覧

的記録に記録された情報の

は、本来は、管理者 (に擬制された理事長) およ

内容を紙面又は出力装置の

び管理規約(細則を含む)(規約)または集会(総会)

映像面に表示する方法とす

で選ばれた特定の区分所有者 (住戸所有者) 等

る。

の保管者が行うべきですので、マンション管

閲覧・・・調査のため本や書類をみること。

理業者が行う場合には、管理規約 (規約) 等に

改正法の変遷

おいてその根拠が示されている必要があり、

① 括弧書きは 2002 年改正法により追加

あくまで管理者(に擬制された理事長等)に代わっ

② 1983 年法改正において、「正当な理由がある場

て保管しているという意味で、お互いのため
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合を除いて」の文言が追加されました。

に、管理契約等を通じて｢保管してもらってい

1962 年法第 26 条３項: 前項の規定により規約を

ること｣を明らかにしておく必要があります。管

保管する者は、利害関係人の請求があ

理規約(細則を含む)(規約)閲覧を閲覧請求権の

つたときは、規約の閲覧を拒んではなら

濫用と認められるなどの正当な理由なしに拒

ない。

んだときは、金銭罰が適用(第 71 条 2 号)されま
す。
管理規約 (細則を含む)(規約) 閲覧についての
金銭罰の決まりは、管理規約 (細則を含む)(規
約) または集会 (総会) の普通決議によって管理

規約(細則を含む)(規約)を保管する者として選ば
れた者に対しても適用(第 71 条 2 号)されます。
このことは、管理規約 (規約) や集会 (総会) の
決議をもってしてもこれと別の決め事をするこ
とはできません。別の決め事をしても、その決
め事は無効です。

第 42 条（集会《総会》議事録の作成及び記載事項）
趣旨
分譲建物(分譲マンョンを含む)等の管理または使用に関する区分所有者(住戸所有者)間の事項に
ついては、原則として管理規約(細則を含む)(規約)および集会(総会)の決議によって定められ、区
分所有者(住戸所有者)およびその特定承継人は、これに拘束されます。したがって、管理規約(細
則を含む)(規約)だけでなく、集会(総会)の議事についても議事録を作成し、その保管および閲覧

が適切になされなければなりません。本条は、議事録作成および記載事項について定める規
定です。なお、１項～４項までの決まりに違反すると、議長は、20 万円の金銭罰に処せられま
す。(第 71 条 3 号)
５ 第 66 条にて団地関係に一部読み替えて適用(強

第 42 条 5 項の内容 第 66 条にて団地関係に一部

行規定)(相対的規約事項) 第 33 条の規定は、

読み替えて適用します。(法律と異なった考え方やや

議事録について準用する。

り方は許されない事項) (決め方は、管理組合法人規

第 33 条（規約の保管及び閲覧）(強行規定)(相

約・細則《規約》でも集会《総会》決議でもよい事項)

対的規約事項): 規約は、管理者

イ．議事録は、管理規約 (細則を含む)(規約) と

が保管しなければならない。ただ

同様に、管理者(に擬制された理事長等)が保管

し、管理者がないときは、建物を

しなければなりません。

使用している区分所有者又はそ

ただし、管理者(に擬制された理事長等)がいな

の代理人で規約又は集会の決

いときは、分譲建物(分譲マンョンを含む)を使用し

議で定めるものが保管しなけれ

ている区分所有者(住戸所有者)またはその代理
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ばならない。

人で、管理規約 (細則を含む)(規約) または集会

２ (強行規定) 前項の規定により

(総会)の普通決議によって指名された者が、議

規約を保管する者は、利害関係

事録を保管しなければなりません。

人の請求があつたときは、正当

管理者 (に擬制された理事長等) がこの保管義

な理由がある場合を除いて、規

務に違反した場合に限って、金銭罰が適用

約の閲覧（規約が電磁的記録で作成

(第 71 条 1 号)されます。

されているときは、当該電磁的記録に

したがって、管理者(に擬制された理事長等)が

記録された情報の内容を法務省令で

いない場合の保管者が保管義務を怠っても

定める方法により表示したものの当該

金銭罰はありません。

規約の保管場所における閲覧） を拒

これらのことは、管理規約(規約)や集会(総会)

んではならない。

の決議をもってしてもこれと別の決め事をす

３(強行規定) 規約の保管場所

ることはできません。別の決め事をしても、そ

は、建物内の見やすい場所に掲

の決め事は無効です。
ロ． 議事録を保管する者は、利害関係人

示しなければならない。
改正法の変遷

の請求があつたときは、管理規約 (細則を含

① 実質について 1983 年法に同じ。

む)(規約) と同様に、閲覧請求権の濫用と認め

② 実質について 1962 年法第 33 条 3 項と同一

られるなどの正当な理由がない限り、議事録
の閲覧を拒むことはできません。
議事録が電磁的記録 (フロッピーデスク・CD－
ROM 等)で作成されているときは、記録された

情報の内容を紙面またはコンピュター画面に
表示する方法により、管理規約 (規約) の保管
場所で閲覧させることになります。
管理者 (に擬制された理事長等) が閲覧を閲覧
請求権の濫用と認められるなどの正当な理
由なしに拒んだときは、金銭罰が適用(第 71 条
2 号)されます。

ただし、管理規約(細則を含む)(規約)の場合と
違い、管理者 (に擬制された理事長等) がいない
場合の議事録の保管者が閲覧を拒んでも金
銭罰は適用されません(第 71 条 2 号)。
これらのことは、管理規約(規約)や集会(総会)
の決議をもってしてもこれと別の決め事をす
ることはできません。別の決め事をしても、そ
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の決め事は無効です。
ハ． 議事録は、管理規約(細則を含む)(規約)
と同様に、区分所有者(住戸所有者) およびそれ
以外の利害関係人が容易に閲覧することが
できるように、その保管場所をあらかじめ決
め、かつ、その保管場所を分譲建物(分譲マンョ
ンを含む) 内の見やすい場所に掲示しなければ

なりません。ただし、これを怠った場合の金銭
罰はありません。
このことは、管理規約 (規約) や集会 (総会) の
決議をもってしてもこれと別の決め事をするこ
とはできません。別の決め事をしても、その決
め事は無効です。

賃借人と管理費支払の関係--マンション賃借人へのアドバイス№2—
※クレームは、オーナーである区分所有者(住戸所有者)を通しての主張・要求
マンションの賃借人となる方と、オーナーとなる区分所有者(住戸所有者)の方々での管理費支払
の関係等についてのトラブルがあるようです。別冊と「実践 区分所有法 など」の関連する記述
についてまとめてみました。
なお、賃借人とマンション管理組合とのトラブルが生じたとき、賃借人は、マンションの生活方
法については、管理組合規約等を守る義務があります(法第 46 条 2 項)が、基本的に管理組合に直
接権利を主張することはできません。
賃借人は、管理組合の構成員ではないため、あくまで、オーナーである区分所有者(住戸所有者)
を通しての主張・要求となります。
逆に言えば、管理組合は、管理組合規約等のマンションの生活方法について守る事以外の事
項については、賃借人に対して、直接、権利や義務を要求できません。
賃借人と管理組合の関係については、原則としてオーナー(区分所有者)

(住戸所有者)を通しての

やり取りとなります。したがって、賃借人は、マンション生活でのトラブルを管理組合(から管理を委
託されている管理会社…フロントマン)に直接主張する権利はないことになり、すべてはオーナー(区分
所有者) (住戸所有者)あるいは、オーナー(区分所有者) (住戸所有者)を代理している仲介不動産業者を介

して行う必要があります。
区分所有法第 46 条 2 項 占有者(賃借人)は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法
につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と
同一の義務を負う。
① 別冊 p．168「賃借人に管理費等を請求できる場合」より。管理組合が賃借人に管理費を請求
545

できるのは、賃借人と賃貸人(オーナー)の契約が前提。

賃借人に管理費等を請求できる場合
賃借人が賃貸人である区分所有者(住戸所有者)と連名で、管理者に対し、区分所有者(住戸所
有者)の代理人として管理費や修繕積立金を支払う旨を届け出ている場合には、賃借人に対し

管理費や修繕積立金の支払を求めることができる。(「コンメンタール区分所有法」p．165)
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．116 or p．114「賃借人等《占有者》には管理費支払義務はありません《無
効規約の実例》」)

② 「実践 区分所有法 など」p．116 or p．114「賃借人等《占有者》には管理費支払義務はあり
ません《無効規約の実例》」より。規約を定めたからといって、管理組合が、一方的に賃借人
に管理費を請求する権利はありません。

賃借人等(占有者)には管理費支払義務はありません(無効規約の実例)
第○○条(管理費) 区分所有者(住戸所有者)が管理費等を滞納した場合、管理組合は区分所
有者(住戸所有者)の承諾を得て、賃借人等(占有者)に管理費等の支払いの
請求ができる。この場合において、管理組合が区分所有者(住戸所有者)に
その承諾を求めたときは、区分所有者(住戸所有者)はそれに応じなければ
ならない。
この規約は、「区分所有者(住戸所有者)が賃貸しをしているとき、その区分所有者(住戸所有者)の
滞納管理費を賃借人等 (占有者) に対して管理組合が直接に請求できる。」としている事例で
す。まさに、無効な規約であり、賃借人等(占有者)は、この規約に従う義務はありません。
賃借人等(占有者)は、マンションの生活方法については、管理規約(規約)や集会(総会)の決議
を守る義務があります(法第 46 条 2 項)が、管理費の支払いは、生活方法の範疇には入りませ
ん。
すなわち、管理費支払を義務付けられている当事者ではない第三者の賃借人等(占有者)が
知らないうちに、管理組合と賃貸人である区分所有者(住戸所有者)間だけで、勝手に、管理費滞
納者本人の「区分所有者(住戸所有者)の承諾を得て」自分の滞納管理費は「賃借人等(占有者)に
支払わせます」との契約をすることが許されるはずはありません。
当該規約では、「管理組合は区分所有者(住戸所有者)の承諾を得て」としてありますが、このこ
とは本来ならば、区分所有者(住戸所有者)が管理費等を滞納した場合、管理費等を賃借人等(占
有者)が支払うことを、賃貸人である区分所有者(住戸所有者)と賃借人等(占有者)が直接の契約を

するべきものであり、そのうえで、賃貸人である区分所有者(住戸所有者)が賃借人等(占有者)との
当該契約内容を管理組合に報告するべき内容です。
したがって、管理組合と賃貸人である区分所有者(住戸所有者)とだけの管理規約(規約)上の取
り決め(合意)で、取り決め(合意)当事者ではない第三者の賃借人等(合意)を拘束することはでき
ないと考えます。
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賃貸人の区分所有者(住戸所有者)と賃借人等(占有者)とが連名で、管理組合側に対し、賃貸人
である区分所有者(住戸所有者)の代理人として賃借人等(占有者)が管理費や修繕積立金の支払
う旨を届け出ている場合には、管理組合が賃借人等(占有者)に対し、直接、管理費や修繕積
立金の支払いを求めることはできる(民法第 537 条)と考えます。
「管理費については、区分所有者(住戸所有者)との賃貸借契約で、賃借人が直接、管理者(に
擬制された理事長)に払い込むといった約定が定めていることが前提であり、そのうえで、『賃借

人が区分所有者(住戸所有者)に替わって負担することができる』等の管理規約を設けていない
限り、管理費支払義務者は区分所有者(住戸所有者)であり、賃借人が支払わないことを理由に
区分所有者(住戸所有者) が負担しなかったり、支払期日に遅延したりすることはできません。」
(｢マンションの法律 第 4 版 1｣p．290)とされています。(参照：別冊-p．168「賃借人に管理費等を請求できる
場合)

③ 「実践 区分所有法 など」p．116 or p．115「賃借人等(占有者)は、管理費増額がテーマの集会
(総会)で発言権が必要でしょうか」より。賃借人から徴収する管理費をいくらにするかは、賃貸

人(オーナー)が決めること。

賃借人等(占有者)は、管理費増額がテーマの集会(総会)で発言権が必要でしょうか
会議の目的たる事項(議題)につき賃借人等(占有者)に利害関係がある場合には、賃借人等
(占有者)は、集会(総会)に出席して意見を述べることができます(法第 44 条 1 項)が、管理費の値上

げが議題(議案を含む)の集会(総会)に賃借人等(占有者)が出席して意見を述べる権利はありませ
んし、その必要もありません。
賃借人等(占有者)で管理費を払っている人がいるような場合でも、本来は区分所有者(住戸所
有者)が管理組合(法第 3 条の団体)に管理費を支払う義務を負うのであり、賃借人等(占有者)には

管理組合(法第 3 条の団体)に管理費を支払う義務はありません。
もしも、賃借人等(占有者)が管理組合(法第 3 条の団体)に直接管理費を支払っているとすれ
ば、それは賃貸人の区分所有者(住戸所有者)と賃借人等(占有者)との契約上の問題(独自の約束
事)であり、管理組合(法第 3 条の団体)と賃借人等(占有者)との契約(約束事)ではありません。

考えてみてください。区分所有者(住戸所有者)は、集会(総会)で管理費が○○円と決まれば、必
ず、○○円を管理組合(法第 3 条の団体)に払わなくてはなりません。
しかし、賃貸人である区分所有者(住戸所有者)は、その住戸の賃借人等(占有者)に対して、家
賃をいくら請求するかは、誰にもとやかく言われずに自分で決めることができます。
管理組合(法第 3 条の団体)集会(総会)で管理費の増額が決まれば、区分所有者(住戸所有者)は
増額分の管理費を支払わなくてはならない義務が生じますが、賃借人等(占有者)に対しては、
増額を要求するのも、増額を要求しないのも、その賃貸人の区分所有者(住戸所有者)の意思だ
けで決まります。
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賃貸料をいくらにするかは、賃貸人と賃借人等(占有者)との約束事でしかありません。管理
費の増額が賃借人等(占有者)に影響(支障)を与える場合も、与えない場合もありうるのです。
それは、あくまでも賃貸人と賃借人等(占有者)との関係の問題であり、賃貸人の区分所有者
(住戸所有者)の判断で決まる問題です。いわんや、管理費相当額として賃貸人と賃借人等(占有

者)とで取り決めた額の内、区分所有者(住戸所有者)の賃貸人と管理組合(法第 3 条の団体)で取り

決めてられている正式な管理費額の支払義務は、区分所有者(住戸所有者) の賃貸人にありま
す。
「賃借人等(占有者)が直接義務を負うことになる『分譲建物(分譲マンョンを含む)』またはその敷地
もしくは共有となっている分譲建物(分譲マンョンを含む)附属の建物と分譲建物(分譲マンョンを含む)の
付属物の使用方法に限っての利害関係を持っていることに関して(マンションの使用方法について
の管理規約《規約》の設定・変更《改正》・廃止の決議をする場合を含む)は、賃借人等(占有者)には、集会
(総会)出席権と意見を述べる権利が認められていますが、賃借人等(占有者)の利害関係とは、

法律上の利害関係を指すのであって、単なる事実上の利害関係は含みません。」とされてい
ます。
確かに、「新しいマンション法」では、「法第 44 条で示されている賃借人の利害関係とは、法
律上の利害関係を指すのであって、単なる事実上の利害関係は含みません。例えば、「共用
部分」の修繕費とか、管理費の増額等が問題とされる場合には、賃借人等(占有者)には、賃料
の増額という形で影響(支障)がおよんでくると考えられますが、これらの場合は、いわば間接的
な利害関係であり、法律上の利害関係とはいえません」と解説とされています。
しかし、｢改訂版 区分所有法｣では、専有(住戸)部分の居住目的以外での使用禁止やペット
の飼育禁止等について集会(総会)で決議する場合などについては、「法律上の利害関係を持っ
ている」と言えない場合であっても、本条の利害関係に含まれると解すべきだ」とする指摘が
あります。
したがって、マンションの使用に関する生活上の問題等は、本条(法第 44 条 1 項)の利害関係
に含まれると解すべきなのだと考えますが、修繕費とか、管理費の増額等の問題は含まれま
せん。
招集者にとって、利害関係の有無について判断することは必ずしも容易ではないので、集
会(総会)の都度必ず招集通知の記載内容を、賃借人等(占有者)も意見を述べる必要のある議
題となるかを判断できるように掲示(法第 44 条 2 項)しておくことが必要なのだと考えます。
④ 別冊 p．174「管理費支払義務は、区分所有建物(区分所有権)を所有することから当然に負
担する債務です」より。管理費支払は、区分所有者(オーナー)の義務。

管理費支払義務は、区分所有建物(区分所有権)を所有することから当然に負担す
る債務です
管理費等は、区分所有者(住戸所有者)であれば、当然に負担しなければなりません。区分所
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有法第 19 条は、｢各区分所有者(住戸所有者)は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じ
て共用部分の負担に任じ・・・・｣と規定しています。
この点で｢人から生じる債務(人的債務)｣であるとか、｢規約に管理費等の定めがおかれて初
めて発生する債務｣などといわれます。
しかし、管理費等の支払い義務を定める規約や集会(総会)決議が仮になかったとしても、建
物共用部分や共有敷地に係る維持管理費用は、区分所有者(住戸所有者)となった者が当然に
負担しなければなりません。そのことを直接認めた裁判例(大阪地判昭和 57《1982》・10・22《判時
1068 号 85 頁》)もあります。

その判例によれば、「管理組合の組合員たる資格は区分所有権の一つの属性」であり、
「管理規約や個々の管理委託契約それ自体が管理費支払義務発生原因と考える必要は無
い｣として、管理費支払義務は、区分所有建物(区分所有権)を所有することから当然に負担する
債務であるとしています。
属性：そのものの有する特徴・性質(広辞苑)
したがって、新規分譲マンションを取得する場合は、原始管理規約に同意することによって管
理費等の負担を承認することとなります。また、中古マンション購入者、すなわち「特定承継
人」の場合は、区分所有法 8 条(特定承継人の責任)の規定もあって区分所有者(住戸所有者)となっ
た時点で当然に管理組合の構成員となり、「自分で関与しないところで発生していた滞納金債
務だから自分は支払わない」とは主張できません。(「マンションの滞納管理費等回収実務ハンドブッ
ク」p.158) (参照：「実践 区分所有法 など」p．110 or p．108｢管理費は、当然支払う義務があります」)

⑤ 「実践 区分所有法 など」p．110 or p．108｢管理費は、当然支払う義務があります」より

管理費は、当然支払う義務があります
法第 19 条（「共用部分」の管理のための費用負担および利益の分配）の決まりは、区分所有者(住戸
所有者)が、分譲建物(分譲マンョンを含む)の「共用部分」の保存(維持)や管理のための費用として

の管理費等を、当然支払うことを認めています。
マンション標準管理規約(単棟型)第 60 条 2 項では、管理費等の未収入金額について、遅延
損害金とともに、「違約金(制裁金)としての弁護士費用並びに催告(呼びかけ)および徴収の諸費
用を加算して」その組合員に請求できるとしています。
遅延損害金の利率は、管理規約(規約)に特に決まりがなくても、民法第 404 条に定める法定利
率の年 5 分(5％)を請求することができますが、管理規約で状況に応じて多少高めに設定して
おくことも滞納防止の措置の一つです(国税を滞納した場合は 14.6％)。
⑥ 「実践 区分所有法 など」p．114 or p．113｢マンションの賃貸しをする場合、賃料と管理費は
沸けて徴収する必要があります」より。修繕費は賃料に含めるべきではありません。

マンションの賃貸しをする場合、賃料と管理費は分けて徴収する必要があります
賃貸マンションの場合、管理費と賃借人への賃料を一本化して賃料としている場合がありま
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す。そのことは、賃借人からの賃料も管理費も賃貸人が受け取るものであり、両者を区別せ
ずに賃料に一本化してしまうことは、法律(民法・区分所有法・借地借家法等)上何ら問題はないこと
なのですが、賃料と管理費を明確に分けておかないと、管理費が値上げされた時、単純に管
理費値上げ分を賃料に加えて賃料の値上げとすると問題が生じる場合があります。
なぜなら、分譲マンションの賃貸契約では、賃料は賃貸人(基本的には区分所有者)が受け取る
ものなのだとする一方、管理費は法第 19 条（「共用部分」の管理のための費用負担および利益の分
配）ないし管理規約等の規定に基づき、管理組合が賃貸人(基本的には区分所有者)を経由して、

賃借人から徴収することになる点で、両者はまったく異なる性質のものだからです。
したがって、分譲マンションの管理費は、本来、区分所有者(住戸所有者)に支払義務があるも
のですから、管理費の全部または一部を賃借人に負担させる場合には、その旨および賃借人
に負担される範囲を明確に定めておくなどの注意が必要です。この点について、わかりやす
い説明がありましたので引用してみました。
「賃料と管理費を一括して賃料としている場合、集会(総会)決議等で管理費が値上りした場
合に、その管理費の値上り分をそのまま賃料の値上げとした場合は、あくまで賃料そのもの
の値上げと判断され、その値上がりが正当と認められるためには、借地借家法第 32 条 1 項が
適用され、土地・建物に関する租税その他の負担の増減、土地・建物の価格の上昇・低下そ
の他の経済事情の変動、あるいは近傍同種の建物の借賃との比較といった事情に照らし、賃
貸借契約で定めた賃料の金額が不相当に低くなったと認められる必要がある場合が有りま
す。
借地借家法第 32 条（借賃増減請求権）1 項： 建物の借賃が、土地もしくは建物に対する租税そ
の他の負担の増減により、土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下
その他の経済事情の変動により又は近傍同種の建物の借賃に比較し
て不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に
向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定
の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに
従う。
したがって、賃貸契約時において、マンション管理に必要な管理費等については、賃料とは
別の区分所有者(住戸所有者)を経由して、マンション管理組合に支払うべき管理費(実費)を賃借
人が代わって支払うものなのだということを明確にしておけば、このような値上がりした分の管
理費については、借地借家法第 32 条 1 項の適用はなく、契約時に定めた金額に拘束されず
に、賃借人に対し実際の必要額を請求することができると考えます。
なお、管理組合が区分所有者 (住戸所有者) から徴収する金額としては、通常の管理費のほ
か、駐車場その他の附属施設の使用料、将来におけるマンションの大規模修繕や建替え等
に備えた修繕積立金等がありますが、一般に修繕積立金は賃借人の負担すべき「管理費」に
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は含まれないものと解されていますので、賃貸借契約書において単に、「管理費は賃借人の
負担とする」等と定めた場合、修繕積立金も賃借人に負担させるのであれば、必ず賃貸借契
約書にその旨を明記しておく必要があります。
ただし、賃貸借契約書において修繕積立金を賃借人に負担させる旨の特約を設ける場合
でも、賃借人が消費者であり消費者契約法の適用がある場合には、民法第 606 条 1 項におい
て賃貸物の使用および収益に必要な修繕費は賃貸人の義務とされていることから、当該特約
の全部または一部が消費者法第 10 条の規定により無効とされる余地があることも考慮してお
く必要があります。」(参照：「マンション・オフィスビル賃貸借の法律相談」p．35 より)
民法第 606 条（賃貸物の修繕等）1 項： 賃貸人は、賃貸物の使用および収益に必要な修繕を
する義務を負う。
消費者契約法第 10 条（消費者の利益を一方的に害する条項の無効）： 民法、商法（明治三十二年
法律第四十八号）その他の法律の公の秩序に関しない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消費者契
約の条項であって、民法第 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ものは、無効とする。

別冊・｢実践
①

｢実践

区分所有法 など｣賃借人関係記述引用集

区分所有法 など｣p．26 「区分所有権(住戸所有権)の目的たる建物＝区分所有建物

(分譲建物)」より。賃貸している建物の法律上の名称です。

区分所有権(住戸所有権)の目的たる建物＝区分所有建物(分譲建物)
法律で、「区分所有建物」という用語が初めて定義され、使用されたのは、被災マンション法
（1995 年 3 月 24 日法律第 43 号）第 2 条にて、「建物の区分所有等に関する法律（1962 年法律第 69
号）第 2 条 3 項に規定する専有部分が属する一棟の建物（以下「区分所有建物」とします。）」とされ

てからです。
したがって、現在の区分所有法には、「区分所有」という用語はあって(法第 1 条表題「建物の区
分所有」 )も「区分所有建物」という用語はありません。

「区分所有建物」という用語は、区分所有法では使われていませんが、法務省民事局参事
官室編の「新しいマンション法」等多くの書籍では使われています。
区分所有法においては「建物｣という用語が使われていますが、第 1 章(建物の区分所有)での
「建物」は一棟の分譲建物(分譲マンションを含む)を指し、同時に、その分譲建物(分譲マンションを含む)
を「専有(住戸)部分」と「共用部分」の二つの部分に分けています。
第 2 章(団地)では、団地関係を構成する戸建住宅から分譲建物(分譲マンションを含む)までの建
物すべてを｢建物｣としています。それらの「建物」の内、複数の専有(住戸)部分のある一棟の建
物全体を「専有(住戸)部分のある建物」と表現しています。これは、分譲建物(分譲マンションを含む)
のことです。
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なお、不動産登記法には、「区分建物」という用語があります。これは、分譲建物(分譲マンショ
ンを含む)の専有(住戸)部分のことです。すなわち、「一棟の建物の構造上区分された部分で独立

して住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供することができるものであっ
て区分所有法第 2 条 3 項に規定する専有部分である(区分所有法第 4 条 2 項の規定により共用部分
とされたものを含む)」(不動産登記法第 2 条二十二号)とされています。

②

別冊-p．49 ｢不動産登記法での『区分建物』は区分所有法の『専有(住戸)部分』のことです」
より。賃借人がオーナーから借りるのは、「専有(住戸)部分」であることの前提知識として。

不動産登記法での「区分建物｣は区分所有法の「専有(住戸)部分」のことです
不動産登記法第 2 条二十二号： 区分建物 一棟の建物の構造上区分された部分で独立して
住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することが
できるものであって、建物の区分所有等に関する法律（昭和三十七年法律
第六十九号。以下「区分所有法」という。）第 2 条第 3 項に規定する専有部分で

あるもの（区分所有法第 4 条第 2 項の規定により共用部分とされたものを含む。）を
いう。
とされており、「区分建物｣は区分所有法の「専有(住戸)部分」であるとされています。
しかし、不動産登記法関連の書籍の多くでは、区分所有法の対象となる区分建物(専有部分)
の集合体としての一棟の建物を「区分建物」と表現しています。
すなわち、不動産登記法関連の書籍は、区分建物(専有部分)と一棟の建物を「区分建物」と
表現することとが、一緒くたにされ、両方を「区分建物」と表現されています。
不動産登記法関連の書籍は、「区分建物」との用語が、「専有 (住戸) 部分」を示しているの
か、「一棟の建物」を示しているのか、その区別を絶えず認識しながら読み進めていく必要が
あります。
③ ｢実践

区分所有法 など｣p．27 ｢現在の専有(住戸)部分の定義」より。現在賃借している部屋

は専有(住戸)部分です。

現在の専有(住戸)部分の定義
専有(住戸)部分とは、分譲建物(分譲マンョンを含む)の構成部分となっている隔壁(仕切り壁)、階層
(床および天井)等により独立した物的支配に適する程度に他の部分と遮断され、その範囲が明

確な分譲建物(分譲マンョンを含む)部分をいい、必ずしも周囲すべてが完全に遮断されていること
を要しないものとするのが相当(最判昭 56《1981》.6.18)とされています。
④

｢実践

区分所有法 など｣p．241or p．238 「「区分所有者(住戸所有者)の承諾を得て専有(住

戸)部分を占有する者」の範囲は?」より。賃借人も占有者の範囲です。

「区分所有者(住戸所有者)の承諾を得て専有(住戸)部分を占有する者」の範囲は?
区分所有法において、一般的に「占有者」とは、専有(住戸)部分の不法占拠者や賃貸借契約
が終了したけど善意で専有(住戸)部分を占有している賃借人あるいは、権限なき占有者として
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賃貸借契約切れの無効を賃貸人と争っているような賃借人等や専有(住戸)部分の正当な賃借
人および専有(住戸)部分を区分所有者(住戸所有者)からタダで借りているような人(使用借人)まで
広く含んだ意味を持ちます。
なお、法第 44 条（賃借人等《占有者》が集会《総会》に出席して意見を述べる権利）1 項においては、「占
有者」を「区分所有者(住戸所有者)の承諾を得て専有(住戸)部分を占有する者」としています。
すなわち、法第 44 条（賃借人等《占有者》が集会《総会》に出席して意見を述べる権利）1 項において
は、「占有者」を、専有(住戸)部分の正当な賃借人や区分所有者(住戸所有者)からタダで専有(住戸)
部分を使うことを認められている居住者(使用借人)に限定しているのです。
そして、「区分所有者(住戸所有者)の承諾を得て専有(住戸)部分を占有する者」だけは、「会議
の目的たる事項につき利害関係を持っている場合には、集会(総会)に出席して意見を述べるこ
とができる」のです。
しかし、同じ「占有者」であっても専有(住戸)部分を勝手に占拠して占有しているような不法占
拠者は別として、賃貸借契約切れの無効を賃貸人等と争っているような賃借人等(占有者)、家
賃の不払いを理由に賃貸借契約の有効性を争っている賃借人等(占有者)、無断転貸を理由に
賃貸借契約の有効性を争っている賃借人等(占有者)とは、貸主としての主張が正当か否かが
問われている段階です。
結論は先送りされています。貸主の区分所有者(住戸所有者)が正しいとは決まっていません。
賃借人等(占有者)の主張が通る場合もあり得ます。
したがって、この段階では、争っている賃借人等(占有者)に対しては、集会(総会)への出席権
と意見陳述権を認め、建物等の使用方法についての制約をできるようにしておくべきなのだと
思われます。
また、この状況下でも、争っている賃借人等(占有者)に集会(総会)への出席権と意見陳述権を
認めることで、管理組合側が不利益となる状況はないと考えられます。
⑤

別冊 p．243「『賃借人等(占有者)に決議の効力を主張できなくなる』の意味」より。賃借人と管
理組合の関係の理解のための知識です。賃借人等(占有者)は、その決議に従う必要がない場
合があります。

「賃借人等(占有者)に決議の効力を主張できなくなる」の意味
---賃借人等(占有者)は、その決議に従う必要がないということです。--賃借人等(占有者)に対する招集手続き(法第 44 条 2 項)に違反した場合、賃借人等(占有者)に、
集会(総会)決議の効力を主張できなくなるとの意味は、このような場合の集会(総会)決議は区分
所有者(住戸所有者)に対しては拘束するものとして有効な決議になるが賃借人等(占有者)にはこ
の決議の効力は直接及ぼすことはできなくなるということです。
たとえば、集会(総会)でペットの飼育禁止が決議されたとしても、区分所有法 46 条 2 項の規
定があるにもかかわらず、意見を述べる機会(44 条)を与えられなかった賃借人等(占有者)は、
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その決議に従う必要がないということです。
※「意見を述べる機会」と｢意見陳述権｣とは異なる概念である事を知っておくべし。
⑥

｢実践

区分所有法 など｣p．240 or p．237 「賃借人等《占有者》に対する招集手続が違反

したときはどうなるのでしょうか?」より。賃借人と管理組合の関係の理解のための知識です。

賃借人等(占有者)に対する招集手続が違反したときはどうなるのでしょうか?
賃借人等(占有者)に対する招集手続に「手続上瑕疵があったとしても、それは、区分所有者
(住戸所有者)を拘束する決議としての効力を左右するものではなく、ただ、その瑕疵が重大なとき

は、賃借人等(占有者)に対する関係において決議の効力を主張することができないことになる
に止まる。」(「新しいマンション法」)とされています。
⑦

｢実践

区分所有法 など｣p．240 or p．236 「賃借人等(占有者)の集会(総会)への出席は区

分所有法上の権利」より。賃借人も、管理組合総会に出席して発言できる場合があるというこ
とです。

賃借人等(占有者)の集会(総会)への出席は区分所有法上の権利
利害関係のある賃借人等(占有者)は、区分所有法上の権利として「集会に出席して」意見の
陳述ができる(法第 44 条１項)ので、集会(総会)の招集者が、賃借人等(占有者)の意見陳述につい
て文書の提出のみを認め、賃借人等(占有者)の集会(総会)への出席を認めないことは許されま
せん。
マンション標準管理規約等で、「総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事
長にその旨を通知しなければならない。」としていますが、この賃借人等(占有者)からの通知義
務は、会場の設定や議事の進行のため出席者を把握しておく実務的な考慮から必要とされて
いるものと考えられます。
したがって、仮に、あらかじめの通知がなかった場合でも、管理組合は原則としては、賃借
人等(占有者)の集会(総会)での意見陳述のための出席を拒むことはできません。
⑧

｢実践

区分所有法 など｣p．240 or p．237 「賃借人等(占有者)の意見陳述を拒むことはで

きません(無効規約の実例) 」より。

賃借人等(占有者)の意見陳述を拒むことはできません(無効規約の実例)
第○○条 会議の目的のための事項が、組合員が所有する住宅の賃借人等(占有者)の利
害に関係する場合には、理事長は、2 項の通知を発した後遅滞なく総会の日時、場所およ
び会議の目的たる事項を団地の見やすい場所に掲示しなければならない。
住宅の占有者(＝賃借人)は、利害関係を有する場合、総会に出席して意見を述べること
ができるが、あらかじめ理事長にその旨を通知し、許可を得ておかなければならない。
※ 賃借人等(占有者)に利害関係がある場合の集会(総会)への出席は区分所有法上の権利で
す(法第 44 条 1 項)。この規約の｢許可｣には、拒否の可能性を含みます。したがって、このような
許可制の規約の決まりは間違っています。この規約は無効となり、規約としての拘束力をもち
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ません。
⑨

｢実践

区分所有法 など｣p．242 or p．238 「占有者(賃借人等を含む)が使用方法について

集会(総会)の決議で定める規範に従う必要は、1983 年改正区分所有法で定められました」より

占有者(賃借人等を含む)が使用方法について集会(総会)の決議で定める規範に従う
必要は、1983 年改正区分所有法で定められました
区分所有者(住戸所有者)以外の専有(住戸)部分の占有者(賃借人等を含む)は、区分所有者(住戸所
有者)の団体(法第 3 条)の構成員ではないですが、建物等を占有(賃借等)する以上、その使用方

法については規約または集会(総会)の決議で定める規範に従う必要があり、また、占有者(賃借
人等を含む)は、区分所有者(住戸所有者)が建物等の使用方法について受けている制約に自らも

服することを前提として占有している(すなわち、区分所有建物にあっては、占有者《賃借人等を含む》は、
区分所有者《住戸所有者》が建物等を使用できる範囲でしか占有権限を有しない)と見るべきですから、こ

の占有者(賃借人等を含む)にも建物等の使用方法についての規約または集会(総会)の決議の効
力がおよぶと考えることができます。
このような理由から、1983 年改正区分所有法によって、法第 46 条(管理規約《規約》および集会
《総会》の決議は包括承継人・特定承継人にもおよぶ）2

項が新設され、2002 年改正区分所有法に引

き継がれています。
⑩

｢実践

区分所有法 など｣p．243 or p．239 「占有者(賃借人等を含む)が負う『使用方法につ

き』 同一の義務 とは 」より。賃借人が、マンション管理規約や総会決定を守らなくてはなら
ないのは、マンションの生活方法についてだけです。したがって、賃借人は、少なくとも、マン
ション管理規約を知る権利があります。

占有者(賃借人等を含む)が負う「使用方法につき」同一の義務 とは
占有者(賃借人等を含む)の分譲建物(分譲マンョンを含む)生活で守らなくてはならないことについて
は、区分所有法で決められています。
すなわち、法第 46 条(管理規約《規約》および集会《総会》の決議は包括承継人・特定承継人にもおよぶ）
2 項にて、「占有者(賃借人等を含む)は、分譲建物(分譲マンョンを含む)又はその敷地もしくは附属施
設の使用方法につき、区分所有者(住戸所有者)が規約又は集会(総会)の決議に基づいて負う義
務と同一の義務を負う。」とされ、占有者(賃借人等を含む)は、あくまで、分譲建物(分譲マンョンを含
む)生活の「使用方法についてだけ」、管理規約(規約)や集会(総会)で決められたことについて守

ればよいとされています。
賃借人等(占有者)は、管理費増額等の集会(総会)決定については、管理組合(法第 3 条の団体)
に対しての直接の義務は負わないことになります。そのため、このことについては、集会(総会)
に出席して意見を述べる必要性もないことになります。
したがって、マンション標準管理規約どおりの管理規約(規約)を作っている分譲建物(分譲マンョ
ンを含む)の場合は、規約第

5 条（規約および総会の決議の効力）2 項にて、「占有者(賃借人等を含む)
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は、対象物件の使用方法(マンション生活)につき、区分所有者(住戸所有者)がこの規約および総
会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。」とされています。すなわち、「占有者(賃借
人等を含む)も分譲建物(分譲マンョンを含む)内の使用方法については区分所有者(住戸所有者)と同じ

ように管理規約(規約) や集会(総会) 決定に従った住み方をしなければならない。」とされていま
す。
なお、管理規約(規約)でこのようなことが決まっていない場合でも、法第 46 条 2 項で同様のこ
とが規定されていますから、占有者(賃借人等を含む)には分譲建物(分譲マンョンを含む)内の「使用
方法について」はマンション標準管理規約(規約)を守らなくてはならないのと同様の義務があり
ます。
⑪

｢実践

区分所有法 など｣p．243 or p．240 「区分所有者(住戸所有者)と同様の賃借人等(占有

者)の義務は、『使用方法』に限定されます 」より

区分所有者(住戸所有者)と同様の賃借人等(占有者)の義務は、「使用方法」に限定さ
れます
賃借人等(占有者)は、管理組合(法第 3 条の団体)の構成員ではありません。しかし、賃借人等
(占有者)等も、分譲建物(分譲マンョンを含む)を共同生活の場とする点では区分所有者(住戸所有者)と

相違がないのです。
秩序ある分譲建物(分譲マンョンを含む)関係を維持し、円満な共同生活を営むためには、区分
所有者(住戸所有者)(構成員)に準ずる者として、賃借人等(占有者)にも規律をきちんと守らせること
が必要です。
そこで、区分所有法では、法第 6 条（区分所有者《住戸所有者》の権利義務等）3 項において、占有
者(賃借人等を含む)にも区分所有者(住戸所有者)と同様に、建物の保存(維持)に有害な行為、その
他、分譲建物(分譲マンョンを含む)の管理または使用に関し区分所有者(住戸所有者)の共同の利益
に反する行為をしてはならないと決めるとともに、法第 46 条(管理規約《規約》および集会《総会》の決
議は包括承継人・特定承継人にもおよぶ）2 項において、賃借人等(占有者)は、分譲建物(分譲マンョンを
含む)またはその敷地もしくは附属施設の「使用方法」につき、区分所有者(住戸所有者)が管理規

約(規約)または集会(総会)の決議に基いて負う義務と同一の義務を負うものとしたのです。
なお、その見返りに、法第 44 条（賃借人等《占有者》が集会《総会》に出席して意見を述べる権利）1 項
において、不法占拠者以外の賃借人等(占有者)に限っては、区分所有者(住戸所有者)の集会(総
会)に出席して、利害関係を持っている議題(議案を含む)につき意見を述べる権利が与えられて

います。
⑫

｢実践

区分所有法 など｣p．244 or p．240 「賃借人等(占有者)は、使用方法に限って、守れ

ばよいのです。」より。賃借人は、マンションの使用方法については、ルールを守る義務があ
ります。

賃借人等(占有者)は、使用方法に限って、守ればよいのです。
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○条 4 項 占有者は、区分所有者等がこの規約に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
これは、ある管理規約の実例です。そして、多くの管理規約で見られる事例です。この規定
通りだと、占有者(賃借人等を含む)は規約で管理費等の値上げが決まれば、その規約に従わな
くてはならなくなります。したがって、この規定の仕方は間違いです。
法第 46 条 2 項「占有者は、建物又はその敷地もしくは附属施設の使用方法につき、区分所
有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。」の確認規定のつもり
でしょうが、占有者(賃借人等を含む)は使用方法につき、「規約又は集会の決議に基づいて負う
義務と同一の義務を負う」のであって、単に、「規約に基づいて負う義務と同一の義務を負う」
のではないのです。
⑬

｢実践

区分所有法 など｣p．245 or p．241 「賃借人は管理組合に氏名等を届け出ること」

とする規約や集会(総会)の決議は有効か? ---この問題は、解説書等での記述がほとんどな
いテーマです。」より。賃借人が管理組合に最小限の名簿事項の提出義務は、オーナーとの
賃貸契約によるべきであり、自主的な提供以外、管理組合から強制されるものではありませ
ん。

「賃借人は管理組合に氏名等を届け出ること」とする規約や集会(総会)の決議は有
効か? ---この問題は、解説書等での記述がほとんどないテーマです。
「賃借人は管理組合に氏名等を届け出ること」とした、賃借人だけを対象とした規約の定め
は、賃借人等(占有者)に対しては効力がないと考えます。集会(総会)の決議についても同様と考
えます。
この当該規約の定めは、賃借人等(占有者)との単独の関係であり、規約で定めることができ
る事項に含まれていません。法第 30 条（管理規約《規約》で決めることのできる事項）1 項で、規約で
定めることのできる事項は「建物又はその敷地もしくは附属施設の管理又は使用に関する区
分所有者(住戸所有者)相互間の事項」とされ、この当該規約の定めは、区分所有者相互間の関
係ではないからです(法第 30 条 4 項)。
しかし、管理上の必要性から、当該専有(住戸)部分の賃貸人の区分所有者(住戸所有者)に対し
て、「賃借人等(占有者)は管理組合に賃借人等(占有者)の氏名・家族構成を届け出ること」の契
約を賃借人等(占有者)と結ぶように要求する規約の定めあるいは集会(総会)決議をすることは
できると考えます。
当該専有(住戸)部分の賃貸人の区分所有者(住戸所有者)に対して、当該事項について、賃借
人等(占有者)と契約を結ぶように要求することについては許されると考えます。なぜなら、当該
区分所有者(住戸所有者)には、管理組合の構成員の一員として、当該区分所有者(住戸所有者)の
賃借人等(占有者)に対する契約上の管理責任があると考えるからです。
したがって、当該区分所有者(住戸所有者)と賃借人等(占有者)とが一定の条件を前提に契約を
結び、一定の合意に達することは、契約の自由から許されると考えます。その結果として、間
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接的に賃借人等(占有者)を拘束するといった手立も許されると考えます。
なお、法第 46 条(管理規約《規約》および集会《総会》の決議は包括承継人・特定承継人にもおよぶ）2 項
で、賃借人等(占有者)が「使用方法につき、区分所有者(住戸所有者)が規約又は集会(総会)の決議
に基づいて負う義務と同一の義務を負う。｣とされているのは、あくまで、区分所有者(住戸所有
者)と同一の義務についてです。

その場合でも、法第 44 条（賃借人等《占有者》が集会《総会》に出席して意見を述べる権利）1 項によっ
て、区分所有者(住戸所有者)の承認を得て専有(住戸)部分を賃借している賃借人等(占有者)に対し
て、集会(総会)での発言権を保障することが前提です。
したがって、管理規約(規約)で賃借人等(占有者)のみが守るべき規約を決めても、賃借人等
(占有者)はそのような管理規約(規約)を守る義務は生じないことです(法第 30 条 4 項)。

確かに、集会(総会)で討議あるいは議決できる事項として「建物又はその敷地もしくは附属施
設の管理又は使用に関する区分所有者(住戸所有者)相互間の事項」との明文の規定はありま
せんが、規約で定めることのできないと法定(法第 30 条 1 項・4 項)されているような内容の事項
が、集会(総会)でなら決議できるとは考えることができません。
⑭

｢実践

区分所有法 など｣p．305 or p．302 「賃借人等(占有者)も理事長になれます。ただ

し、」より。

賃借人等(占有者)も理事長になれます。ただし、
管理規約で、賃借人等(占有者)も役員や理事長になれるとすることは可能ですが、理事長は
組合員に限定することが必要と考えます。
一般に、「規約で理事長を区分所有法の管理者とした場合、管理組合の業務執行機関とし
て区分所有法の責任を問われる場面も考えられなくはないので、一般のマンションにおいて
は、理事長は、区分所有者(住戸所有者)から選任するのが適当であろうと思われます。(会計担当
理事等も理事長に準じて考える必要があります)(「新版 マンション標準管理規約の解説」) 」とされていま

す。管理組合の中には、役員を組合員の同居家族等から選任できる旨を規約で決めている
例も多いようです。このように、規約で明文の決まりがあれば、組合員の同居人を役員に選任
することも可能です。
ただし、同居人といっても、実質的に組合員と一体と考えられるような関係にある者でなけ
ればならないと考えます。例えば組合員の伴侶、組合員の両親、兄弟等が考えられましよう。
また、成年に達している者なのだということも必要でしょう。
ただ、「組合の役員は、最終的には組合業務の執行機関として区分所有法の責任を負うこ
とになる場合もありますから、役員のうちでも重要な役職、例えば、理事長、会計担当理事等
は区分所有者(住戸所有者)から選任することが適当でしょう。(「マンション紛争の上手な対処法」より)」
とされており、「役員が組合員であることを必要とするのは、所有者が財産管理に最も関心が
高く、自覚も高いと考えられるからです。(最新「区分所有法の解説」改訂版)」とされています。
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⑮

｢実践

区分所有法 など｣p．340 or p．336 「共有のマンションの住戸(専有部分)を第三者

に賃貸しする場合は、全員の合意が必要? 」より。どちらかというとオーナー側の問題です。

共有のマンションの住戸(専有部分)を第三者に賃貸しする場合は、全員の合意が
必要?
マンションで一つの住戸(専有部分)を共有している場合は、「民法の共有」関係にあります。こ
のマンションを売却するなど処分するためには、全員の合意が必要ですが、通常の「管理」に
ついては、各共有者の持分(割合) の過半数で決します。しかし、「マンション法案内」p．49 で
は、「マンションの住戸(専有部分)を第三者に賃貸しする場合については、変更と理解(「管理」に
当たるとする見解もありますが、基本的に「変更」と解すべきでしょう。 ･･･著者注)し、全員の合意が必要で

す」とされ、なお、「民法での『変更』ですから、区分所有法の変更(法第 17 条 1 項)とは異なり、全
員の合意の対象物です(民法第 251 条)」との見解が示されていますが、この「賃貸し」は「民法で
の『変更』」との見解は腑に落ちません(※「民法での『変更』」には、処分が含まれる)。「マンションの
住戸(専有部分)を第三者に賃貸しをする場合」は利用行為と解釈され、「共有物の管理に関す
ることがら(利用行為、改良行為がこれにあたる。・・・・「口語民法第 252 条」p．142)」とされるのが一般的
ではないかと考えるからです。(「民法第 602 条の期間《建物は 3 年》を超える賃貸借契約は変更《処分》」と
の東京高裁昭和 50《1975》.9.29 があるようです。)

もっとも、民法第 252 条は任意規定でしょうから、この問題を、共有者が変更(民法第 251 条)
として捉えるか、管理(民法第 252 条)として捉えるかは、共有者自身の問題なのかもしれませ
ん。もっとも判例(最判昭和．59.2.25)では、共有物を目的とする賃貸借解除は、民法第 252 条の
管理に相当するとして、民法第 544 条 1 項の適用はないとされています。
(参照：別冊 p．295 「区分所有法の『変更』の範疇に、『賃貸し』が入るのか」)

⑯

｢実践

区分所有法 など｣p．458 or p．451 「引渡し請求の占有者の対象は、専有部分(住

居)の占有者(賃借人等を含む)

」より。管理組合から賃借人に要求できる数少ない権利の一つ

です。

引渡し請求の占有者の対象は、専有部分(住居)の占有者(賃借人等を含む)
法第 60 条（占有者《賃借人等を含む》に対する引渡しの裁判所への訴え）での対象となる占有者は、
あくまでも、専有部分(住居)を占有している者です。したがって、共有部分の敷地や共用部分の
建物等を占有している者に対しては、区分所有法の対象ではなく、管理規約あるいは、刑法
等での不法占拠者に対する刑事責任の追求の対象となると考えます。
⑰

｢実践

区分所有法 など｣p．459 or p．451 「引渡し請求の占有者には、正当な権利のな

い賃借人も含まれます」より。管理組合から賃借人に要求できる数少ない権利の一つです。

引渡し請求の占有者には、正当な権利のない賃借人も含まれます
法第 60 条（占有者《賃借人等を含む》に対する引渡しの裁判所への訴え）1 項・2 項で規定されている
「占有者」には、賃貸借契約が終了したけど善意で専有(住戸)部分を占有している賃借人ある
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いは、賃貸借契約切れの無効を賃貸人と争っているような賃借人、そして、不法占有者等も
含まれると考えます。
したがって、この条文の「占有者」を区分所有者(住戸所有者)の承諾を得た賃借人に限定する
解釈はできないと考えます。また、条文(法第 60 条)でも法第 44 条（賃借人等《占有者》が集会《総会》
に出席して意見を述べる権利）1 項のような明文での「区分所有者(住戸所有者)の承諾を得て占有部

分を占有する者」との規定はありません。
なお、悪質な不法占有者・不法占拠者には「弁明の機会」を与える必要はありませんが、悪
質な不法とまではいえない賃借人等(占有者)には弁明の機会を与える必要があると考えます。
⑱

｢実践

区分所有法 など｣p．460 or p．452 「引渡し請求の占有者には、正当な権利のな

い賃借人も含まれます」より。オーナーと賃借人との原則的な関係についてであり、テーマに
よっては、管理組合が賃借人に直接的に関与できる根拠についてです。

義務違反者の賃借人等(占有者)に対しては、本来は貸主による賃貸借契約の解
除
一般にマンションの賃貸借契約においては、賃借人等(占有者)は善良な管理者の注意を持
って賃借物を保管する義務を持っています(民法第 400 条)。(参照：p．268「善管注意義務とは」)
本来は、賃貸人の区分所有者(住戸所有者)は、賃借人等(占有者)が契約内容をよく守り、他
の区分所有者(住戸所有者)に迷惑をかけていないか監視をし、もし、賃借人等(占有者)が他の区
分所有者(住戸所有者)に迷惑をかけているときには、賃貸借契約に基づき、賃借人等(占有者)の
そのような行為を止めさせるようにしなければなりません。賃借人等(占有者)が、賃貸人の請
求にもかかわらず、これに応じないときは、賃貸人は賃貸借契約を解除して引渡し(明け渡し)を
求めることができる(「マンション管理の手引き」p．18)とされています(民法第 594 条 3 項)。
しかし、賃貸人が賃借人等(占有者)に対して適切な処置が取れるとは限りません。1983 年改
正区分所有法で、法第 60 条（占有者《賃借人等を含む》に対する引渡しの裁判所への訴え）1 項・2 項・3
項や第 46 条(管理規約《規約》および集会《総会》の決議は包括承継人・特定承継人にもおよぶ）2 項を追
加新設したことで賃貸人に依拠することなく、賃借人等(占有者)に対して、管理組合(法第 3 条の
団体)として独自の対応ができるようになりました。

すなわち、法第 46 条(管理規約《規約》および集会《総会》の決議は包括承継人・特定承継人にもおよ
ぶ）2 項では、「占有者は、建物又はその敷地もしくは附属施設の使用方法につき、区分所有

者(住戸所有者)が規約又は集会(総会)の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。」とさ
れました。
その理由は、区分所有者(住戸所有者)以外の専有(住戸)部分の賃借人等(占有者)は、区分所有
者(住戸所有者)の団体(法第 3 条)の構成員ではありませんが、(区分所有)建物等を占有(使用)す
る以上、その使用方法については規約または集会(総会)の決議で定める規範に従う必要があ
り、また、賃借人等(占有者)は、区分所有者(住戸所有者)が(区分所有)建物等の使用方法につい
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て受けている制約に自らも服することを前提として占有(使用)している(すなわち、区分所有建物に
あっては、占有者は、区分所有者《住戸所有者》が建物等を使用できる範囲でしか占有権限を有しない)と見る

べきですから、この者にも(区分所有)建物等の使用方法についての規約または集会(総会)の決
議の効力がおよぶと考えるべきだからです。
区分所有法文に依拠して、マンションによっては、規約や集会(総会)の決議によって賃借人
等(占有者)の義務を定めているものもあるようです。
1983 年改正区分所有法で法第 60 条全文が新設された意義について、「新しいマンション法」
p．323 で、次のように説明されています。
「法第 60 条（占有者《賃借人等を含む》に対する引渡しの裁判所への訴え）での対象となる賃借人等(占
有者)に対しては、本来は賃貸人による賃貸借契約の解除が前提なのだと考えますが、それ
以外の手段についての明確な規定がありませんでしたが、1983 年改正区分所有法によって、
賃貸人が違反行為を理由に賃貸借契約を解除できる場合であっても法第 60 条（占有者《賃借人
等を含む》に対する引渡しの裁判所への訴え）の請求(裁判)ができる様にした規定です。」

したがって、法第 60 条（占有者《賃借人等を含む》に対する引渡しの裁判所への訴え）は、いわゆるワ
ンルームマンションの例に見られるように、賃貸人が全く利殖目的で、賃借人等(占有者)に対
する措置を怠り、賃借人等(占有者)の行為を放置しているような場合や賃貸人が暴力団と信頼
関係があって意図的に暴力団員に賃借させているような状況の場合に、賃貸人の区分所有
者(住戸所有者)に依拠することなく管理組合(法第 3 条の団体)が独自に対応できるようにしたも
のなのだと考えます。
⑲

別 冊 p．422「占有者(賃借人等)の『意見を述べる権利(陳述権)』と『弁明する機会』は異なる
ものと理解

--2013 年マンション管理士試験から学ぶ---」より。賃借人には、時と場合によって

は、集会(総会)で意見を述べる権利があります。

占有者(賃借人等)の「意見を述べる権利(陳述権)」と「弁明する機会」は異なるものと
理解
--2013 年マンション管理士試験から学ぶ--法第 44 条 1 項では、占有者(賃借人等)は「・・・集会に出席して意見を述べることができる」と
され、法第 60 条 2 項では、法第 58 条 3 項を準用して、占有者(賃借人等)には「・・・・弁明する
機会を与えなければならない」とされています。
そして、法第 57 条 2 項では、占有者(賃借人等)を「・・・訴訟を提起するには、集会の決議に
拠らなければならない」としか定められておらず、占有者(賃借人等)が「・・・集会に出席して意見
を述べることができる」とも「・・・・弁明する機会を与えなければならない」とも規定されていま
せん。
しかし、法第 44 条 1 項で、「・・・集会に出席して意見を述べることができる」とされている規
定は、その後の条文の区分所有者(住戸所有者)の承諾を得て専有部分(住戸)を占有する占有者
(賃借人等)全てが対象となると考えます。
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したがって、法第 57 条 2 項では、法第 58 条や第 59 条・第 60 条と違い「・・・・弁明する機会
を与えなければならない」との規定が含められていないため、占有者(賃借人等)に「・・・・弁明す
る機会」は与えられていませんが、法第 44 条 1 項での「・・・集会に出席して意見を述べること
ができる」との規定は生きてくると考えます。
すなわち、57 条 2 項の規定にもとづき集会(総会)決議で占有者(賃借人等)を訴訟をすることを
決議する際には、占有者(賃借人等)に自分を保護するための「・・・・弁明する機会」は与えるこ
とはできませんが、法第 44 条 1 項にもとづいた、「意見を述べる権利(陳述権)」は与えることが
できると考えます。
「意見を述べる権利(陳述権)」とは、義務付けられたものではなく、意見を述べる権利が保障
されていると考えます。したがって、「意見を述べるか、述べないかは、本人の意思による」と
考えるのです。
対して、「弁明する機会を与えること」とは、集会(総会)主催者側の義務として、自分(当該占有
者)を保護するための「弁明する機会を与えること」が要求されるものだと考えます(参照：「実践
区分所有法 など」p．446 or p．441 ｢法律用語としての「弁明」と「聴聞」の違い」)。もちろん、その機会を

与えられた当該占有者(賃借人等)が弁明権を行使しないことは自由です。
マンション管理士試験 2013 年度の〔問 3〕の肢問 3 の問題です。正解は「誤り」とされていま
す。
3 規約により住戸専用とされている専有部分を事務所として使用している賃借人に対して、
集会決議により、管理者が当該使用の停止の訴えを提起しようとする場合は、あらかじめ、当
該占有者に弁明の機会を与えなければならない。正解は×とされています。
この設問への解答が「正解は×」とされていることは正しいと考えます。なぜなら、法第 57
条 2 項では法第 58 条や第 59 条・第 60 条と違い「・・・・弁明する機会を与えなければならない」
との規定が含められていないため、占有者(賃借人等)に「・・・・弁明する機会」は与えられてい
ないと考えるからです。
しかし、法第 57 条（共同の利益に反する行為の停止等の手続き）2 項による集会(総会)の決議によ
る訴訟提起の際に、賃借人等(占有者)に対する意見陳述権については、認めないとする見解
(「建物区分所有法の改正」p．280)と認めるとする見解(「コンメンタールマンション区分所有法」p．305、「新
しいマンション法」p.240、p.289、基本法コンメンタール・第 3 版《マンション法》p．104 等)がありますが、共通

しているのは、両者とも、「意見陳述権」を前提としての意見の違いであり、「意見陳述権」と
「・・・・弁明する機会」を異なる表現あるいは用語と理解すれば両者がそれぞれ正しい主張
(「建物区分所有法の改正」p．280 の見解は言葉足らず?)をしていることになります。
すなわち、実務的には、当方が結論付けたように、57 条 2 項の規定にもとづき集会(総会)決議
で占有者(賃借人等)を訴訟をすることを決議する際には、占有者(賃借人等)に自分を保護するた
めの「・・・・弁明する機会」は与える必要はありませんが、法第 44 条 1 項にもとづいた、「意見
562

を述べる権利(陳述権)」は与えることは必要であると考えます。「弁明の機会」と「陳述権」とは、
同じような意味にも受け取れますが、このように解釈しなくては、収まるものも収まりません。
⑳ 別冊 p．424「占有者とは、どういう人達か」より。基本的に占有者とは賃借人のことです。

占有者とは、どういう人達か
区分所有法における占有者(占有権を有している者＝占有権者) は、大きく分けると、区分所有
権・賃借権(本権)を有して占有(事実上の支配状態)をしている者と、区分所有権・賃借権(本権)を
有していないで占有(事実上の支配状態)をしている者との二つに分けることができるのだと考え
ます。
区分所有権・賃借権(本権)を有して占有(事実上の支配状態)をしている者は、①区分所有者(住
戸所有者)と②賃借人です。

本権(区分所有権・賃借権)を有していないで占有(住居の事実上の支配状態)をしている者として
〔③-1〕区分所有者(住戸所有者)の家族や同居人(占有補助者)、そして、〔③-2〕区分所有権は親
名義であるけど、実質その権利をもっている(区分所有権としての本権はもっていない)子供等がい
ます。
さらに、④本権(区分所有権・賃借権)を有していないうえに、「区分所有者(住戸所有者)の承諾も
受けていないで占有(事実上の支配状態)をしている者」もいます。この中には、単なる不法占有
者だけではなく、なんらかの理由で賃借権を争っているような人たちも含まれます。
そして区分所有法では、②賃借人と〔③-1〕区分所有者(住戸所有者)の家族や同居人(占有補
助者)そして、〔③-2〕区分所有権は親名義であるけど、実質その権利をもっている(区分所有権と
しての本権はもっていない)子供等の三者を占有者であるが「区分所有者(住戸所有者)の承諾を受け

た占有者」(法第４４条１項)としていると考えます。
したがって、本権(区分所有権・賃借権)を有していない者だけが「占有者」であると考えがち(私
だけかもしれませんが)ですが、区分所有法や管理規約に書かれる「占有者」には、賃借人を含ま

れていると考えるのが一般的のようです。
しかし、現実の運用において、②賃借人と〔③-1〕区分所有者(住戸所有者)の家族や同居人(占
有補助者)および〔③-2〕区分所有権は親名義であるけど、実質その権利をもっている(区分所有
権としての本権はもっていない) 子供等、さらには、④本権(区分所有権・賃借権) を有していないうえ

に、「区分所有者(住戸所有者)の承諾も受けていないで占有(事実上の支配状態)をしている者」を分
けて考える必要があるようです。
明文の規定は有りませんが直接の権利者ではないが区分所有者(住戸所有者)を補助する(手
足となる)立場の者である〔③-1〕区分所有者(住戸所有者)の家族や同居人(占有補助者)や〔③-2〕

区分所有権は親名義であるけど、実質その権利をもっている(区分所有権としての本権はもってい
ない)子供等は、区分所有権(本権)を背景として占有している者として、区分所有者(住戸所有者)と

同等の義務を課されていると考えます。
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したがって、法第 44 条(占有者の意見陳述権)１項における「区分所有者(住戸所有者)の承諾を受
けた占有者」は、直接的には、②賃借人(使用貸借人を含む)を指し、〔③-1〕区分所有者(住戸所有
者)の家族や同居人(占有補助者)そして、〔③-2〕区分所有権は親名義であるけど、実質その権

利をもっている(区分所有権としての本権はもっていない)子供等を除外していると考えます。
また、法第４6 条(規約及び集会の決議の効力)２項においては、②賃借人(使用貸借人を含む)と④
本権(区分所有権・賃借権)を有していないうえに、「区分所有者(住戸所有者)の承諾も受けていない
で占有(事実上の支配状態)をしている者」だけを「占有者」の範疇としていると考えます。
なお、管理組合規約で、駐車場を賃借できる権利などが「区分所有者(住戸所有者)および占有
者の所有する車の駐車に限る…｣などとされている場合には、管理組合の組合員になれる権
利や駐車場を賃借できる権利などは、賃借人には与えられないので、賃借人と占有者を分
け、〔③-1〕区分所有者の家族や同居人」および〔③-2〕区分所有権は親名義であるけど、実
質その権利をもっている(区分所有権としての本権はもっていない)子供等を「占有者」と解釈されて
いますし、そのように解釈するしかありません。
しかし、賃借人といえども代理占有者ですので「占有者」であることには変わらず、賃借権
がなくても住戸を占有している限りは、〔③-1〕区分所有者(住戸所有者)の家族や同居人そして、
〔③-2〕区分所有権は親名義であるけど、子供が実質その権利を有している(区分所有権としての
本権はもっていない子供等も「占有者」であり、賃借人と区別する根拠がなくなります。

したがって、このような規約の規定を正当なものとして容認することはできず、本来の目的
を達成するためには、占有者という用語を使用せず、明確に、「区分所有者(住戸所有者)の家族
や同居人そして、区分所有権は親名義であるけど、子供が実質その権利を有している(区分所
有権としての本権はもっていない子供等」とすべきだと考えます。

メモ
占有を法律上正当づける権利たる所有権、地上権、質権等の権利を本権というのに対し、
占有権は物に対する事実上の支配という状態そのものに法的保護を与える権利である(ウイッ
キペディア)

民法上の物権は，大きく分けると，本権と占有権に分けられます。本権とは，占有を法律上
正当なものとならしめる実質的権利のことをいいます。つまり、ある物を占有している場合、本
権があれば、その占有は法律上正当な理由があるものとして扱われるということです。
他方、占有権とは，物を事実上支配（占有）しているということそれ自体を保護するための権
利です。この占有権は、本権とは別の物権として扱われることになります。
したがって，例えば、ある不動産について本権を有しており、しかも、本権に基づいてその
不動産を占有しているという場合には、本権という物権と占有権という物権の両方を有してい
るということになるということです。この場合，本権があるので，その占有は適法ということにな
ります。
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他方，ある不動産について本権を有していないものの、占有はしているという場合には、占
有権だけが認められることになります。
ただし、この場合には、本権がないため、占有権は認められるとしても、占有それ自体は適
法とはいえないので、その不動産の本権者から物権的請求権や損害賠償請求権を行使され
る可能性はあります。(不動産問題ネット相談室・・・インターネット)
民法第 180 条（占有権の取得） 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持すること
によって取得する。
21 別冊-p．341「家賃を滞納したら勝手にカギを変えられた！ 『追い出し屋』の手法は許される
のか？」より。

家賃を滞納したら勝手にカギを変えられた！ 「追い出し屋」の手法は許される
のか？----マンション生活でも無用な情報ではないようです。インターネットの「弁護ドットコ
ム」よりの抜粋です。---家賃を滞納した人にあの手この手で嫌がらせをして、出ていくことを迫る「追い出し屋」――
「勝手にカギを変えられた」「留守中に家財がなくなっていた」など、その強引な手法は、これま
でにも数多く報道されている。
住居は、その人の生活の基盤だ。借主が家賃を滞納した結果、最終的には出ていかざるを
えないとしても、家主の側が「追い出し」のためにどんな手段を使ってもいいわけではないだろ
う。なにごとにも限度というものがあるはずだ。
もし「追い出し屋」に、理不尽といえるような嫌がらせを受けたら、どうすればいいのだろう。
家賃を滞納した落ち度がある以上、あきらめるしかないのだろうか。田沢剛弁護士に聞いた。
●大家や不動産屋の「追い出し行為」は不法行為にあたる
「緊急性が高い『特別の事情』がない限り、大家や不動産屋が、アパートの家賃を滞納した
ことを理由にして、部屋から荷物を勝手に撤去したり、鍵を交換したりすれば、借主に対する
不法行為（民法 709 条）にあたり、違法ということになります」
民法 709 条（不法行為による損害賠償）: 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を
侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

田沢弁護士はこのように説明する。借主は、このような「追い出し行為」によって生じた損害
について、賠償を請求できるのだという。なぜ、そういう結論になるのか。どうやら「自力救済
の禁止」という考え方がカギとなるようだ。
「家賃を滞納している借主に対し、大家が賃貸借契約を解除して部屋の明渡しを求めたの
に、借主がこれに応じない場合があるとします。このようなとき、通常の手続きとして、大家は
裁判所に明渡しを命ずる判決を求めます。そして、その判決にもとづいて、裁判所に明渡しの
強制執行をしてもらうことになります。他方、裁判所の力を借りずに、私的な力で権利を実現
することは『自力救済』と呼ばれ、原則として、違法な行為だとされているのです」
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●「自力救済」は原則として禁じられている
田沢弁護士は、自力救済について判断した最高裁判所の判例を引き合いに出す。
「最高裁判所は、昭和 40 年 12 月 7 日の判決で次のように述べています。『私力の行使は、
原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によったのでは、権利に対する違
法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能または著しく困難であると認められる緊急
やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内
で、例外的に許されるものと解することを妨げない』このように判示して、法的手続によらない
『自力救済』が原則として禁止されることを明らかにしているのです」
つまり、部屋から荷物を勝手に撤去したり、鍵を交換するといった行為は「自力救済」であ
り、そのような行為は原則として禁止されているので、追い出し行為は「不法行為」となるとい
うことなのだ。
「追い出し行為については、最近でも根絶されていないようで、これを違法とする下級審判
決が相次いでいるようです」。もしも「追い出し屋」に嫌がらせを受けたときは、「自力救済は禁
止されている」ということを思い出して、冷静に対処したい。
22 別冊-p．343 「大家は賃料不払いを理由として、アパートの鍵を付け替えられる？」よ
り。

大家は賃料不払いを理由として、アパートの鍵を付け替えられる？
以前に、インターネットの「弁護ドットコム」で掲載されたテーマですが[知らなきゃ損する
面白法律講座]番外編 2015 年 06 月 01 日からの抜粋です・
マンションで、住戸を賃貸ししている方もおられると思います。以前に悪質な不動産
会社の事件として新聞ネタとなったテーマですが、大家の権利と賃借人の権利の関係
という意味で面白い記事と思い転載しました。
Q
アパートを賃借しましたが、契約書に「賃借人が賃料を滞納した場合、賃貸人は賃借
人の承諾なくして部屋に立ち入り、適切な措置をとることができる」との特約条項があ
りました。 3 か月分の賃料を払わなかったのですが、ある日帰宅すると鍵が替えられて
おり、部屋に入ることができません。 これは許されるのでしょうか?
A.
正解（2）許されない
賃貸借契約が締結されると、各当事者に権利義務(債権債務)が発生します。その権利義務の
うち特に重要なのが、賃借人の賃料支払債務(賃貸人からすれば賃料支払請求権)と賃借人の賃
借物についての使用収益権(賃貸人からすれば使用収益させる債務)です。
賃貸借契約が有効に存続している限り、賃借人が自己の債務である賃料支払の履行を怠っ
ていたとしても、賃借人に物を使用収益させるという賃貸人の債務が消滅することはありませ
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ん。
鍵を取り換える行為は、借りている部屋を、賃借人が使用することができなくなる結果を招く
行為であって、賃借人に物を使用収益させるという、賃貸人が負っている債務の不履行となり
許されません。一方が債務を履行していないのに、他方は債務を履行しなければならないと
する結論は、一見すると不合理のようです。しかし、鍵を付け替えるという行為は自力救済と
して許されません。日本は法治国家ですから、よほど緊急やむを得ないといった特別の事情
がある場合以外は、法律に則った手続きで救済を求めるべきで、自力救済は許されないので
す。
下級審の判例ですが、要約すると、「法的手続によらないで賃借人の生活する権利を侵害
することになる」「法的手続によったのでは賃貸人の権利の実現が不可能又は著しく困難であ
ると認められる緊急かつやむを得ない特別の事情がある場合以外には原則許されない」「特
別の事情があるとはいえない場合に、特約を適用するのは、公序良俗に反して無効である」と
しています。
賃料未払の場合に、判例がいう特別の事情があるとは考えられませんので、賃料未払であ
ること、特約があることを理由として、鍵を交換するなどして、賃借人を排除することは許され
ないことになります。
23 別冊-p．189 「隣室から聞こえる「歌い手」の大きな声――マンション「騒音トラブル」解 決の
コツは？」より

隣室から聞こえる「歌い手」の大きな声――マンション「騒音トラブル」解決のコツ
弁護士ドットコム トピックス
は？
「上の階の女性を包丁で刺した男『生活音で殺意』」 読売新聞 2014/09/01 11 時 16 分配信
の記事がありました。関連する記述を「弁護士ドットコム トピックス」で見つけました。・・・中野メ
モ

一日が終わろうとしている深夜、自宅でくつろいでいると、隣の部屋からテレビや洗濯機の
音が聞こえてくる。集合住宅につきものの「音漏れ」問題だが、その程度であれば、まだ許せ
るだろう。
しかし、それが「大きな歌声」だったら、どうだろうか。録音・編曲がパソコンで簡単にできるい
ま、自分の歌を録音し、動画サイトに投稿するひとが増えている。もし、そんな趣味を持つ「歌
い手」が隣の部屋に住んでいて、夜な夜な大声で歌っていたら・・・。
文句を言いたいが、相手は素性も知らない赤の他人。下手な刺激は避けたいところだ。こう
した集合住宅の騒音トラブルは、どのように解決すればいいのだろうか。できるだけ穏便に済
ませるためのコツはあるのだろうか。不動産関連の法律問題にくわしい瀬戸仲男弁護士に聞
いた。
●騒音問題の 5 つのポイント
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「集合住宅での騒音は、『生活妨害』の一種とされています」
このように瀬戸弁護士話す。マンションなどでの騒音は、他人の生活を妨害することがあると
いうことだろう。「ただし」と言って、次のように続ける。
「生活妨害行為は、すべてが違法とみなされるわけではありません。社会生活を営むうえ
で、お互いの接触を避けることはできないからです。
裁判所は『客観的にみて受忍すべき限度を超えた場合に初めて違法性が認められる』とい
う考え方をしています。これを『受忍限度論』と言います」
どうやら「受忍すべき限度」を超えているかどうかが問題のようだ。もし超えてしまったら、ど
うすればいいのか。
「違法な妨害行為に対する救済手段としては、過去に起きた妨害に関しては『損害賠償請
求』、将来起こりうる妨害に関しては『差止請求』という方法が用意されています」
※ マンションなどでは、大家あるいは賃借人の個人的(民法上)な対応として『損害賠償請求』
や『差止請求』があるでしょうが、管理組合の対応として、区分所有法第５７条(共同の利益に反す
る行為の停止等の手続)１項に基づく『差止請求』の規定があります。そして、賃借人の対応が悪す

ぎる時には同第 60 条(占有者に対する引渡し請求)での対応があります。・・・・中野メモ
●どんな場合に、限度を超えたことになる？
「騒音が『受忍限度を超えたかどうか』を判断するのは裁判官です。
主に考慮されるのは、次のような事情です。
（1）公的規制上の数値との関係
（2）騒音の発生時間帯
（3）騒音の性質、程度
（4）被害を受ける側の状況
（5）被害防止措置の有無・内容」
●我慢できない場合は、裁判に訴える手もあるが・・・
こうした点に照らして、もし我慢できないという場合は、相手を訴えることもできる？
「そうですね。こういった諸要素を考慮したうえで、妨害を行っている人に対して強い態度で臨
む場合には、仮処分や調停の申立をして、最終的には訴訟を提起することになるでしょう。
※マンションで管理組合が取れる手段としては、区分所有法第５７条(共同の利益に反する行為の
停止等の手続)2 項に基づく『差止請求』の規定があります。そして、賃借人の対応が悪すぎる時

には同第 60 条(占有者に対する引渡し請求)での対応があります。・・・・中野メモ
しかし、過去の裁判例においては、『受忍すべき限度を超えていない』という理由で請求棄
却になった事例も少なくありません。
よくあるのが、フローリングの床を撤去してカーペットなどに変更しろという請求ですが、こう
いった請求はなかなか認められませんので、ご注意ください」
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瀬戸弁護士はこう釘を刺す。それに、裁判を起こすとなると、時間も費用もかかりそうだ。
「そうですね。まずは話し合いなどを通じて解決することになるでしょうから、その方法もいくつ
か考えてみましょう。
※以下のコメントは、マンションなどでの賃借人の立場での解決方法のようです。・・・・中野メモ
話し合いは、自分自身での交渉が基本ですが、間にワンクッション入れるのも良い方法です。
たとえば、賃貸マンションなら、管理会社を通じて連絡するのがいいですね。また、賃貸人（大
家さん）に頼む方法もあります」

面倒な交渉ごとを、大家がやってくれるものなのだろうか？
「賃貸人は、賃借人が目的物を円満に使用できるようにする義務を負っています。生活妨害
が発生している場合には、その『妨害行為を取り除く義務』が、賃貸人に課されていると考える
ことも可能です。
実際に、裁判では、家主が隣室賃借人の生活妨害行為を阻止しなかった事例で、家主に
対する損害賠償請求が認められたケースもあります」
大家には、貸主としての責任があるということだろう。隣の部屋の騒音に困ったら、まず、管
理会社や大家に相談してみるのがよさそうだ。
※ 弁護士ドットコムの「まず、管理会社・・・に相談」は間違いです。借主が大家に相談するの
はよいとしても、マンション管理の主役は管理会社ではありません。大家(区分所有者)はまずは
理事会に相談すべきでしょう。
24 別冊-p．624 「現在のマンション管理とは直接には関係ある様でないような問題です。―――
賃借人と転借人の賃料の支払について----」より

現在のマンション管理とは直接には関係ある様でないような問題です。
―――賃借人と転借人の賃料の支払について---民法第 613 条１項条文の「転借人は、賃貸人(家主)に対して直接に義務を負う」を読むと、賃
借人が支払期限までに賃貸人(家主)に賃料(家賃)を支払わない場合には、直ちに、転借人に賃
料(家賃)を請求でき、転借人は賃貸人(家主)への支払いを拒否できず、すでに賃借人(転貸人)に
支払っていた場合には、転借人が賃借人(転貸人)から返却してもらえばよいと考えてしまいま
す。
しかし、この解釈は間違っており、それも、二つの状況設定によりそれぞれ異なった結論に
達します。
まずは、この状況設定が、賃借人(転貸人)から賃貸人(家主)への支払期限と転借人から賃借
人(転貸人)への支払期限が同じ場合です。
設問 1．A は、その所有する建物を B に賃貸し、B はこれを適法に C に転貸した。A が B から
賃料(家賃)の支払いを受けなかったため、C に対し賃料(家賃)の支払いを請求したときは、C
は、B に賃料(家賃)をその弁済期(支払い約束日)に支払ったことを A に対抗(主張)できない。回答
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[×]
民法第 613 条（転貸の効果） 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人
(家主)に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料(家
賃)の前払をもって賃貸人(家主)に対抗することができない。

２ 前項の規定は、賃貸人(家主)が賃借人に対してその権利を行
使することを妨げない。
条文の「・・・、賃料(家賃)の前払をもって賃貸人(家主)に対抗することができない。」では、「賃
料(家賃)の前払｣についてしか規定していません。
したがって、1 項で「転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う」とされていても、賃料(家
賃)を賃借人(転貸人)に弁済期(支払い約束日)に支払った場合には、「賃貸人(家主)が転借人に対

してその権利を行使」しても意味はなく、行使しての効果が期待できるのは期限期(支払い約束
日)後で、かつ、賃料(家賃)を賃借人(転貸人)に支払っていない場合だけということになります。

つぎに、それぞれの支払時期がずれている場合です。この条文の本来の役割と意図が明
らかになります。
賃貸人(家主)と賃借人(転貸人)間の賃貸借契約における賃料(家賃)の弁済期(支払い約束日)が
6 月 25 日、賃借人(転貸人)と転借人間の賃貸借契約における賃料(家賃)の弁済期(支払い約束
日)が 6 月 30 日であるとします。

賃借人(転貸人)が 6 月 25 日までに賃料(家賃)の支払いをしない場合、賃貸人(家主)は転借人
に対して、直接賃料(家賃)を支払うよう請求できることになります。
すなわち、賃貸人(家主)は、賃借人(転貸人)の弁済期(支払い約束日)後、転借人の弁済期(支払
い約束日)前に請求できることになります。

なお、転借人の弁済期(支払い約束日)後、転借人がＢに賃料(家賃)を支払っていない場合も、
賃貸人(家主)は転借人に対して、直接支払うよう請求できます。
25 ｢実践

区分所有法 など｣p．159 or p．157 「共用部分の瑕疵に賃借人等(占有者)の責任

があるのですか?」より。賃借人には、共用部分の管理責任はありません。したがって、管理
組合が自主管理の時などでの、清掃などの要求はできません。要求すべきはオーナーに対
してです。

共用部分の瑕疵に賃借人等(占有者)の責任があるのですか?(「コンメンタールマンシ
ョン区分所有法」への疑問)
「コンメンタールマンション区分所有法」p．68 に「賃借人等(占有者)も共用部分の占有者として
日常的な管理をなしうる地位にあり、その責任を問われる余地もあることから、賃借人等(占有
者)も占有者として民法第 717 条 1 項の責任を負うべきである。」との記述がありますが、賃借

している専有(住戸)部分でならいざ知らず、賃借人等(占有者)も共用部分にまで管理義務責任
が生ずるとの記述は間違いだと考えます。(参照：別冊-p．177 「『共用部分の瑕疵に・・・があるのです
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か?』に対する補追」)

なお、4 訂版「マンション法の解説」．28 において、「専有(住戸)部分の占有者(賃借人等を含む)
は、共用部分の占有者(賃借人等を含む)ではないので、共用部分の瑕疵により生じた損害につ
いては、責任を負わなくても良いと解されている」とも記されており、または「マンションをめぐる
法律知識と Q&A」p．9 においても、「共用部分は区分所有者(住戸所有者)が全員で団体(管理組
合)(法第 3 条の団体)を構成して管理するものとされ、専有(住戸)部分の賃借人等(占有者)は共同管

理に参加できませんから、共用部分の瑕疵により生じた損害についても責任を負わなくても良
いと解されている」とされており、同様の見解が「新版注釈民法(7)」p．642 にあり、これらの見解
を支持したいと考えます。
26 別冊 p．177「『共用部分の瑕疵に賃借人等(占有者)の責任があるのですか?』に対する補追」
より。

「共用部分の瑕疵に賃借人等(占有者)の責任があるのですか?」に対する補追
---鎌野氏の見解が変化したのか、他の共著者の見解か?--｢実践区分所有法 など｣p．159「共用部分の瑕疵に賃借人等(占有者)の責任があるのです
か?」において、「『コンメンタールマンション区分所有法』稲本洋之助／鎌野邦樹 p．68 に『賃借
人等(占有者)も共用部分の占有者として日常的な管理をなしうる地位にあり、その責任を問
われる余地もあることから、賃借人等(占有者)も占有者として民法第 717 条 1 項の責任を負う
べきである。』」との記述があり、それに対する反論をしていますが、編者が鎌野邦樹・山野目
章夫(多数の著者による記述の編集者の一人が鎌野氏であるに過ぎませんが)の著作である「マンション
法」p．51 に賃借人等(占有者)の責任はないとする以下のような記述があります。その見解
は、われわれの記述で「コンメンタールマンション区分所有法」p．68 の記述に反論としていた
根拠と同一のものです。
「共用部分の設置または保存の瑕疵のために損害が生じた場合の責任の主体は、共用部
分の占有者または所有者である(民法 717 条 1 項)。しかし、3 条によれば共用部分は区分所有
者が団体を構成して管理することとされ、賃借人はこの共同管理関係に参加できないから、
共用部分に関しては賃借人が民法 717 条 1 項の責任を負わないことなり、区分所有者全員と
なる」。鎌野氏の見解が変化したのか、他の共著者の見解か?
27 別冊 p．257「法律上の利害関係がある者とは ―合人社計画研究所 相談集 第 5 版より―」
より

法律上の利害関係がある者とは ―合人社計画研究所 相談集 第 5 版より―
⑤ 区分所有者および占有者又はその代理人。
⑥ 売買などによって区分所有権を取得しようとする者および専有部分を賃借しようとする者
⑦ 管理組合に対して債権を有する者
⑧ 区分所有者から媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者などその他の規約上特段の定め
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るある者
などです。
ご質問のケースの場合(当該マンションに住んでいない区分所有者の親戚という方からの管理規約閲
覧請求)親戚の方がマンション占有者である、または専有部分を賃借する予定があるという理

由がない限り、ただ区分所有者の親戚というだけでは区分所有法上の「利害関係人」とは認
められないのでしょう。ただし、区分所有者からの委任状があり、区分所有者の代理人として
請求してきた場合は、管理者として閲覧を拒むことはできないと考えられます。
28 別冊 p．319「期限のない使用貸借(無償使用)終了の判決--大阪地裁平 4《1992》.9.16--」より。

期限のない使用貸借(無償使用)終了の判決--大阪地裁平 4《1992》.9.16-組合の集会にて無償使用の規約を廃止した後、管理組合が使用契約を解除して、広告塔
の撤去を求めた事案において、すでに 10 年程度は、業者が無償で広告塔を使用したことを理
由に、民法第 597 条の｢契約に定めた目的に従い使用および収益を終わったとき｣にあたると
して、使用貸借契約が終了したと認定。(大阪地裁平 4《1992》.9.16)
民法第 597 条（借用物の返還の時期） 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなけ
ればならない。
２ 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的
に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、
その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期
間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
３ 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったとき
は、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
29 別冊 p．430「賃貸人は、その貸借人とともに、他の居住者に迷惑をかけないように専有部分
を使用する義務を負っている。そうさせる本来の義務は賃貸人にあります。」より。

賃貸人は、その貸借人とともに、他の居住者に迷惑をかけないように専有部分を
使用する義務を負っている。そうさせる本来の義務は賃貸人にあります。
区分所有法第 46 条 2 項において、「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の
使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を
負う。」とされ、第 57 条では、「区分所有者が第６条第１項に規定する行為をした場合又は
その行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区
分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し又はその行
為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。」とされ、このことが占有
者にも準用することが第 57 条第 4 項で「４(強行規定) 前３項(第 1 項･第 2 項･第 3 項)の規定は、
占有者が第６条第３項において準用する同条(第６条)第 1 項に規定する行為をした場合及び
その行為をするおそれがある場合に準用する。」とされています。
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そして、第 60 条では、「第 57 条第４項に規定する場合において、第６条第３項において
準用する同条(第６条)第１項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著し
く、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者
の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人
は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の
使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができ
る。」とまで規定しています。
ここでいう占有者とは賃借人を表しており、マンション生活に支障を及ぼすような賃借人
に対しては、管理組合として直接に規制することが認められています。
しかし、そのために、さも、賃貸人が賃借人に責任を持つことなく、すべの責任を管理組
合に押し付けてしまう傾向があるようですが、本来は、賃貸人が賃借人に対して管理責任
を負うべきものでありそのことを認めた判例があったので転記しておきます。
区分所有建物の区分所有者である賃貸人は、その貸借人とともに、他の居住者に迷惑を
かけないように専有部分を使用する義務を負っているとして、自己の専有部分の賃借人の違
法な使用状況を放置したために他の専有部分の賃借人に損害が発生したときは、その不作
為が不法行為となるとした裁判例(東京地裁平成 17 年 12 月 14 日判決)
(1) コメント
本裁判例は、一般的に見られる区分所有者間の紛争ではなく、区分所有者からの賃借人同
士の紛争において、相手方(被告側)の賃貸人である区分所有者の不法行為責任も併せて追
及された事案においてなされた判決です。賃貸人たる区分所有者も、区分所有法第 6 条第 1
項、第 3 項に基づいて、他の専有部分の賃借人に対する関係でも他の居住者に迷惑をかけ
ないよう専有部分を使用する義務を負い、自己の専有部分の賃借人に対して適切な措置を
怠った場合にはその不作為について不法行為責任を負うと判示しました。区分所有者自身が
近隣住民に直接迷惑をかけていない場合にも、不法行為責任を負いうるとした点で、区分所
有者の専有部分管理の際に非常に参考になります。
(2) 裁判例
「(区分所有法)6 条 1 項は、区分所有者に対し、建物の使用に関し、区分所有者の共同の利益
に反する行為を禁止しているところ、同項は、同条 3 項において、区分所有者以外の専有部
分の占有者に準用されているから、賃貸人と賃借人はそれぞれが他の居住者に迷惑をかけ
ないよう専有部分を使用する義務を負っているということができる。
しかし、専ら賃借人が専有部分を使用している場合も、賃貸人の前記義務が消滅するもの
ではなく、賃貸人は、その義務を履行すべく、賃借人の選定から十分な注意を払うべきであ
り、また、賃貸後は、賃借人の使用状況について相当の注意を払い、もし、賃借人が他の居
住者に迷惑をかけるような状況を発見したのであれば、直ちに是正措置を講じるべきである。
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本件ビルに係る『管理組合アコード新宿使用規則』及び本件地下店舗賃貸借契約によれ
ば、賃貸人は、賃借人が、前記使用規則 14 条に反し、拡声器の使用、その他により高音又は
雑音を発し、又は高声を発した場合やその他の使用者に迷惑を及ぼし不快の念を与える行
為をした場合、あるいは本件地下店舗賃貸借契約 15 条に反し、賃借人が他の賃借人の専有
使用に著しい妨害を与えた場合には、賃貸人は同契約を無催告で解除することができる。
このように、賃貸人は、賃借人が他の居住者に迷惑をかけるような態様で専有部分を使用
している場合には、その迷惑行為の禁止、あるいは改善を求めることができると解され、さら
には、本件地下店舗賃貸借契約を解除することによって、迷惑な状況を除去しうる立場にある
といえる。
したがって、賃貸人がその是正措置を採りさえすれば、その違法な使用状態が除去される
のに、あえて、賃貸人がその状況に対し何らの措置を取らず、放置し、そのために、他人に損
害が発生した場合も、賃借人の違法な使用状況を放置したという不作為自体が不法行為を構
成する場合があるというべきである。」としたうえで、慰謝料 100 万円の請求を認めました。

〔など編〕
エレベーター
エレベーターの維持費を安くしたい
―――「マンション管理組合の理事になったとき最初に読む本」p．108 より--「火災時における高齢者など自力避難困難者の安全確保に向けて、エレベーターでの避難を
実現する国内初の建物が完成した。」として、ケンプラッツ建築・住宅メール - 2014/4/17 にて、3
月に開業した東京・本郷の順天堂医院の新病棟が紹介されています。
「東京消防庁は 2013 年 10 月、階段での避難が難しい高齢者や障害者に限り、火災時の避難
に非常用エレベーターを使うことを認める指導基準を導入した。高層のビルやマンションの増加
に伴う対策だ。新病棟はこれに基づく認定第 1 号になる。
東京消防庁の指導基準は、都の火災予防審議会が 13 年 4 月にまとめた答申を踏まえたもの
だ。非常用エレベーターは従来、火災時の消防活動に使うことを想定してきたが、新基準では消
防署長に届け出て検査を通れば、避難誘導用として活用できるようになった。水平避難を可能と
する一時避難エリアの設置が条件になる。必要な面積や設置位置、防災センターとの通話装置
や標識の設置などの規定を満たす必要がある。
答申では今後の課題として、エスカレーターを使った避難誘導、音以外の火災警報装置の設
置を挙げている。防災まで含めたバリアフリー化は喫緊の課題。新病棟の防災計画は建築実務
者にとって有力な具体例となるだろう。」とされています。
これらの情報は、一般のマンションでは、まだまだ現実の課題ではないでしょうが、今回は、
「実践 区分所有法 など」の中の「エレベーターのメンテナンス関連について」 (p．596orp．593)で
「エレベーターのメンテナンス契約を独立系かメーカー系とするかの選択」について述べています
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が、同様の認識が「マンション管理組合の理事になったとき最初に読む本」p．108 に記述されて
いましたので紹介しましょう。
※エレベーターの維持費を安くしたい!
メンテナンスの契約方法や業者を変更することで、エレベーターの維持費は確実に安くできま
す。４割安くなった例もあります。

保守契約の変更で維持費を安くする
エレベーターの保守点検の契約にはフルメンテナンス(FM)契約とパーツ・オイル・グリス(POG)契
約があります。FM 契約は、保守点検すべてを含んだ契約です。一方、POG 契約は、点検と注油
などだけの契約で、部品交換は別に費用がかかりますが、保守点検費は FM 契約の６割ぐらい
ですみます。
築年数が若く修理の少ないうちは POG 契約で経費を抑え、修理が多く出始める１５年目以降ぐ
らいから FM 契約にすることも選択肢の一つです(この選択肢に対応できる業者がいるかどうか、またその
必要があるかどうかは不明・・・中野)。

独立系業者に頼むのも維持費削減に効果的
エレベーターのメンテナンスは、そのエレベーターを製造したメーカーの系列会社が行ってい
る場合がほとんどです。以前は製造したメーカーが系列メンテナンス会社以外に部品を売り渋っ
ていましたが、公正取引委員会の指導や裁判によって、現在は製造したメーカーと関係ない独
立系の業者も、不自由なく部品を調達できるようになっています。特殊なエレベーターでない限り
は、安い費用でしっかり保守点検してくれる独立系業者に依頼するのもよいでしょう。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．596 or p．588「エレベーターのメンテナンス関連について」)

エレベーター:設置の建築規制を一部緩和へ
毎日新聞 2014 年 05 月 23 日 11 時 56 分（最終更新 05 月 23 日 13 時 52 分）

◇階段しかない既存のマンションなど増設が容易に
国土交通省は２３日、エレベーターの設置についての建築規制を７月上旬に一部緩和する方
針を固めた。オフィスビルなどで、より高い建物を建てることができるようになるほか、階段しかな
い既存のマンションや戸建て住宅で、エレベーターの増設を容易にし、高齢者が住む住宅などの
バリアフリー化を促進する狙いもある。建築基準法の一部改正が必要となるため、今国会で審
議する。
国交省住宅局によると、ビルなどを建てる際、これまではエレベーターの床面積も建物の容積
率に加算しなければならなかった。そのため、容積率の制限ぎりぎりに建てられた建物では、エ
レベーターの増設が事実上不可能だった。
今回の規制緩和が認められれば、エレベーターの床面積分は建物の容積率から除外されるこ
とになり、比較的簡単な改築工事でエレベーターを取り付けることが可能になる。建築年数の古
い共同住宅や戸建て住宅などでは居住者の高齢化が進んでおり、国交省は「市場に速やかに
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対応してもらうためにも、７月上旬の早期実施を決めた」とし、バリアフリー化の一助になると期
待している。
また、規制緩和が中高層ビルなどの新規建設に与える影響は大きい。新築の建物にも適用さ
れるため、約３％とされるエレベーターの容積率を他の目的に転用でき、従来よりも高いビルや
マンションを建てることができる。
２０２０年の東京五輪開催などの建設ラッシュが期待される建設・不動産業界にとって、大きな
メリットといえる。大手ゼネコンの清水建設は「建築基準法の一部改正は歓迎。オフィスビルや集
合住宅などの事業性の向上につながる」（栗山茂樹・設計本部長）とコメントしている。【高橋昌紀／デ
ジタル報道センター】

用語集
付郵便送達の記述についてお尋ねします。著者のご返事をいただけないでしょう
か。
※ 早稲田経営出版編集部様
｢マンション管理実務のための マンション管理適正化法｣マンション管理士親泊 哲・日下部理絵
早稲田経営出版

2,800-＋税 2012．3．30p．177 において、滞納期間 3～6 ヶ月で使う方法と

して、付郵便送達（かきとめゆうびんにふするそうたつ）のことが紹介されていますが、この方法は、一
般的な方法ではなく、相手が裁判所からの郵便物（特別送達郵便）を受け取らない場合等、裁判所
が相手に書類(訴状)等を郵送したことを証明するための方法であり、この方法(相手が送達住所に確
かに居住しているとの調査報告書と相手の住民票を添付して付郵便送達申請書を裁判所に提出)の採用の必

要はないと考えます。
そもそもが、この方法は、滞納管理費の催促の手段というよりは、相手が居留守等を使って裁
判所からの郵便物（特別送達郵便）を受け取らない場合等、裁判所が相手に書類(訴状)等を郵送し
たことを証明するための民事訴訟法上の手続き方法なのではないでしょうか。
万が一、滞納管理費の催促方法として使うことがあるとしても、何段階もの過程を経た後、裁
判などで、それも、稀に生じる手段でしかないと考えます。記述の位置から判断できるような、滞
納期間 3～6 ヶ月で使う方法ではないと考えます。
※ 出版社の返事
拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
このたびは、弊社書籍をご利用・ご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
先週いただきました弊社書籍『マンション管理実務のためのマンション管理適正化法』に関す
る質問書につき、ご回答が遅くなり、申し訳ございません。著者に確認を取りました。次のように
回答申し上げます。
※ 著者の回答
“177 頁の該当箇所において『付郵便送達』を提案すること”は、中野様のご指摘通り「実務上現
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実的ではない」提案でした。
177 頁 ②滞納期間 3～6 か月 ・・・。もし、配達証明付き内容証明書を送付しても戻ってくるよ
うであれば、「付郵便送達」にします。
※「付郵便送達」とは
裁判の被告となる・・・
上のこの記述につきましては、もともと 178 頁の中ほど（法的手続きの紹介の後）に次のような記述
で挿入されるべきフレーズであったところ、校閲、校正が万全ではなかったことなどに起因して、
不完全な記述で現在の箇所に挿入されてしまったものです。
（正）178 頁 16 行目 「ただし現実には・・・」の上に挿入
もし、それまでに送付していた配達証明付き内容証明書が戻ってきてしまっていたような場合
には、法的手続きに必要な郵便も受け取られない可能性があるため、「付郵便送達」にすること
なども検討します。
上記内容は、正誤として後日弊社 HP にて発表させていただきます。
貴重なご指摘に、感謝申し上げますとともに、お手数、ご迷惑をおかけしましたことを重ねてお詫
び申し上げます。今後、本の編集・制作にあたりましては十分に精査してまいります。
※ コメント
この問い合わせは「回答は、以前（昨年６月２７日）、お問い合わせいただいた際に添付した文書となります。私
どもの勘違いや、何かのトラブルによって、中野様に届いていない可能性もあるため、本メールにも前回と同じ回
答文を添付させていただきます。｣として返送されたものです。
事実、この「回答」は受信していませんでした。この結果等から判断できるのは、出版社の編集者を経由した問
い合わせは、なんらかの返事があるということです。まずは問い合わせ、返事がなければ確認することです。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．410 or p．405「管理費等の滞納対策としての管理規約(規約)の提案」)

建物の付属(附属)物と附属の建物
建物の付属(附属)物、すなわち建物に付属(附属)し、効用上その建物と不可分の関係にあるも
の(たとえば、その建物のために設けられた電気の配線、ガス・水道の配管、冷暖房設備、消化設備、昇降機等)
は、その構造上専有部分(不動産登記法では「区分建物」と称する)に属すると認められるもの以外のも
のは、法律上当然に共用部分となる。
なお、この建物の付属(附属)物は、建物外に設けられた貯水槽、塵芥焼却炉等のようなものも
含まれるのであって、建物の内部にあることを必要としないが、附属の建物は、これに含まれな
い(法第 4 条 2 項)。
附属の建物とは、区分所有の建物に対して従物的な関係にある別個の建物であって、付属(附
属)物と異なり、当然には共用部分とはならないが、規約によって共用部分とすることができる(法
第 4 条 2 項)。附属の建物は、それ自体所有権の目的となるものであるから、一棟の建物の内部に

ある物ではなく、その外部にあるものと解すべきである。(｢これからのマンションと法｣p．271)
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(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．28 or p．27「『建物の部分』、『建物の付属物』、『附属の建物』 とは」)

署名と記名
契約書を作成する場合、契約当事者が自分の名前を記す方法として、署名と記名がありま
す｡署名とは、本人が自筆で氏名を手書きすることです。筆跡は人によって異なり、筆跡鑑定を
行えば、署名した本人が契約した証拠として、その証拠能力はきわめて高くなります。これに対し
て記名とは、自署以外の方法で氏名を記載することです。
例えば、他人による代筆、ゴム印を押したもの、ワープロで印刷する場合などです。記名は本
人の筆跡が残らないため、署名に比べて証拠能力が低くなります。
しかし、新商法第 32 条「この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名
に代えることができる。」と規定され、記名に押印を加えることで、署名に代えることができるとさ
れています。つまり、署名＝記名＋押印ということになり、契約においては押印は不要で、署名
があれば契約は有効ということになります。
しかし、日本では署名だけの契約書は不十分で、不安な感じがするのも事実です。一般的に
署名にも捺印するというのが通例であり、署名の場合にも捺印してもらうのが安全といえるでしょ
う。法的な証拠能力としては、署名は盗難の心配がないため、証拠能力として高いと思われま
す。
署名捺印（＋住所）
署名のみ（＋住所）
記名押印（＋住所）
記名のみ（＋住所） 正式な効力とは認められない。
の順になっています。
※ 捺印と押印
捺印と押印の違いにつきましては、どちらも“ハンをおす”という行為を表している言葉であり、
「押捺」（おうなつ）という言葉もあるぐらい、全く同じ意味を持ち、使い分けられることも少ない言葉
です。「捺印」と「押印」は正しくは署名捺印（しょめいなついん）と記名押印（きめいおういん）と使用し
ます。
自分で直接名前を筆記用具で記すこと（サイン）をいい、記名は自分の名前を例えばゴム印を
押したり、予め契約書に印刷しておいたりすると、すなわち署名以外の方法で自分の名前を記す
ことをいいます。
押印、捺印はいずれも印章を押すことですが、署名には捺印が、記名には押印がそれぞれ対
応して用いられます。
署名という行為が並行してあるものに捺印（捺す）の文字を使い、記名した場合や印鑑のみを
押すだけの行為に対して、押印 （押す）の文字を使い、両者を使い分けています (web「はんこ豆辞
典」)。なお、遺言書での「印」は、拇印(指印含)も認められています（最高裁平成元年２月１６日判決）。
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(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．9「用語の説明(2)」《議事の経過・結果・押印、捺印〔なついん〕・署名・記名》)

署名と捺印(押印)の関係
議事録に署名があっても、捺印(押印)を欠く場合は、その作成名義や内容の真実性を欠き、適
法な議事録とはいえない。ただし、署名が議長や出席組合員の自署であることが証明された場
合のみ、適法な議事録に準じた証明力が認められる(｢実例でわかるマンション管理紛争解決マニュア
ル｣p．90)。

※ 指摘されている内容は正しい様です。しかし、用語の使い方が間違っています。「署名」と
は、「本人の手書きによるサイン」すなわち「自署」のことだと考えます。
したがって、本来なら、「署名が議長や出席組合員本人のものであることが証明｣とされるべ
きなのではないでしょうか。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．9「用語の説明(2)《議事の経過・結果・押印、捺印・署名・記名》」)

押印と捺印は違うのか――「署名押印」は正しい使い方です・迷走の最終結論――
押印と捺印については、「実践 区分所有法 など」や「別冊」などで、「署名捺印」が正しいと書
いてきましたが、最終的には、「署名押印」といった表現は、「正しい」という結論です。「捺印」
か「押印」かに関して述べるならば、「捺印」と「押印」は同じであり、「捺印」は、口語体採用前
の法令一般について用いられていた言葉であり、口語体採用後の法令においては、常用漢
字に「捺」という字がないため、「押印」の文字に置き換えられた経過があるようです。旧不動
産登記法(３６条１項柱書)では、申請書類などに「署名捺印」が要求されていましたが、現行法下
では、「記名押印」に軽減されています。
【インターネットより】
「はんこ」を押すことを「捺印」または「押印」と言いますが、この二つの呼び方に違いはあるの
でしょうか。調べてみたところ、二つの説に行き当ります。
1. 「署名」に対しては「捺印」、「記名」には「押印」を使うという説です。
しかし、なぜそのように使い分けるようになったのか、「署名押印」「記名捺印」という表現は日
本語として間違っているのか、私が調べた限りでは定かなことは分かりませんでした。意味は同
じだけど、「署名捺印」「記名押印」と使い分けた方が無難、といったところでしょうか。
2. 日常的には「捺印」と使うことが多く、法律上は「押印」と使う場合が多い、という説です。
その根拠は、昔から「捺印」と使われていたのが、当用漢字が制定された当初「捺」が当用漢
字に入らなかったため、公文書では「押印」を使うようになり、日常では「捺印」が残った、というも
のです。しかし、辞書を引くと、共に「印を押すこと」とあり、違いは見受けられません。
※ 「捺印」は、口語体採用前の法令一般について用いられていた言葉のようです。口語体採用
後の法令においては、常用漢字表に「捺」という字がないため「押印」の文字に置き換えられまし
た。事実、民法でも「捺印」という用語はありません。第 470 条で「押印」として使われているだけ
です。旧不登法では「捺印」という用語が使われていましたが、現行不登令で使われている「押
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印」と同じであるとされています。
署名に捺印、記名に押印という考え方は通用しないようです。事実、区分所有法でも「署名押
印」とされていて、「署名捺印」とはされていません。
(参照：「実践

区分所有法など」p．9「用語の説明(2)(議事の経過・結果・押印、捺印・署名・記名)」 、p．329「議

事録作成の目的と署名捺印(なついん)（押印）の意義 」 、「実践

区分所有法など」-p．402 「署名と捺印(押印)

の関係」、別冊-p．577「署名と記名｣)

元年は最初の年の「意」です。０年ではなく、1 年です。平成元年は平成 1 年のことで
す。
ちょっと先走りすぎた話ですが、現天皇が死んで、元号が「平成」から新しい元号に変わった
最初の年が元年です。マンション管理費の滞納に対する時効は 5 年間です。その時の時効は、
元年から満 5 年経過した年です。元号が○◆4 月 1 日だとすれば、○◆6 年 5 月 1 日が満 5 年
目です。
辞書によれば、元年(がんねん) とは、年号の改まった最初の年。すなわち、「昭和元年」、「平
成元年」はそれぞれ、「昭和 1 年」「平成 1 年」を表わしていることになります。
改めて指摘されると当然のことですが、何気なく「０」年と勘違いしてしまうことはないでしょう
か。
期間をカウントするときに時々勘違いしてしまいます。平成元年 1 月 1 日から 10 年目は平成１
0 年ではなく、平成 11 年 1 月 1 日です。

1—--2—--3—--4—--5—--6—--7—--8—--9—--10――11
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

こんなことをテーマにしたひっかけ問題です。

Q
「A は、B 名義で登記されている B 所有の甲土地につき、平成元年４月１日から所有の意思をも
って、善意で、過失なく、かつ、公然と占有を開始した。その後も占有を継続している。
そこで、平成 5 年 4 月 1 日に B から甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をした C は、
平成 10 年 5 月 1 日(占有期間は、平成元年 4 月 1 日～平成 10 年 5 月 1 日…中野)、A に対し、所有権に
基づき甲土地の明け渡しを請求した。C 請求は認められるか。」

A
認められません。A が占有を開始しているのは所有権のない B の土地です。A は、権利なく土地
を占有している不法占有者です。したがって、A が「善意で、過失なく、かつ、公然」と占有してい
ても、満 10 年経過しなくては、時効取得できません。
【解説】
10 年間の短期時効の問題です。民法第 162 条 2 項では、「２ 10 年間、所有の意思をもって、
平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過
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失がなかったときは、その所有権を取得する。」とされています。
この設問では、平成元年 4 月 1 日から平成 10 年 5 月 1 日までの期間は満 10 年ですかと問
いかけているのです。平成 10 年 5 月 1 日は平成元年 4 月 1 日から満 9 年しか経過していない
のです。

意思と意志(インターネット「ALC」より)
「意思」は法律用語としても用いられますが、これは法律のために新しく作られた言葉ではなく、
「意志」と「意思」は別々の言葉として初めから存在しています。
「意思」は個人の思想や思考を表す中立的な言葉で、決定的ではなく漠然とした思いに対して
も用いられます。一方で「意志」は、個人の中ではっきりと決定された意向、意図を表します。
この違いは、「意志」が「強い」「弱い」、「意志強固」「意志薄弱」など強弱にして表せるのに対
し、「意思」はそのように表現できないことからも確かめられます。
「意思」はもともとはっきり決まっているわけではないため、「強い」「弱い」などのように「意思」
同士を比べることはできないのです。

遵守(じゅんしゅ)義務・誠実義務・忠実義務、そして注意義務と善管注意義務
遵守(法律などに従い、よく守る・・・広辞苑)義務
規約第３条 (規約及び総会の決議の遵守義務) ： 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するた
め、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
２ 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなけ
ればならない。
誠実(他人や仕事に対して真面目で真心をこめる・・・広辞苑)義務
規約第３７条(役員の誠実義務)： 役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細
則等」という。) 並びに総会及び理事会の決定に従い、組合員のために、誠実に

その職務を遂行するものとする。
忠実義務・・・職務などを忠実に行う義務のこと・・・広辞苑
会社法第 355 条（忠実義務）： 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株
式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
※ 忠実義務とは、善管注意義務を敷衍(ふえん)(おし広げて)し、かつ一層明確にしたにとどまるの
であって、・・・通常の委任関係に伴う善管注意とは別個の、高度な義務を規定したものとは解
することができない(最大判昭和 45 年 6 月 24 日民集 24-6-625)。
注意義務・・・ ある行為をするに当たって一定の注意すべき義務。その基準により「善良なる
管理者の注意｣と［自己のためにすると同一の注意］とに分れる。その違反が法
律上の責任ないし制裁をもたらす意味において法律上の義務とされる。・・・広辞
苑

善管注意義務(「広辞苑」に記載なし)・・・ 参照：「実践 区分所有法 など」p．268or p．265「善管
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注意義務とは」
民法第 644 条（受任者の注意義務）： 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意を
もって、委任事務を処理する義務を負う。

天然果実と法定果実
※ 天然果実 物の経済的用法にしたがって収取される産出物。乳牛の乳、りんごの木になる果
実
ある物から自然に生み出される利益や価値。たとえば、土地に埋蔵されている鉱
や土地上の稲から収穫されるお米など。
物の用途に従って直接に収取する産出物。稲、牛乳、鉱物の類(広辞苑)。
ただし、乗馬用の馬の子は果実ではない。乗馬用の馬の経済的用法は「乗るこ
と」だからだ。
※ 法定果実 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物のこと(広辞苑)。賃料・利息・地
代がその代 表

動産と不動産
動産･･･※不動産以外のもの(民法)(用語集より)
※ 登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以
内に収穫することが確実であるものおよび裏書の禁止されている有価証券以外の有
価証券を含む。(民事執行法)(用語集より)
※ 土地およびその定着物以外の、一切の有体物。ただし法律上無記名債権は動産と
みなされ、船舶は不動産に準じた取り扱いを受ける。(広辞苑)
不動産･･･※ 土地と建物(用語集より)
※ 土地およびその定着物(土地に固定している物)(民法第 86 条１項) (用語集より)
※ 物のうち容易にその所在を変え難いもの。民法上、土地および建物･立木のよう
な土地の定着物。(広辞苑)
コラム(「山本浩司の automasystem 民法Ⅰ第２版」

早稲田経営出版 p.321 より)

土地およびその定着物は、不動産とされる(民法第 86 条１項)。
樹木は土地の定着物であり、一般に、不動産(土地の一部)であるが、仮植中のものは動産とさ
れる。
建物は、常に、独立の不動産である。
また、立木の集団が立木法の登記をすると、独立の不動産となり、立木だけの所有権移転の
他抵当権設定登記もできるようになる。
また、立木法の登記を受けない立木の集団についても、明忍方法により独立の不動産として
取引を第三者に対抗することが可能となる。
動産については、不動産以外の物はすべて動産とする(民法第 86 条 2 項)という規定の仕方がさ
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れている。
問題は、債権と動産の境目だが、無記名債権は動産とみなされる。たとえば、商品券、乗車券
の類である。動産であるということは、即時取得の対象となるということである。
貨幣も動産の一種であるが、通常は、物としての個性がなく、価値そのものと考えられてい
る。したがって、即時取得の規定は適用されない(もちろん古銭などは別論)。

譲渡（じょうと）という用語について
譲渡（じょうと）・・・特定の権利、財産又は法的地位を他人に移転させることをいう。
(権利・財産などを)ゆずり渡すこと(広辞苑)。

譲り受ける 他人から譲られて自分のものとする。また、頼んで譲ってもらう。
「譲渡」・「譲り受ける」には、「法的地位を他人に移転させる」、「譲られて自分のものとする」と
されていますが、無償で「譲り受ける」あるいは無償で「譲る」贈与のように「無償で」がまず頭に
浮かびます。
しかし、本来は、売買などを含んだ意味だと思われます。法律関係での「譲渡」・「譲り受け
る」・「譲る」といった用語は、「売買等」と読み替えた方が理解できる場合が多いようです。

譲渡（じょうと）という用語について-２
別冊-p．582 「譲渡（じょうと）という用語について」にて、「『譲渡』・『譲り受ける』には、『法的地
位を他人に移転させる』、『譲られて自分のものとする』とされていますが、私などは、無償で『譲
り受ける』あるいは無償で『譲る』贈与のように『無償で』がまず頭に浮かびます。
しかし、本来は、売買などを含んだ意味だと思われます。法律関係での『譲渡』・『譲り受け
る』・『譲る』といった用語は、『売買等』と読み替えた方が理解できる場合が多いようです。」とし
ましたが、その実例を紹介しましょう。
事例
乙は、甲の土地を、その占有の開始の時(H6)に善意・無過失で 10 年間瑕疵なく占有し、時効
が完成(H16)し登記を得ていた。
が乙の時効完成前(H15)に丙が甲の土地を譲り受け、乙の時効完成後(H17)に登記を得た場合
では、民法上、丙はすでに甲の土地を譲り受けた所有者であっても、登記が遅れているだけな
のである。したがって、時効取得者である乙の勝ちとなる。
といった事例を理解するためには、土地の｢所有者｣となるには、土地の時効取得と土地の譲
り受けがあることを正しく認識することが必要です。
そして、「丙はすでに所有者であって｣の意味は、「丙が甲の土地を譲り受け」の部分を「丙が
甲の土地を売買等で購入し」と読み替えることによって、「丙はすでに所有者となった｣との意味
を実感できると思うのです。
そして、「登記｣の意味は、土地の所有そのものを意味するのではなく、第三者(丙)に対して、
「所有していることを公示」して所有していることを証明する手続きでしかないのです。
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すなわち、登記することによって初めて正式な所有者であることが第三者(丙)に対して証明(主
張)できるということです。

そして法律では、登記手続の早い者勝ち(原則として善意・悪意の別なし)であると決められていま
す(民法第１７７条)。そのために、どちらが先に土地の「所有を公示」しているかが問われるのです。
「登記が遅れているだけ」とは、売買によって「丙は所有者である｣ことを主張する手続きが乙
より遅れていたことを示しており、登記することによって、丙(第三者)より先に時効完成後(H17)に所
有者となったことを主張している乙の勝ちとなるのです。
このような事例の場合でも｢譲渡｣・｢譲り受ける｣・｢譲る｣(譲り渡し)といった用語は、｢売買等｣と
読み替えた方が、登記(手続)等との「所有の仕方」の違いが明確になって、事例の理解が早まる
ように思うのです。

譲渡（じょうと）という用語について-3
別冊－p．582「譲渡（じょうと）という用語について｣、別冊－p．583「譲渡（じょうと）という用語
について-2｣で述べたことの補完的な記述です。
｢譲渡｣という用語を「ただで譲渡する」、｢ただでゆずる｣と理解してしまいます。すなわち、
｢譲渡｣とは取引 (売買) ではないと思いがちなのです。よほど意識していないと、頭に｢ただ
で・・・｣が付いた認識をしてしまいます。
｢譲渡｣という用語には、｢ただで・・・｣という意味も含まれているようです。しかし、法律用語
として使われる｢譲渡｣という用語には、｢ただで・・・｣は含まれていないように感じます。
そんな自分自身に生じている混乱からの記述です。

中野メモ

民法で即時取得が成立するためには、取引行為が有効であることが要件となっています。し
たがって、｢所有者でないものが伐採した立木をその者から譲り受けた場合には、即時取得が認
められるか｣との設問に対する回答として、「譲り受けた｣をどのように理解するかによって正否が
分かれるのです。
「譲り受ける」という用語に限定して言いますと、他人から譲られて自分のものとする。また、頼
んで譲ってもらう。といつた意味だとされる場合があり、無償で「譲り受ける」あるいは無償で「譲
る」贈与のように「無償で」の意味も持っているようです。しかし、譲渡には売り渡すという意味も
あるようです。
法律関係での「譲渡」・「譲り受ける」・「譲る」といった用語は、「売買等」と読み替えた方が理
解できる場合が多いようです。
事実、先の設問での「譲り受けた｣は取引行為と解釈されており、｢売買等がなされた｣とされ、
｢即時取得が認められる｣とされています。
第 192 条（即時取得） 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善
意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得
する。
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共有と合有と総有の関連性
――しつこく、共有・合有・総有について -――

組合であるか社団であるかによって、その団体の財産に対する構成員の所有権の性質も
異なるとされています。その性質の違いを「共有」と「合有」と「総有」として表わされています。
ひとつの物を複数の人が所有する場合の法律関係は、原則的には、物権法(民法)が定めてい
る「共有」ですが、これは全く個人主義的なもので、いつでも自由に単独所有に分割が可能(民法
第 256 条)です。

これに対して、財産を所有する複数の人々との間に、ある程度団体的な拘束があると、「共
有」のように自由に分割したり持ち分を処分したりできなくなります。これを「合有」と呼びます。
さらに団体的拘束が強くなると個々の構成員の持ち分というものを念頭に置くことさえ困難に
なり、集団でひとつのものを所有しているが、個々の構成員に持ち分はなく収益機能しか残らな
いという形態となります。これを「総有」と呼びます。
したがって、これらの概念は、団体的拘束の強さを反映して、組合(契約によって成立する旧民法上
の)における財産所有は合有であるが、社団においては総有であると論じられます。

その実際上の意味は、個々の構成員がもはや自由に処分できない団体の財産が形成されて
いるということにあります。(「民法Ⅰ」第 4 版 p.221 より)
(参照：「実践 区分所有法 など」p．81 or p．80「『これらに関する権利を含む。』とは準共有物に対する権利のこと
です。」、p563 or p555「総有とは・・・・」)

再度、総有・合有・共有について
1．総有
｢権利能力なき社団｣の所有形態は｢総有｣である。(規約があり、管理者が選ばれていて、定期的に総
会を開く管理組合は｢権利能力なき社団｣とされている。)

総有の場合、構成員に「持ち分」がない。「持ち分」がないとは、財産的な見返りがないというこ
と。
たとえば、｢地域の自冶会｣に、みなさんが年会費を払い続けたとして、いざ｢引っ越します。さよ
うなら｣というときに｢今までの会費を返金しろ｣とはいえない。
また、自冶会のお祭り用の神輿についても、その使用権はあるが、しかし、引っ越すから神輿
の一部を切り取って手渡せというわけにも行かない。持ち分がないとはそういう意味である。
しかし、その代わり、権利能力なき社団の債務について、構成員が責任を負わされることもな
い。自冶会の借金を，みなさんが被ることはないわけである(マンション管理組合の場合はちょっと違う
様です・・・中野)。

２．合有
民法上の組合の所有形態が｢合有｣の例である。たとえば、３人が共同で焼き芋屋を始めるケ
ースである。
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この場合、持ち分は潜在的にはある。ここに、潜在的にというのは、各人の持ち分を勝手に売
却することができないからだ。組合員は、その持ち分を処分しても、このことを組合に抵抗できな
いのである(民法 676 条)。だから持ち分が潜在化している。が潜在化したにせよ持ち分はある。
その意味は、損益分配ができる(焼き芋屋の利益を配分できる)し、組合員が脱退する場合には持ち
分の払戻しが可能となっている(民法 681 条)。
しかし、その代わり、組合の債務について、構成員が責任を負わされることはある(民法 675 条)。
３．共有
共有の場合、持ち分は顕在化する。共有持ち分権の本質は｢所有権｣であるとされ、目的物が
一つであるために一定の制約があるに過ぎない。
たとえば、３名が共有する土地があったとしよう。この場合、各人が持ち分を売却するにも、抵
当権を設定するにも他の２名の同意は不要である。
このことは、この土地が、３軒の家で、共同で使用する道路部分であると考えるとわかりやすい
であろう。家を売るとき、道路部分も一緒に、自由に売れなければ困るのである。 (「山本浩司の
automasystem 民法Ⅰ第２版」 早稲田経営出版 p.319 より)

共有の三つの形(共有・総有・合有)
※ 共有
多数の者が独立した所有権を持っていて、その所有権の目的である物が一つであるというよ
うな型で、狭い意味での共有。
この型の場合は、共有している者相互の関連性がうすく、それぞれの者の所有権(一つの物のう
ち自分の持分について成り立つので、持分権と呼ばれる)は独立し、他人とは関係なしにこれを住に処分

できる。また、いつでもその物を分割することを求めて、自分だけの所有にすることができる。
※ 総有
共同で所有している者が集まって一つの団体を作り、その物の処分は団体だけがすることがで
き、各個人はその物を利用することができるだけであるという場合。
この場合には、それぞれの所有者は独立した所有権を持たないし、従って持分権というものも
あり得ない。単に、そうした団体に属するということで、その物を利用できるということにすぎない
型(口語民法第 249 条)。
共有が、各人は持分を共有し、最終的には分割請求をして単独所有となることを予定した規定
であることに対して、各人が共有物の持分を持たず分割請求もできないとする概念で、講学上の
概念。
※合有
収益権は各構成員に帰属するが、共通目的のために団体的制約を受けるため分割請求がで
きず、持分権の処分が制限されている共同所有の形態の一つ。
それぞれの所有者は独立した所有権を持つが、その物が全部の共有者のために一定の目的
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に利用されなくてはならないという制限があるため、この目的が遂げられるまでは、自由に持分
を処分することも出来ないし、分割も出来ない共有の形。ただし、解散時には、残余財産が構成
員に分配されることが「総有」との違いです。(参照：「実践 区分所有法

など」p．81 or p．80｢『これらに関

する権利を含む。』とは準共有物に対する権利のことです。」、p．563 or p．555「総有とは・・・・」)

共有には「狭い意味での共有」・「総有」・「合有」の三つがある
――再々度、総有・合有・共有について---すでに「共有」｢総有」｢合有｣について 3 回記述してきましたがもう一つ理解しきれない部分
があるため、再々度、口語六法全書(自由国民社)の民法第 249 条の注解からの抜粋です。
共有というのは、一つの物を多数の者が所有している場合に成り立つ関係であるが、厳密に
いうとこのような関係には三つの型がある。
一つは、多数の者が独立した所有権をもっていて、その所有権の目的である物が一つであると
いうような型で、これは狭い意味での共有である(本節の共有は全部この型である・・・区分所有法の基本的
な考え方も同様ですが一部修正されています・・・中野)。この型の場合は、共有している者相互の関連性が薄

く、それぞれの者の所有権(一つの物のうち自分の持ち分について成り立つので、持分権とよばれる)は独立
し、他人とは関係なしにこれを自由に処分(区分所有法では規制されています・・・中野)できる。また、いつ
でもその物を分割することを求めて、自分だけの所有にすることができる(区分所有法では規制されてい
ます・・・中野)。

これに対して、第二の型は、共同で所有している者が集まって一つの団体を作り、その物の処
分は団体だけがすることができ、各個人はその物を利用することができるだけであるという場合
である。この場合には、それぞれの所有者は独立した所有権をもたないし、したがって持分権と
いうものもあり得ない。単に、そうした団体に属するということで、そのものを利用できるということ
にすぎない。このような型を「総有」という。入会権は、その性質上総有であるといわれている。
第三の型は、第一と第二の型の中間のもので、それぞれの所有者は独立した所有権をもつ
が、その物が全部の共有者のために一定の目的に利用されなければならないという制限がある
ため、この目的が遂げられるまでは、自由に持ち分を処分することもできないし、分割請求もでき
ない。このような型を｢合有｣とよぶ。組合財産、相続財産は、民法で共有とされているが、その性
質からみて、合有とする学説もある。
民法で共有とよばれる形の中には、これらの三つがあるが、本節のものは全部第一の型であ
る。

「持ち分」と「持分」どっちがどっち
「実践 区分所有法 など」では、主に「持ち分」という用語を使用しています。確かに、民法条
文などでは、主として「持分」という用語が使われています。
しかし、「口語 民法」 (自由国民社) では、条文では「持分」という用語を使い、解説部分では、
「持ち分」という用語を使用しています。
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さらに、広辞苑では、「持ち分」(共有物について各共有者が一定の割合で有する権利すなわち持ち分権
を指すこともあれば、また、その割合自体をさすこともある。)とされ、「持分」(もちぶ)(所有すべき部分。もちぶ
ん。)と分けて表記されています。

要はどちらでも間違いではないようですが、本来は「持ち分」が正しく、条文で使われている「持
分(もちぶん)」は、民法条文独特の使い方と理解します。
したがって、民法条文の解説的な部分では、「持分(もちぶん)」を使用し、一般の文章の際は、
「持ち分」を使うようにしています。
(追) 送り仮名についての昭和４８年の内閣告示(内閣告示第二号・昭和 56 年 10 月 1 日内閣告示第三号 改正)で、送り
仮名の原則を示す基準が設けられ、それに基づくと、「持分」は「持ち分」となるようです。
そして、その前書きで、「二 この『送り仮名の付け方』は、科学・技術・芸術その他の各種専門分野や個々人の
表記にまで及ぼそうとするものではない。」とされていますから、法律条文と一般の文章とは送り仮名の付け方が異
なることは認められているようです。

「持分の価格の過半数」？？？
多数決等をカウントするには、頭数あるいは各自の「持分」だけが判れば良いではないか、何
故「価格」も含めて、「持分の価格」などと七面倒な表現方法をとるのだろうか。これは、「実践区
分所有法 など」を読み始めた方の最初の疑問でした。
これは、民法の条文表現なのです。
民法第 252（共有物の管理） 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持
分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすること
ができる。
例えば、共有する目的で一台の車を購入した場合、それぞれの単なる持分範囲ではなく、持
分量を厳密に表わすにはどうしたらよいでしょうか。一番明確なのは、車の購入の際に、各共有
者が支払った価格割合によって(従い)決める方法ではないでしょうか。
たしかに、「51 人は 100 人の過半数」といった人間の頭数でのカウントの仕方はしますが、「51
円は 100 円の過半数」というような「物」を対象にしたカウントの仕方はあまりしないと思います。
すなわち、民法の基本的な考え方には、所有権としての私有財産権の物的な管理・処分を扱っ
ているので、持分について、価格を基準として、処理することにしているのだと思われます。
したがって、お互いの車を使う時間(管理に関する事項)などの物事を決める際に、多数決で決め
なくてはならないような場合には、その物事の対象物の持分量は価格で判断するのが一番すっ
きりすると考えたのです。すなわち、それぞれの持分量は、それぞれの車への支払い額すなわ
ち支払い価格として表わされています。したがつて持分の価格の過半数で決めるとは、二人の
共有者しかいなければ、どちらかの持分量すなわち支払価格が多い方で決めるということになり
ます。
三人の共有者がいたとして、車購入価格が６０万円で、それぞれが２０万円ずつ支払ったとす
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れば、二人の支払い分合計、すなわち持分価格の４０万が過半数となりますので、車の使い方
(管理に関する事項)に関する事項はその当該二人の意見が一致すればそれで決まりということで

す。
民法でのカウントの仕方は、人数の頭数ではなく、その持分(専有している所有権)が基準になる
ということです。そして、持分は価格で表わすのが一番簡明だということでしょう。
したがって、区分所有法での決議方法に、区分所有者の頭数と議決権(専有(住戸)部分の持分)の
両方が必要とされるのは、区分所有法の世界では、民法の私有財産権の物的な管理・処分の
ほか、人的な管理を対象を含むために、区分所有者の頭数もカウントに取入れた決議方法とさ
れているのだと考えます。
普通決議では区分所有者の頭数と議決権(持分)の両方の過半数。特別決議)では区分所有者
の頭数と議決権(持分)の両方の 4 分の 3(建替え決議では 5 分の 4)以上。
すなわち、区分所有法は、民法の所有権の考え方を取り入れたというよりも、特別法として、
人的管理の問題を取り込んだといった方が良いのかもしれません。
ただ、区分所有法の原則としてのカウント方式では、議決権である専有(住戸)部分の持分につ
いても、規約等でその価格で持分量を表す方法を採用する場合もあるでしょうが、個々の専有(住
戸)部分の床面積単価を統一した上で、床面積の持分量だけで表わしているのだと考えます。(参

照：「実践 区分所有法 など」p．１2 or p．１1「用語の説明《4》」、p．614 or p．609「民法リスト」)
(追) この記述は、「実践 区分所有法 など」の読者から「持分の価格の過半数」って誤植ではないのかとの問合
わせにヒントを得て書いたものです。
自分でも、当初は違和感を感じながら、時間の経過とともに、真の意味を理解しないままに、当たり前として慣れ
てしまっていたりすることは多いのだと思います。今回は、「区分所有者の頭数」というテーマが、区分所有法を理
解する上で、重要なキーワードだということを改めて知らされる貴重な機会となりました。
そんなことを思い知らせれる出来事でした。しかも、このような問合わせは、当事者としてはものすごく嬉しいもの
です。「実践 区分所有法 など」での疑問点など是非ご一報ください。歓迎します。

不真正連帯債務者とは
本来関係のない者同士が、区分所有法の規定に基づき連帯して責任を負うことをいい、本来
の連帯債務者ではないので、区別して｢不真正連帯債務者｣という。
(参照：別冊-p．164「あれ!当事者間の契約なしには、滞納管理費を支払った特定承継人は、管理費を滞納してい
た前区分所有者《住戸所有者》に自分が支払った滞納管理費を請求できない?」)

民法上の「錯誤」と登記法上の「錯誤」の違い
登記法上の錯誤…記録されるべきでない事項が記録されている場合。
民法上の錯誤・・・法律行為の要素に勘違いがあること(民法 95 条)。
広辞苑の錯誤・・・ あやまり。間違い。事実と観念とが一致しないこと。現実に起こっている事柄
と考えとが一致しないこと。
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※ちなみに
登記法上の遺漏…記録されるべき事項が記録されていない場合。

法律の解説書などで使われる「観念」とは
観念・・・ 物事に対してもつ考え。念頭
観念する・・・ 事実と認識する。考。認める。認識する(中野)。念頭におく(中野)。
観念しにくい・・・ 事実と認識しにくい
観念できない・・・ 事実を確認できない。認識することができない。

「退任」と「辞任」はどのような時に使い分けられるのだろうか。
会社法などでは、「重任」という用語が使われます。「重任」とは、「退任後時間的な間隔を置か
ずに直ちに就任すること。任期満了退任+就任。」とされています。そして、監査役の任期の起算
点は「選任時」であって、「就任時」ではないといった使われ方をします。
さらには、「辞任+就任」は、たとえ、その間に時間的な間隔がなくても重任とはいわない様で
す。
しからば、「退任」と「辞任」はどう違うのでしょうか。マンション管理の場合にどの様に使い分け
るのでしょうか。
「退任」・・・ 職務や役職を辞める場合全般に用いられますので、誰の意思で辞めるかは関係
なく使われます。したがって、自らの意思であっても任期満了にともなって退く場合
に使われます。主に任期満了。
「辞任」・・・ 自らの意思で職務や役職を辞める場合のみに使われます。主に任期途中。な
お、自分以外の意思で職務や役職を辞めさせられる場合は「解任」を使います。
「重任」・・・再任の意味もあり、任期満了になったが、翌期も継続すること
念のため広辞苑をひも解いてみると、【退任…任務を引くこと】、【辞任…今まで従っていた職務
を自分の意思でやめること】となっており、今で記述した意味と同一のようですが、区分所有法な
どでは、「任期の満了又は辞任により退任した」(第 49 条 7 項)と表現され、辞任も退任の範疇のよ
うです。

S とはサービスルーム(納戸）のこと
「2LD・K+S」と表示された間取りは、2 ベッドルーム＋リビングダイニング＋キッチン＋サービス
ルーム（納戸）の間取りであることを示しています。
建築基準法に基づき、人が長い間そこで過ごすと想定される部屋、例えばリビングや個室な
ど「居室」と呼ばれる部屋には、採光、通風などが一定以上確保できなければならないと定めら
れています。
戸建て、マンションを問わず住宅の「居室」では、一定以上のお日様が当たる窓の面積、すな
わち有効採光面積の基準があり、部屋の床面積の 1/7 以上の面積を確保することが最低条件と
なっています。洋室（1）（2）やリビング・ダイニングには窓があり、この条件をクリアしています。
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窓があっても納戸のワケ
「サービスルーム（納戸）」にも「窓」が付いている場合があります。窓があるのになぜ洋室表記
ができないかというと、建築基準法では、ただ窓がついていればそれを採光有効と見なすのでは
なく、窓の前面が有効に開放されており、その窓にちゃんとお日様が届くかどうか(部屋の床面積の
1/7 以上の面積を確保)も検証するように定めています。

サービスルームの窓の前面に、共用階段等がついていたりして、それがじゃまをして窓にはお
日様が届かないと判定され、採光に有効な窓とカウントすることができない場合には、この部屋
は「居室」扱いをすることができず、「洋室」ではなく「サービスルーム（納戸）」されます。
表示が「3LD・K＋2WIC」の場合。「3 ベッドルーム＋リビング・ダイニング＋キッチン＋二つのウ
オークインクロゼット」の間取りです。
同じマンションで同じ間取りでも、窓の前方に採光を遮るものがあるため「2LD・K＋S＋2WIC」
と表記される部屋と、どの窓も採光有効と見なされ「3LD・K＋2WIC」と表記される部屋と、位置に
よって表記方法が異なる住戸が混在するケースもあります。
サービスルーム（納戸）の注意点
建築基準法上、採光有効の窓とは判定されませんでしたが実際に窓は付いており、間取り図
を見た限りでは他の洋室と同じに見えます。従って、子ども部屋として使おうと考える人がいるか
もしれません。
購入後、その部屋をどのように使おうとも購入者側の自由ですが、建築基準法で「居室ではな
い」と判定されているため、居室として必要な、クーラー専用のコンセント、テレビ・電話用の端末
等が設置されていないケースがほとんどです。もし購入後、居室として使用する予定がある時
は、その辺を重点的にチェックするようにすべきでしょう。
サービスルーム（納戸）のある住戸の利点
同じ間取り・同じ広さの住戸でも、採光条件より「2LD・K＋S＋2WIC」と「3LD・K＋2WIC」と異な
る表記になることがあります。その場合、何に差が出てくるかと言うと、販売価格です。どちらが
安く設定されるかというと、居室数が少ない前者（「2LD・K＋S＋2WIC」）の方です。
ですから一つの部屋がサービスルーム（納戸）扱いでもよいと割り切れば、同じ面積、同じ間取り
の住戸を安く購入できる可能性があります。家族構成や使い方によりますが、問題がなければ
「お値頃感」のある住戸といえるかもしれません。 All About 住宅・不動産 メールマガジン■Vol.279
2014.08.22 より (参照：｢実践 区分所有法 など｣p.593 or p.586｢中古マンション購入のチェックポイント｣)

リバースモーゲッジ（Reverse mortgage）とは
自宅を担保にした年金制度の一種。自宅を所有しているが現金収入が少ないという高齢者世
帯が、住居を手放すことなく収入を確保するための手段。
自宅を担保にして銀行などの金融機関から借金をし、その借金を毎月の年金という形で受け取
る。年月と共に借入残高が増えていき、残高に対する利息も未払いのまま残高に加算される。
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契約満期または死亡時のどちらか早い時期に一括返済しなければならない。現金で返済できな
い場合は、金融機関は抵当権を行使して担保物件を競売にかけて返済に充当する。契約者死
亡の場合は返済義務は契約者の相続人が承継する。
通常のモーゲッジ(＝抵当・担保)ローンでは年月と共に借入残高が減っていくが、この制度では
増えていくのでリバース(逆)モーゲッジと呼ばれる。
最終的に自宅を手放す(可能性が高い)ことはその家を売却することに似ているが、契約の期間中
はその家に住み続けられることが特徴である。
大きく分けて以下の 2 つのタイプがある。
自治体などの公的機関が「返済の期待される生活保護」として貸し付ける。
商業銀行によるもの。
日本においては、1981 年、東京都武蔵野市で導入されたのを皮切りに、主に都市部の自治体
が、直接（公社を通じて融資する）あるいは間接（金融機関を紹介する）の形で事業を行っている事例が
ある。
また、厚生労働省が、2002 年 12 月より、都道府県社会福祉協議会を実施主体として「長期生
活支援資金貸付制度」を創設し、「不動産担保型生活資金」に制度改正された。民間において
も、信託銀行などの金融機関により商品化がおこなわれている。また住宅販売会社がリバース
モーゲッジの仕組みを利用して、住宅販売を行っているケースもある[1]。
ただし日本では中古住宅市場が活発でなく「ウワモノ(＝家屋)は無価値」という文化が根強いの
で、担保価値が土地のみとされる場合が多く（従って一戸建てが主体で「マンション」などは対象とならな
いか、または条件が厳しい）、またバブル期には担保割れするケースが多く発生したため、新規販売

を停止したり高額不動産所有者に対象を限定しているケースもあり、普及は限定的であり今後
の市場成長も期待されない。
以下の 2 つのリスクがある。
契約の満期を超えて長生きする。
返済時に担保物件の売却価値が借入残高を下回る（担保割れ）。
契約終了時に抵当権を行使するときのトラブルを防ぐために子などの同居人がいないことを条
件にしたり、上記の満期を超えて長生きするリスクを減らすために契約時の最低年齢を決めてい
る例が多い。
契約終了時に借入残高と累積利息を返済しなければならないことは通常の借金と変わらず、
例えば満期または契約者死亡で現金返済ができず担保物件が競売されても回収金額が借入残
高に満たない場合は、不足分の返済義務は保証人および契約者の相続人が承継する。
また、本来住宅ローンはあくまでも借主の返済能力などを基にした信用に対して貸し付けるもの
で、借主は返済に励むことが期待され、担保物件の処分(抵当権の行使、競売)は万が一返済不能
となったときのためのものであるが、リバースモーゲッジの場合、借主は返済を予定せず、最初
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から貸倒れを予定したローンであるから、契約開始時の担保価値を超えた貸付を行うことはな
く、通常は発生する利息の累積高と将来の担保価値の下落の可能性を見越して担保価値の半
分程度が貸付限度額となり、これを契約期間で割ったものが毎月の「年金額」となる(月払でなく契
約時に一括払いなどのプランもある)。

(ウィキペデイア)

ADR 関係
建築ネットワークセンターの検討課題となった ADR【裁判外紛争解決手続】への資
料として再掲載
NPO 建築ネットニュース No.43 にて「昨今、紛争解決の手法として ADR(裁判外紛争解決手続)
が注目されています。ADR は『当事者間による交渉』と『裁判による法律に基づく裁判』の中間に
位置する紛争解決方式で、①裁判まではしたくないが、だからと言って泣き寝入りはしたくない、
②直接交渉では解決しない―――などのケースとして利用されています」とされ、ADR(裁判外紛
争解決手続)方式の紹介とともに「しかし、建築紛争の解決を対象とする ADR としては建設工事の

請負契約にかかわる紛争を対象とした行政委員会である『建設紛争審査会』以外見当たりませ
ん。」ので、「建築ネットワークセンターには ADR を取組み課題とする意義があるとして、①取り扱
う対象をどうするか②これまで ADR と同様に紛争解決してきた事例を調査・検討する③専門的な
知識経験を有する担当者を確保する④法務大臣の認証を得る―――などを検証していくことに
した」(副理事長・榎本武光)ことが掲載されています。
この提案に賛成するとともに、NPO建築ネットワークとして検討されるであろうADR的手法(話し合
い)には、単に問題を解決するという目的だけではなく、解決に対する独自の理念やそれに基づく

手法も追及していくことが要求されていると考えます。そういったことへの具体的な提案の一つと
して、「アメリカのADR (Alternative Dispute Resolution)」と「トラブルに対するマンション管理組合の取
り組むべき姿勢について。」の記述とを参考にしていただきたい。

裁判(民事)および裁判外紛争解決手続(ADR) の種類
給付訴訟
訴訟
司法機関 (裁 判官)
裁判

民事訴訟法の定める手

確認訴訟

続きによる

形成訴訟

による裁判

形式的形成訴訟
非訴

非訴事件手続法、家事事件手続法、借地非訴事件手
続規則等の定める手続きによる

行政機関による裁

特許審判、海難審判、公正取引委員会の審決、国税不服審

判

判所の採決など

司法型 ADR

司法機関(裁判官)が主催する ADR。民事調停、特定調停、家事
調停など。

裁判外
紛争解

行政型 ADR

行政機関(裁判官)が主催する ADR。労働委員会、公害等調整
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委員会、建設工事紛争審査会の仲裁・調停など

決手続
(ADR)

民間型 ADR

弁護士会、司法書士会、土地家屋調査士会、社会保険労務
士会、行政書士会の ADR センターなど。

アメリカの ADR(Alternative Dispute Resolution)
日本で ADR 的手法 (話し合い) といわれているものについての理解を深める意味でアメリカの
ADR(Alternative Dispute Resolution)について、その種類についての解説を転記します。アメリカ
の ADR には、仲裁、調停も含まれているようです。
※ 〔仲裁〕
仲裁では一人または複数の仲裁人に事件の判断を委ねます(「答え」を出してもらうということだと考
えます。・・・中野)が、ご存知のように、仲裁の判断は法的拘束力を持ちます。

また仲裁審理では証拠の提出や証人の尋問も行われますから、この点、ADR の手段の中で
仲裁はもっとも裁判に近いといえます。
しかし、仲裁は裁判に比べ形式ばっていません。また、必要なら、当事者や弁護士が仲裁人と
直接協議することもできますから、仲裁が終わった後、人々は自分の言い分が聞いてもらえたと
いう満足感がもてるという利点もあります。
仲裁のもう一つの利点として最近アメリカで注目されているのは、裁判では裁判所が裁判長を
決めるのに対し、仲裁では当事者が仲裁人を、その経験や評判によって選ぶことができるという
点です。
※ 仲裁（ちゅうさい）とは、当事者の合意（仲裁合意）に基づき、第三者（仲裁人）の判断（仲裁判断）による紛
争解決を行う手続をいう。裁判外紛争解決手続（ADR）の一種。
仲裁判断は確定判決と同じ効力があり、当事者は拒否することができない。また、控訴や上告等の不服
申し立ての制度はなく、仲裁がなされたケースについて裁判を起こすことはできない。(ウィキペディア)
※ 民事上の仲裁には，〈公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律〉の定めるもののほか，制定法上のもの
として公害紛争処理法(1970 公布)および建設業法(1949 公布)によるものがある。

※ 〔調停〕
調停は紛争の当事者が、完全中立な第三者を間に話し合うことです。その実施形態は仲裁に
比べて、形式ばらず、事由でリラックスしているのが特徴です。調停は、中国や日本では昔から
広く社会の中に行き渡っていますが、アメリカでも植民地時代、町に長老や教会の神父などによ
って頻繁に行われていました。しかしアメリカが独立した国として、その憲法や社会制度が整って
いくにつれ利用されなくなり、人々から忘れられていったのです。その調停が、トラブルの解決法
として再発見されたのは 60 年代です。もちろん、再発見と言ってもいつ誰がそれを行ったのか
は、はっきりしていません。全米の各地で少しずつ利用が広がってきたのです。
しかし、現代の調停は、昔の調停と違い、その概念や実施方法は大変理論的です。まず、調
停の目的は単に事件の決着をつけることではありません(仲裁と本質的な相違点・・・中野)。それは紛
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争の当事者が顔を合わせて話し合うことによってお互いに理解し合い、その結果、当事者自らが
トラブルの和解を見出すことなのです。このように当事者の相互理解を目的の一つに数えている
点で、調停は他の ADR と異なっています。通常、調停者は白黒の判断を下しませんし、調停の
和解は法的拘束力がありません。しかし当事者が和解の合意書を作成しサインした場合、その
合意書は拘束力があります。特に最近アメリカでは、裁判所に直結した調停が多く行われていま
すが、そこで合意された内容は必ずその場でタイプされ、当事者と調停人が署名し、その結果拘
束力を持つようになっています。
現在アメリカの ADR の中心は仲裁から調停に移行していますが、それは調停が最も手軽であ
るという事実の他に、このような当事者同士の理解を促すという利点が、重要視されるようになっ
たからです。というのも、事件の黒白をつけることが目的の裁判や仲裁は、結果として当事者の
関係を悪化させてしまうという欠点があるからです。せっかく裁判に勝っても、長年の得意先やビ
ジネスのパートナーを失っては、何のための勝利だかわからなくなります。
ただ話し合いに重点を置くということは、調停の成否が当事者の熱意、つまりどれほどに真剣
に和解したいのかにかかっているということになります。もちろん腕の立つ調停者は、当事者が
それほど解決に乗り気でなくても紛争をうまくまとめるコツを知っているものですが、それでも当
事者に協力する意志がない時は、解決までかなり時間がかかります。反対に当事者が解決に意
欲的な場合、調停は驚くような威力を発揮します。
※ 調停（ちょうてい）は、紛争当事者双方の間に第三者が介入して紛争の解決を図ること。主に法令に
よって制度化されているものを指す。(ウィキペディア)

※ 〔ミータブ〕
ADR の良さは多々ありますが、裁判と比べ実施方法が堅苦しくなく、融通がきくこともその一つ
です。ADR では、利用者がそれぞれの都合やトラブルの種類に合わせて、最適の方法を選択で
きるだけでなく、その実施方法を変えることもできるのです。現在アメリカでは ADR の協議時間や
証人の数などは、ほとんど当事者が相談して決めます。また適当と思われる ADR の方法をいく
つか合わせて使うことも可能で、最近の傾向としては、仲裁と調停を組み合わせて使うことが目
立って増えています。その方法は一般にミータブと呼ばれていますが、その語源は文字どおり、
調停＋仲裁です。
ミータブが行われるようになったのは、アメリカ社会で調停が発展し、それに伴って、もし仲裁の
判断が裁判と同様、最終的に拘束力があるならば、その前に当事者がトラブルについてじっくり
話し合う棋界があってもよいのではないか、という意見が出てきたからです。しかし、今日のミー
タブの人気は、そのような理由だけでなく、ミータブが実際に紛争解決手段として、大変有効であ
るという事実にも裏づけられていると言えます。
ミータブの利点は、何といっても、それが調停と仲裁の良さを併せ持っている点にあります。調
停の良さと言えば、当事者が自分の言葉が後で引き起こすかもしれない悪影響を心配すること
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なく、本音でトラブルについて話し合えることです。本音で話し合った結果、双方の誤解が解け、
ビジネスの絆が強まったというケースもあることは、調停の説明の中で述べましたから、すでに
充分お分かりのことと思います。また、加えて調停がうまくいった場合、トラブルが驚くほど短期
間で解決できるため、費用や時間の大幅な節約もできます。このような理由から最近は、”ともか
く仲裁の前に調停を試みてみよう”という傾向が強まっているのです。
※ミニ・トライアル
ミニ・トライアルは、古くから利用されている仲裁や調停と違い、80 年代にその形ができあがっ
た大変新しい ADR の一つです。現在アメリカの企業を中心に確実に利用が増えています。その
名称から容易に想像できるように、ミニ・トライアルはいわゆる模擬裁判、または簡素化された裁
判と考えられます。しかしその目的は仲裁や裁判と違い、判決をだすことではありません。ミニ・ト
ライアルの目的は二つあり、一つは模擬裁判を通じて企業の重役達に、実際に裁判が行われた
場合、どのような判決が出るかを予想する材料を与えること、二つ目は、そのような材料を念頭
に重役達が、示談のための話合いを行う、あるいは示談を受け入れる気持ちになるようにするこ
とです。このようなミニ・トライアルの目的は、その実施方法にはっきり現れています。
ミニ・トライアルでは、事件に全く関係のない第三者を選び、その人に裁判長のような役割を任
せ、その人の前で争っている企業を代表する弁護士が論戦を行います。企業の重役達は陪審
員のような立場で参加し、双方の言い分を聞くのです。裁判長の役割をする第三者は、トラブル
を理解するために必要な専門知識や経験を持ち、しかも紛争には無関係なことが条件ですが、
そのような第三者の立場はあくまで補助的なもので、ミニ・トライアルをスムーズに進行されるこ
とを主な役割と考えられています。ですから弁論を聞いた後、判決を下すことはほとんどなく、最
後にトラブルについて簡単な印象を述べる程度にとどまっているのが普通です。また、たとえ判
決を下しても、それは法的拘束力をもちません。ニ・トライアルでは、必要な証拠や証人も出され
ますがその数はいたって少なく、また陪審員も呼ばれません。弁護士同士の弁論では多少の質
疑応答も行われますが、すべて時間を限って実施されるのが特徴です。
そして、弁護士による弁論が終わると、それまで黙って聞いていた双方の代表者が本物の裁
判をするか、あるいは和解するかをきめます。つまり、ミニ・トライアルの成否は、双方の弁護士
がその弁論を通じて、重役達にトラブルの全容をどれほど正確に、しかもはっきり伝えられるか
にかかっていると言えます。そのため、ミニ・トライアルの準備は実際の裁判と同じように、実に
念入りに行われるのが特徴です。
そのような念入りな準備は、裁判と同じくらい費用がかかるだけでなく、もしミニ・トライアルが
失敗し本物の裁判になった場合、こちらの手の打ち相手に見せてしまうという不安を与えます。
しかしそれだからこそ和解に対する熱意が増加させるとも考えられるのです。
※サマリー・ジュリー・トライアル
サマリー・ジュリー・トライアルは、ミニ・トライアルと非常に良く似ています。両方とも模擬裁判
596

で、その目的は判決を受けることではなく、後の話合いを有効に行うための材料を入手すること
です。しかし、ミニ・トライアルでは、裁判官と想定される第三者の前で弁護士が論戦を繰り広げ
るのに対し、サマリー・ジュリー・トライアルでは、その名称が示すように、論戦は陪審員(ジュリー)
を前にして行われます。
サマリー・ジュリー・トライアルの実施形態そのものも、ミニ・トライアルより少し形式ばっていま
す。まず、サマリー・ジュリー・トライアルでは証拠の提出だけでなく、数が限られて入るものの証
人に喚問も必ず行われ、もし、失敗に終わった場合でも、それらの証拠と証言は本物の裁判で
使うこともできます。また、ミニ・トライアルが多くの場合企業間で独自に行われているのに対し、
サマリー・ジュリー・トライアルは裁判所が実施します。ですから時にはサマリー・ジュリー・トライ
アルと同じ裁判官が、実際の裁判を審理するという事態も起こります。これは民間人が裁判官の
ような役割をするミニ・トライアルと完全に異なります。
サマリー・ジュリー・トライアルは裁判所が実施すると述べましたが、それは本物の裁判ではあ
りません。ですから陪審員は決められた時間内、通常裁判の直後に判決を足さなくてはなりませ
ん。しかし、本物の裁判のように陪審員の評決は全員一致する必要はなく、各陪審員はそれぞ
れの評決を直接当事者に伝えます。また、陪審員を二つのグループに分け、一方が白黒をつ
け、他方が賠償金の額を決める、という方法がとられることもあります。この陪審員の評決は拘
束力を持たず、評決が出された後、双方の弁護士は陪審員に、その根拠や感想を住に尋ねるこ
とができますが、それも本物の裁判と大きく違う点です。陪審員は本物の裁判と同じように、一般
市民の名前を載せた陪審員名簿の中から適当と思われる人が選ばれます。しかし陪審員の数
は一定ではなく、当事者が自由に決めることができます。普通は 6 人ですが、2 人や一二人も利
用されているようです。
そして当事者は、裁判後、受けた評決や陪審員の感想を材料に、和解へのための話合いを行
いますが、もし和解が成立しなければ、そのまま本物の裁判に入ります。反対に和解が成立する
と正式な合意書が作成されます。アメリカでは常識として、裁判は公共のものであり、訴訟の内
容はパブリック・ノレッジ(公共の情報)と考えられています。つまり、裁判記録は誰でも目を通すこ
とが許されているのですが、サマリー・ジュリー・トライアルの合意書はプライベートとして扱わ
れ、公表されないのが特徴です。
※その他の ADR
①プライベートジャツジ
模擬裁判の一種で、紛争の当事者同士が、中立的な第三者の前で簡単な弁論を行い、裁決を
受ける手段です。この ADR はミニ・トライアルとはほとんど同じだと考えられますが、プライベー
ト・ジャツジではその名称が示すように、第三者として退官した元判事が呼ばれ、裁判長の役割
を果たします。この点で、お互いが賛成すれば誰でも第三者として協議を取り仕切れるミニ・トラ
イアルと異なります。また、もう一つミニ・トライアルと異なる点は、プライベートジャッジでは、裁
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判所がすでに訴えを起こされたケースの中から、裁判の前にこの ADR を使って解決を試みるよ
うに提案することが多いことでしょう。しかし、争いの内容によっては、判事でなくその道の専門家
を招くこともあり、二つの ADR の違いはその呼び方だけ、という見方もできます。
プライベートジャツジは、ミニ・トライアル同様、弁護士が論戦を展開しますが、陪審員は呼ば
れません。そして下された判決には勿論法的拘束力はなく、判決に不満があれば本物の裁判に
持っていくことができます。
②ファクト・ファインディング
ADR とは、紛争を解決するために使われる方法を意味しますが、ファクト・ファインディングの目
的は、問題の解決よりその原因を調べることに重点が置かれ、その点で他の ADR と少し異なり
ます。
ファクト・ファインディングの結果は報告書としてまとめられますが、報告書の中で、トラブルの
解決策が提示されるかどうかは、それぞれのケースによって異なります。セクハラのファクト・ファ
インディングでは、調査結果は調停や仲裁といった次の段階の判断の材料として使われており、
今のところこの使われ方が多い様です。(「調停ガイドブック」p.9～p.33)
③オンブズマン
オンブズマン制度は、話合いで解決をはかる転で調停に似ているのですが、通常調停はトラブ
ルがトラブルとして認識されてから行われるのに対して、この ADR は、トラブルを早めに解決する
ことに重点を置き、苦情を受けた時点ですぐに事情調査を行います。また、事情調査の後、事態
の解決策や改善策を提出し、その実施をも届けることもオンブズマンの責任です。この点、裁決
を下した時点でその職務が完了する他の ADR と異なっています。また改善案としてそれが適当
なら、仲裁や調停を行うことを勧告することもあります。
※ オンブズマンとは、行政機関を外部から監視し、行政機関による国民の権利・利益の侵害に対する調査及び
救済の勧告を図る公職。行政機関を監視する公的オンブズマンを指す。(ウィキペディア)
※ 民間オンブズマン[]
特定業界内部で事業者側からの出資によって設立される紛争処理機関。独立性と中立性を持つ組織として
オンブズマンの名称が用いられるが、行政学上のオンブズマン制度とは見なされない。欧米において、銀行
業、保険業といった分野での設置例がある。企業代表と消費者代表が対等な理事会で運営されることが求め
られる。(ウィキペディア)

トラブルに対するマンション管理組合の取り組むべき姿勢について。
―管理組合などの相談回答者には、管理組合運営を育てる役割もあると考えます―
マンション管理組合では、いろんな解決すべき課題が沢山持ち込まれます。基本として抑えて
おくべきものは、区分所有法や規約関連については、まずは、区分所有法や規約でどのように
規定されているかを知ることであり、状況によっては、専門的な見解をマンション管理士や弁護
士に問いかけることも必要な場合があると考えます。そして、マンション管理士や弁護士といった
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専門家も、専門的な回答をすべきで場合が多いと考えます。
しかし、「築３８年の建物。現在、重さ１６０㌔㌘の携帯電話基地局機器を屋上に設置している
が、６９０㌔㌘に増設したいという申し入れがきた。ビルの負担が大きくなるので反対という人と、
収入が増えるので認めようという人と賛否が分かれている。」というような相談の場合です。
一般的な考え方として、安全であってかつ利益が取れれば一挙両得で万事解決なのでしょう
が、両者が矛盾するような場合には、まずは安全をとり、それが保証されれば利益も取りたいと
いうのが本音ではないでしょうか。したがって、何らかの方法で安全との結論が出た場合には、
次のステップの利益をとるか否かの次元に進み、管理組合の討論によってどうするかを決めるこ
とになりましょう(この段階では、結論は区分所有者多数決でまとめられるべきであり、回答者の役割はないと考
えます。)。

理事会としては、屋上にこれだけの荷重をのせた場合の安全性について、すべての区分所有
者(住戸所有者)を対象とした回答をだすべきなのだと考えます。まずはこのことの疑問が解消され
た段階で初めて収入との関係での検討となるべきでしょう。
このような問題については、管理組合(理事会)は、とかく、すぐに専門家に聞こうとする傾向が
ありますが、急がば回れであるべきだと考えます。
まずは設置を要望してくる業者に対して、すべての区部所有者(住戸所有者)が安全性を判断でき
るためのデーターの提供を求めるべきでしよう。もちろん、このような機器を設置しても安全性に
ついての問題がないことを証明した証拠書類の提供です。管理組合(理事会)は、このようなテー
マについて、自分たちは技術的なことは分らないとして、直ちに専門家に聞こうとする傾向があり
ますが、設置業者が当該マンションに携帯電話基地局機器を設置したいと希望するならば、一
人でもその安全性に疑問を持つ区分所有者(住戸所有者)が存在する限り、設置そのものに何ら問
題がないことを証明する義務が設置業者側にあるのです。これらの義務の果せない機器設置の
申し入れならば、直ちに受け入れ拒否の結論となりましょう。
いずれにしても、管理組合側が、たくさんの時間やエネルギーや費用をかけて、その安全性を
証明する義務はありません。まずは、要望してきた相手に自分たちが納得できるようにしてもらう
ことが大切なのです。その基本を守ったうえで、専門家の意見を聞くとしても、設置業者から提供
された資料をもとに、専門家としての判断を仰げばよいのです。そして、この段階で、さらに相手
側から聞き出すべきことがあるかを専門家に聞けばよいのです。
したがって、先ず第一になされるべきなのは、自分たちが疑問や心配していることについて設
置業者に対しての直接の問いかけです。素人としての疑問でよいのです。機器の重さについて
の疑問をはじめとて、屋上に設置することで、工事が防水に影響しないのか、設備を屋上に設置
したことで、建物に何らかの影響が出たときの保証はどうするのか、等々についてその設置業者
からの回答を求めることです。この段階までくれば、これらの回答をもとに、まずは管理組合が判
断することができる状態になっているはずです。判断の迷いがあるようならこの段階で初めて専
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門家のアドバイスを受ければよいのです。
それらが解決したうえで、設置することでの利益や価値があるかの検討の段階に移れるので
す。管理組合が総会なり理事会での多数決での結論を出すことができるようになるのだと考えま
す。
また、相談を受けたマンション問題にかかわる専門家の姿勢としても、あくまで主役は管理組
合であり、管理組合を育てるという役割があるのであり、それが求められるのであると考えます。
テーマごとに、自分が回答者としての役割がなにかを明確にしておく必要があると考えます。
規約や法律問題などは、的確な解釈での回答が求められる場合もあるでしょうが、テーマによ
っては、回答者は回答を出すことだけが役割ではない場合もあるのです。
先にあげた事例のように、管理組合が漠然とした不安を抱えて相談してきたような場合には、
直ちに専門的な回答を出すことが必要なのではなく、管理組合自身が「設置業者に対しての直
接の問いかけ」を先ず第一にされるべきであることを提案し、問題の解決を自主的にできる段取
りを教えてあげるべきだと考えます。すなわち、このようなテーマの問いかけに対しては、管理組
合自身が自主的に解決していける手立てを教えてあげるべきでしょう。
なお、先にあげた事例の場合は違った対応もあると考る方もおられると思います。この問題に
直接的な回答をしようとする姿勢です。それには二つの方法が考えられます。一つは、専門技術
的な回答を提供することです。すなわち、コンクリートスラブが機器を設置することに耐えられる
か耐えられないかの回答を提供することです。回答当事者にその知識がないとなれば、何らか
の専門技術者を紹介することになるでしょう。もう一つ考えられるのは、耐えられるか耐えられな
いかの専門・技術的な回答ではなく、すなわち、専門・技術的な客観的な根拠を出さずにあるい
は出せない状況で、現地の状況を見たうえで、回答当事者の感じた印象から、想像し予測できる
判断からの提案です。その場合は「やめた方がよいと思います」あるいは「実行しても問題はな
いと思います」の回答であり、いずれも「・・・思います」の回答です。この回答方式の場合、管理
組合に対して、回答者の価値観に対する賛否を求めていることになります。総会での討論では、
回答者のどちらの「・・・思います」の結論を採用するかの採決となリ、区分所有者(住戸所有者)の納
得ずくの結論は出せないでしょう。
なぜなら、安全をどのように判断するかの判断基準を示されることもないままに、安全をとるか
収入増をとるかの判断が回答者の価値観に対する賛否の求めにすり替わっているからです。
私は、マンション管理の回答者は、絶えず、回答者としての目的と役割を自覚・意識して対応
すべであり、管理組合自身が自覚的に問題を解決していけるように援助することを最終目的とす
べきであり、自分の専門知識を放(ひ)れかす場所とすべきではなく、自分の価値観を押し付ける
べきでないと考えます。問題解決の主体は相談者ですから、最終的な判断は、区分所有者(住戸
所有者)ができるようにしてあげるべきだと考えます。

(追)
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具体例を通して、管理組合のトラブルに対するあるべき対応姿勢と相談を受けた回答者のあ
るべき姿勢について私見を述べてみました。現実を見ない理想論との批判もあるかもしれません
ね。批判とご指摘をいただければ幸いです。

滞納管理費の「話合い」による解決事例の紹介
---先取特権の実施として、直ちに競売手続きに入る前に、本当の滞納理由を聞きだす--第二次オイルショック後に、残業代カットと賞与減が生活を圧迫して、管理費等を 8 ヵ月分滞納
する結果を招いたが、「話合い」で回収できた事例です。
滞納者は、名の知れた会社に勤めており、滞納問題として取り上げた「2 ヵ月の滞納時点」で
は、まさか生活費に困っているとは予想していませんでした。
理事会では、「過去に他の住戸で 1 年間の滞納者がいたが払ってくれたこともある」ということ
もあり、また、「勤め先もしっかりしているので心配はない」とのことで、管理会社の督促状送付で
様子を見ることになりました。ほかにも、2、3 ヵ月滞納している住戸が８戸あり、それらとあわせて
様子を見ていましたが、4 ヵ月後には、他の 8 戸の滞納は解消されたものの、当該滞納者は滞納
額が減ることがなく、滞納額が増え続けていきました。
管理会社のフロント担当者が、理事長に「6 ヵ月の滞納となったら即、理事長名で内容証明郵
便を発送すべきである」と説明したところ、「任期も残り少ないので、次期理事長になってからそ
の旨の提案をして欲しい」との要望がありました。
そこで、フロントからは、理事長には会計担当理事と一緒に当該滞納者を訪問して督促するよ
うにお願いし、訪問実績をつくってもらうと同時に、管理費等の未払いに対する当該滞納者の認
識度を把握してきてもらうようにお願いしました。
そのときの報告では、「予想外の出資がかさみ、それが数ヵ月続いたために残高不足になって
引き落としができなかったと思うので、注意するとのこと。払う意思はあるようだ」というものであっ
たので、その旨の訪問記録を時系列記録として書き残すように、管理会社のフロント担当者が理
事長にアドバイスしました。
それから 2 ヵ月経っても引き落としはできずに滞納額は増える一方だったので、総会後の理事
会で新理事長が決定され次第、当該滞納者への対応策を講じるように、管理会社のフロント担
当者が以下の手順を説明しました。そして、新理事長が中心になって、滞納金回収が本格的に
スタートしました。
まず最初に、内容証明郵便の法的性格等を説明したうえで、新理事長名で内容証明郵便を出
しました。そして、訪問督促をしてから 2 ヵ月が経つても何の変化もないことは、滞納理由がほか
にある可能性が高いので、次回の訪問時には本当の理由が聞きだせるように、理事会にて対策
を検討しました。
その結果、滞納者には、さまざまな事例を紹介しつつ、内容証明郵便の性格を理解してもらっ
たうえで、理事会としては裁判で争うことが目的ではない旨を説明して、当該滞納者が真意を話
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しやすい雰囲気をつくり出すとのの方針が理事会で決定されました。
具体的には、「返済能力を考慮した『滞納金回収計画』フローチャート」と「滞納理由による対
応策」を基に、理事長、会計担当理事、そしてオブザーバーとして管理会社のフロント担当者の
計 3 名がマンションの集会室で当該滞納者と話し合いを行いました。
延べ 4 回の話し合いがもたれましたが、最初は、「入ってくるはずのお金が入ってこなかったた
めに入金できなかったが、別にお金が入ってくるあてがあるので、もう少し待って欲しい」とのこと
だったので待つことにしました。しかし、さらに 2 ヵ月待ったが入金がなかったので、再度打合せを
行ったところ、「今月末には入金する」との話となり、翌月の 2 日になって、管理員に 1 ヵ月分の管
理費が預けられました。
このようなことが３ヵ月間続き、その後、また入金が途絶えたので、すかさず話合いの場を持
ち、再度、管理費等の重要性を説明して、本当の滞納理由を教えてもらえれば、その理由によっ
ては管理組合としても当該滞納者にストレスをなるべくかけないような対応方法がとれる可能性
があることを説明した結果、当該滞納者からは収入が減っているために未納となっているとの話
があり、金銭的に困っている状況が判明した。それゆえ「①滞納理由による対応策」の「②生活
困窮」としての対応策をとる方向での方針決定がなされ、当該滞納者から了解を得ることができ
ました。(①、②についての表がこの書籍の最終頁に示されています。)
すなわち、①月々の管理費等はできるかぎり支払うように努力すること、②滞納分は、「延べ
払い』とし、返済が可能なときに随時返済を受け入れる体制を管理組合は作ること、③３ヵ月に
一度は、時効を中断させる目的で、当該滞納者は、「滞納金額の承諾書」を提出すること、で折り
合いをつけることができました。
未収金回収の実質的な話合いをしてからは 5 ヵ月ほどかかりましたが、その後、当該滞納者
の配偶者も働きに出るようになり、月々の管理費等の入金の滞りはなくなり、随時返済金も増え
て、結果として、7～8 ヵ月後には滞納金が完済されました。
当該滞納者からは「困っているときに温かい配慮をいただいた」とのことで、管理組合の対応
に大変感謝されていたとの報告が、理事長を通じてフロント担当者にもたらされました。
なお、当事者同士のみであれば冷静な話合いが困難になるため、進行役(メディエーター)として
フロント担当者やマンション管理士等が介在することが肝要なようです。(「マンションの滞納管理費等
回収実務ハンドブック」p．167)
(参照：「実践 区分所有法 など」p．126 or p．125｢滞納管理費回収手段として、当事者に、『個人再生申立手続』
の提案」、別冊-p．593「アメリカの ADR《Alternative Dispute Resolution》」)

同音異語
同音異語辞典-1
①意外・以外そして案外

意外・・・ 考えていた状態と非常に違っていること。 また、そのさま
おもいの外。案外。(広辞苑)
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以外・・・ ある範囲の外側。「自分の職務―のこと。それを除く、他
のもの。そのほか。(広辞苑)
案外・・・ 考えていた状態と非常に違っていること。 また、そのさ
ま。思いのほかのことをすること。無礼。ふとどき。(広辞苑)
※ 以外は「物事」に、意外は「想い」に。案外は「意外よりも程度が弱く」、心外は「良くない結果」
に用いる。
まとめてしまうと簡単ですが、知識として覚えようとしてもすぐに忘れてしまうもの。その見分け
方を知っておくと使い分けが容易になります。
意外と以外、その使い分けで悩んだ場合は「思っていたよりも」と読み替えて意味が通じる場
合は「意外に」を使うと覚えておくといいかもしれません。
思っていたよりも軽かった、だから、意外に軽かった。思っていたよりも知っている人が少なか
った、だから、意外に知っている人が少なかった。
逆に、「あなた思っていたよりも、女性だ」はおかしな日本語になりますね。だから、あなた以外
は女性だ、が、正解となります。
意外と案外ではどちらの方が強いか
「意」という字には心がある通り、想いの強さを表しています。つまり、ある事象に対して心に強
い期待（予想）を抱いているということ。
案外は（ふーん）と鼻で返事をするようなニュアンス。つまり「意外」ほどには強くないことになり
ます。
・意外に忙しくはなかった。・案外忙しくはなかった。であれば、「意外に」の方がもっと忙しくなるこ
とをイメージしていた感じですね。
ちなみに「心外」という言葉は、良くない結果に用います。君がそんなことをするなんて、意外
だ。君がそんなことをするなんて、心外だ。前者は単なる驚きを示しますが、後者になると、怒り
や悲しみのニュアンスが含まれます。
校正作業をしていると「意外に」多いのが、これらの単語の誤った使い方。「心外だ」なんて、相
手を裏切ってしまうことのないよう、使い分けを意識していただきたいものです。
②意思・意志

意思(いし)・・・考え。思い。「決意」だけでなく「意欲」までも含む。
法律用語としても用いられますが、これは法律のために新しく作
られた言葉ではなく、「意志」と「意思」は別々の言葉として初めか
ら存在しています。
「意思」は個人の思想や思考を表す中立的な言葉で、決定的で
はなく漠然とした思いに対しても用いられます
意思主義・・・ 意思を尊重し、為された表示を無効とする。契約の申込や承諾
が有効になされるには、表示に対応する意思がなければならない
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という主張。
意志(いし)・・・ 道徳的評価の主体であり、かつ客体であるもの。又、理性による
思慮・選択を決心して実行する能力
個人の中ではっきりと決定された意向、意図を表します
③委託と委任

委託・・・ 自分の為に何らかの行為または業務の処理を他人に依頼すること
を広く意味する言葉
委ね任すこと。あずけたのむこと。依頼すること。法律行為または
事実行為をすることを他人に依頼すること。(広辞苑)
委任・・・ ゆだね任せること。事務の処理を他人に委託すること。当事者の
一方が法律行為を為す事を相手方に委託し、相手方がこれを承諾
する事によって成立する契約(民法第 643 条) (広辞苑)
委任契約 一定の事務処理を依頼する契約。当事者の一方が契
約などの事務処理を相手方に頼み、相手方がこれを承
諾する事によって成立する契約。
委嘱・・・ 特定の仕事を部外の人に依頼すること。他人に一定のポジション
（地位やメンバーなど）に就任することを依頼する場合に用いられる言

葉
※「委託」とは、「一定の行為を他人に依頼する事」であり、委託がされ 相手方がこれを受諾す
れば「委託契約」が成立し、委託者と受託者との間に信任関係を生じ、依頼された一定の事柄に
関する法律関係の基礎となります。
法律行為の委託が「委任」（民法 634 条）であり、法律行為以外の事務処理の委託は「準委任」
（民法 656 条）であり、その他委託の内容により、「寄託」（民法 657 条・商法 593 条～628 条）、「請負」（民
法 632 条）、「運送」（商法 569 条～592 条、商法 737 条～787 条）、「信託」（信託法）、「問屋〔といや〕」
（商
法 551 条～558 条）、「仲立〔なかだち〕」（商法 543 条～550 条）、「手形」（手形法）などの契約が成立す

る事になります。
民法上の契約では、「委任」「準委任」「寄託」は原則無償です。特約があれば有償と出来ま
す。
「請負」は、「報酬の支払い」が要件となっているので、当然に有償です。受託者が商人であれ
ば、当然に受託者は当然に報酬請求権を有します（有償です。）（商法 512 条）。
受託者が非商人であっても、商行為としてなされる場合は有償です。（医師・弁護士等が「委任」
「準委任」を受ける場合は、医師・弁護士等は商人でないし、商行為として受託する訳でもありませんが、その者の
業務に関して委託を受ける場合は、当然に有償であると解されています。）

④１ヘクタールと 1 アール

1 ヘクタール・・・10,000 ㎡
１アール 100 ㎡
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⑤違法と不法

「違法」・・・ 法令に違反することで、適法の反対。法令違反という形式的な面
をとらえて用いる。具体的な法規（禁止規定や取締規定）に対する違
反を意味することはもちろんであるが、更に法の理念、すなわち公
序良俗に対する違反をも意味することが多い。違法行為は犯罪・
債務不履行・不法行為を含む。
「不法」・・・ 違法に比べて実質的、主観的な面に重点をおいた場合に用い
る。合法の反対概念で、違法と同義に用いられることが多い。ただ
し、不法行為は民法上特別の意味があるから、違法行為より狭
い。

⑥「遅れる」・「後れる」

遅(おく)れる・・・ 決まった時刻・期限に間に合わなくなる。進み方が
基準より遅くなる。発車が遅れる・授業に遅れる・完
成が遅れる・時計が５分遅れる・手遅れ。履行遅滞。
後(おく)れる・・・ 登記が後れる。他と比べて、そのものより後(あと)にな
る。後れを取る。取り残される。気後れする・死に後れ
る・後れ毛
※抵当権に後れる賃借権・・・抵当権者に対抗することができない。

⑦回答・解答

回答・・・ 質問や要求などへの答え。「正式な回答を迫られる。」質問・紹介に
対する返事。。質問や要求する人がいることが前提になっていて、そ
れに「応」える（応じる）こと。
解答・・・ 問題・疑問を解いて答える。また、その答え。「試験問題の解答。」
「模範解答。」。質問者は前提とされておらず、謎とされているものが
あって、その「答」を見つけだしていくこと。

※ 「回答」は質問や要求する人がいることが前提になっていて、それに「応」える（応じる）ことで、
「解答」は質問者は前提とされておらず、謎とされているものがあって、その「答」を見つけだし
ていくことです。
質問の質によっては「０÷０はいくつ？」みたいなことを求めている場合もあり、そのときの答
えは「回答」でありなおかつ「解答」でもあります。
※ 質問の質によっては「０÷０はいくつ？」みたいなことを求めている場合もあり、そのときの
答えは「回答」でありなおかつ「解答」でもあります。
⑧過失・重過失・無過失

過失・・・※ うっかりミス。うかつだったということ。一定の事実を認識
可能だったにもかかわらず、不注意から認識しない事。
軽過失。単なる不注意。無過失とは異なる。
※ 自分の行為により、権利侵害という結果が発生すべき
であるのに、不注意によりその結果発生を認識しないで
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行為をする心理状態のこと。
※ 行為者が損害の発生を予見できたのに、その結果を回
避する措置を怠ったことをさす。
※ 損害発生の予見可能性があるのにこれを回避する行
為(結果回避義務)を怠ったこと。(民法Ⅱ)
※ 一定の事実を認識可能だったのにも関わらず、不注意
から認識しないこと。
※ 違法に他人に損害が発生しそうな予測ができてそれを
回避できるにもかかわらずそれをしないこと。
※ 損害の発生を予見し防止する注意義務を怠ること。
過失責任主義・・・※ 人は、自分の行動に過失がある場合のみ、
其の行為に対して責任を負う。(翻訳語としての日本の法律用
語)

重過失・・・ 重大な過失の事。注意義務を著しく欠く状態をいう。
単なる「過失」に比べて、不注意の程度が著しい場合。
※ 著しい不注意＝悪意(最判昭．48．7．19)
※ 通常の過失(軽過失)に対して、行為者の注意義務に違
反した程度か著しい場合。すなわち、行為者が僅かな
注意を払うことによって注意義務を尽くすことができた
のに、これを怠って注意義務に違反し、思い道義的非
難を加えられるべき場合(刑法)
※ 不注意ないし注意義務違反の程度が大きい場合 (広
辞苑)

※ 通常人に要求される程度の相当の注意をしないで
も、わずかな注意をすれば、たやすく違法有害な結果
を予見することができた場合なのに、漫然とこれを見
過ごし多様な、ほとんど故意に近い著しい不注意の状
態(最判 32・7・9)
※ 一般人に要求される注意義務を著しく欠くこと。
無過失・・・ 過失(不注意)がない事。
無過失責任・・・※ 損害の発生について、故意・過失がなくても損害
発生の賠償責任を負うこと。
※ 所有者には免責の抗弁は無く、過失が無くても、損害の発生によ
り負う責任。文句なしの賠償責任。
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(不法行為の場合): 土地などの工作物の所有者の責

任のみ(民法 717 条 1 項：土地の工作物
の設置又は保存に瑕疵があることによって
他人に損害を生じたときは、その工作物の
占有者は、被害者に対してその損害を賠
償する責任を負う。ただし、占有者が損害
の発生を防止するのに必要な注意をした
ときは、所有者がその損害を賠償しなけれ
ばならない。)
(債務不履行責任の場合)：金銭債務の不履行に対する

責任のみ(民法 419 条 3 項：第一
項の損害賠償については、債務
者は、不可抗力をもって抗弁とす
ることができない。)。

⑨過程・仮定

過程・・・ 進行のプロセス。段階。「進化の過程」、「成長の過程」
仮定・・・ 未定のこと、不確かなことを仮にこうと定めること。また、仮に定め
た事柄。「今ここにコップがあると―してみよう」「―の上に立って物を
言う」
課程・・・ ある期間の学業・仕事。「中学の課程を修了する、修士課程」

⑩過料・科料

過料(あやまちりょう)・・・※ 軽い禁令を犯した者に支払わせる金銭。秩序罰、懲
戒罰、執行罰としての過料がある。
金銭的な罰の一種であるが、いわゆる刑罰ではな
く、刑法の適用がない。
したがって前科はつかない。
※ 国家によって一定の秩序違反行為に対して科される
金銭罰であり、刑罰である罰金及び科料とは区 別さ
れる。一般に比較的軽微な法令違反に対して科せら
れる。
※ なお、罰金とは刑法上の刑罰の一種であり、その手
続き等にあたっては刑法等の規定が適用されます
が、過料とは行政上の秩序違反行為に対する制裁と
して科する一種の金銭罰のことであり、手続きにあた
っては刑法等とは別の法令（非訟事件手続法等）が適用
秩序罰
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科料(とがりょう)・・・ 罰科をあがなうための金品。刑法の規定する主刑の一つで
もっとも軽微な犯罰に科する財産刑。したがって、前科が付
く。罰金より小額の金銭の納付が命ぜられる刑罰。
⑪格別・各別

格(かく)別・・・ 普通の場合とは程度・事柄が違っていること。また、そのさま。
格段の違いがあるさま。
各(かく)別・・・ 一つ一つに違いがあること。それぞれが別であること。また、

それぞれ別に行うこと。(民法 456)
※ 広辞苑では「格別・各別」とされていて、同じ意味といった扱いのようです。しかし、実際
には上記のような異なる意味で使い分けられているのではないでしょうか。・・・・中野メモ
⑫寄託・帰宅

寄託(きたく)・・・ 手荷物の一時預かりのように、物の保管を目的とする契約。
一般的に物を預かる契約。当事者の一方（受寄者）が、相手
方（寄託者）のために物を保管することを約し、それを受け取
ることによって成立する契約。

⑬共有・享有

共有・・・共同で所有。｢共有財産、秘密を共有する｣
享有・・・ ｢基本的人権を享有する｣。権利・才能など無形なものを、生まれな
がらに身に受けて持っていること。(広辞苑)

⑭権限(けんげん)・権原(けんげん)

権限・・・ 職権・機能の範囲。｢権限を与える、権限争い、職
務権限｣
権原・・・ 一定の法律行為、または事実行為をすることを
正当化する法律上の原因。原因の「原」で、権原で
す。
口頭では「権限」との混同を避けるため「けんば
ら」とも呼ばれます。
ある物を使用する場合、所有権や地上権等とい
った物権や、賃借権や使用借権等の債権がその
使用を正当化する権原です。家を借りているとしま
す。ある日、突然管理人に「出て行け！！」といわ
れたとしましょう。とはいえ、契約に基づいて家を
借りているのだから、出て行く必要は全くありませ
ん。この「出て行かないこと」を正当化する法律上
の力が、「賃借権」というわけです。法律によって
適法化された「〇〇権」があるから、わたしは〇〇
という行為ができるんじゃい、というわけです。

※ これらと区別のしにくい用語として「機能」があります。「権能」とは、行うことが認められて
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いる能力をいいます。国会の権能・・・法律や予算の制定とか。議員の権能・・・国政調査権
とか。
また、権利における使用・収益、処分等の機能についても権能が使われることがあります。
土地を持っているからこそ(所有権という権能をもって)、自分の土地に無断駐車された車をどか
せることができるってわけです。
⑮現状・原状

現状・・・現在の状態。今現在ある状態。ありさま。
原状・・・初めにあった状態。もとのままの形態。元々の状態。

※ 「この部屋の原状回復をお願いします」は、つまり「この部屋を元の状態に戻して下さい」とい
う意味になりますが、「この部屋の現状回復をお願いします」だと、「この部屋を現在の状態に
戻して下さい」となり、意味不明ですね。
⑯検認と確認

検認・・・１． 検査してから認定すること。２． 家庭裁判所が、遺言書の存在
および内容を確認するために遺言書を調査する手続き(広辞苑)。
確認・・・１． はっきり認めること。また、そうであることをはっきりたしかめるこ
と。「安全を・・・・する」「生存者はまだ・・・・できない」
２． 特定の事実や法律関係の存否について争いや疑いのあると
き、これを判断・認定する行為。
特定の事実又は法律関係の存否を行政庁が判断認定いること(広
辞苑)。

⑰「超える」・「越える」

超える・・・ 一定の限度や数量を上回る。超過する。超す。「滅失した
部分が建物の価格の 2 分の 1 以下かそれとも 2 分の 1 を超
えるものか(法第 61 条 1 項、5 項)」といった使い方がされます。
一定の分量や基準を上回る意に使う。
越える・・・ 妨げや境界となる物を渡って向こう側に行く。越す。境界
を過ぎる意のほか一般的表記としても広く使う。

※読み方として、「こす」ともいうが、ともに「こえる」が一般的。
⑱実体・実態

実体(じったい)・・・ それがどういうものかの根源を指す。ちょっと似た言葉は正
体、本質、本体
実態(じったい)・・・ ありさま、様子のこと。似た言葉を探せば、状態、情勢、実
情

⑲借地借家法

しゃくちしゃくや法

インターネット上、漢字辞書上での呼称

しゃくちしゃっか法

法律の世界での呼称

※ どちらでよいようなテーマでしたね。ただ ward で文章を書くときは、当方のコンピュターで
は、「しゃくちしゃくやほう」とインプットしないと「借地借家法」がアウトプットされません。
⑳事由(じゆう)・自由(じゆう)

事由・・・直接の理由又は原因となっている事実
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自由・・・心のままであること。思うとおり。
理由・・・ 物事の成り立っているすじみち。その結果が生じたわ
け。
じゅう・・・重・住・銃・10
21 受動・受働

受動・・・他からの働きかけを受けること。受身。(広辞苑)
受働・・・ 広辞苑になし。「働きかけを受ける」という意味では｢受動｣と同じよ
うですが、用語の使い方としては、受「動」債権は間違いであり、受
「働」債権が正解とされています。

※ インターネットでも「受動」と「受働｣の違いについての説明サイトはありませんでした。受「働」
債権は、「働きかけを受ける」債権という意味では、適格な使い方であり、何故、広辞苑では独立
の単語として取り上げられていないのか不思議です。
22 順位と順番

順位・・・順序を追って決めた位置・地位。
順番・・・順を追ってかわるがわるその事にあたること。
順序・・・一定の規律による並び方。順番。

※ 誰が相続人になるかとの相続順位については、亡くなった方に近い関係の方から、順番に
相続人になるようになっています
23 遵守・順守

遵(じゅん)守・・・順守
順(じゅん)守・・・(決まり・道徳)をまもる。｢法を順守する｣

※ 「遵守」が本来の用字、「順守」は代用表記です。「遵」は当用漢字（昭和２１年）にも入
っていますが、昭和２９年３月の国語審議会報告「当用漢字補正資料」で当用漢字表
から削除する候補２８字に含まれていました。→ 且、丹、但、劾、又、唐、嚇、堪、奴、
寡、悦、朕、濫、煩、爵、璽、箇、罷、脹、虞、謁、迅、逓、遵、錬、附、隷、頒
昭和５６年に当用漢字表が廃止、常用漢字表が制定された際にも、新聞協会では当
用漢字補正資料を３０年近くも採用していた経緯から、１１字を使わない取り決めはそ
のまま継続されています。そのような経緯から、公用文や教科書では「遵守」、新聞や
放送では「順守」といった不統一が半世紀も前から続いているわけです。国語辞典にも
かなり昔から併記されているはずです。
(追) ここで気付きました。本を読んでいると、やさしいと感じる「又は｣や｢且つ｣という漢
字用語は、法文以外では、ほとんどの記述で、｢または｣、「かつ」とひらがなで書か
れていることが不思議でした。その理由がここにあるようです。
24 施工(せこう)・施行(しこう・せこう)

施工(せこう)・・・ 建築物等の築造の制作・工法・工事そのも
の・工事着手のことをいいます。建設業界で
は 100％「せこう」と発音します。放送界でも
100％「せこう」です。
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施行(しこう)・・・ 法律・制令・通達の効力が発生する期日の
ことや、その法令によっておこなう行為をいう。
法曹界では 、「執行」と間違わないよう、
100％「せこう」と発音します。同じ「ほうそう」界
でも、放送界では、「施工」と間違わないよう、
100％「しこう」と発音します。
政令＝施行令、省令＝施行規則
※ 「せこう」と「しこう」は、同音異義語を区別する読み方の「工夫」です。「私立」を「わたくしり
つ」、化学を「ばけがく」というのに似ています。「施行」は「せこう」「しこう」のいずれも広く発
音されますが、「施工」を「しこう」と発音する人は少ないと思います。
25 施主と喪主

施主・・・ 布施を行う人。仏教上の善行として，寺院・僧侶，または困窮して
いる人に金品を与える人。葬式，または法事などの供養をする主人
役の人。建築・設計などの注文主。
“布施する主”の意味で、葬儀費用を負担して葬儀を運営する責任
者のことです。
喪主・・・ 祭祀を執(と)り行う者です。遺族の代表者として葬儀を行い、弔問を
受けるのが喪主の役割になります。
故人ともっとも縁の深い人がなるのが普通で、故人の配偶者や
親、あるいは子、兄弟などが努めます。
子供が親に先立った場合、逆縁といって、親は喪主にならない習
慣や、夫婦で夫が亡くなった場合に、喪主は故人の妻ではなく、長男
がなる習慣などもありましたが、今では、こうしたしきたりは無くなりつ
つあります。

※ 喪主＝施主という場合が多いですが、亡くなられたご主人の奥様が喪主で、息子さんが施主
という場合などもみられます。
26 占有・専有

占有(せんゆう)・・・ 自己のためにする意思で物を所持すること。所持とは、物
を事実上支配状態をいう。 事実上の支配。自分の所有にす
る。
ある物を所持している事実状態。人がある物を直接に支配
しているという事実状態(例えば、持っているという状態)。財物に
対する事実上の支配(刑法)。
民法では、代理占有や占有権の相続など、観念的な占有
が認められますが、刑法では、そのような観念的な占有は認
められない。動産や不動産を問わず、物を事実上支配するこ
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と。
専有(せんゆう)・・・ 自分ひとりだけで所有すること。独占すること(広辞苑)。ひと
り占め
占用(せんよう)・・・ 一定の地域・水域などを占拠して独占して使用すること使
用すること。(広辞苑)
専用(せんよう)・・・特定の目的・対象だけに用いること。(広辞苑)
自主占有・・・所有の意思のある占有。買主。
他主占有・・・所有の意思のない占有。賃借人や受寄者。
※ 占有権も物権の一つですが、物の占有と言う事実状態(秩序）を保護しているだけでその物に
対する権利を保護しているわけではありません。
つまり占有者は通常適法に物を所持しているだろうと言う世間の信頼(目に見える事実状態)を
保護しているのが占有権です。盗人の所持する物にも占有権はあるわけです。
27 相続人

法定相続人・・・ 民法の規定により相続人となる人のこと。民法の規定により法
定相続人になれる人は、配偶者（法律上の夫または妻）、子（直系卑
属）、父母（直系尊属）、兄弟姉妹（傍系血族）の４種類の立場の人で

す。
推定相続人・・・ ある人が現時点で死亡したと仮定した場合に相続人となるはず
の人。相続が実際開始された時の法定の相続を受ける人のこと
を「（法定）相続人」、相続が開始されたと仮定した時の相続を受
けるだろうと想定された人のことを「推定相続人」言います。した
がって、「（法定）相続人」の場合は民法で定めた相続をする人は
確定して以後変わることはありません。しかし、「推定相続人」の
場合は将来実際に相続する人は(法定相続人の死亡などで)変わる
こともあります。
共同相続人・・・ 共同相続人とは法律用語で、相続人が複数いる場合の全ての
相続人を指している。法定相続人＝共同相続人と同じような捉え
方で良い。
※ 要は、法定相続人≒推定相続人≒共同相続人と理解していても、それほど間違いではな
さそうです。
28 取消しと解除

取消し・・・ 書いたり述べたりしたことやいったん決まったことを打ち消して
無かったことにすること(広辞苑)。
全てを取り消して、何もない状態に戻すことになります。取消さ
れるまでの間は有効です。制限行為能力者、詐欺・強迫により意
思表示した者、その代理人(親権者、成年後見人)、継承人、同意権
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者(補佐人、補助人)に取消が認められています。
解除・・・ とりのぞくこと。特別の処置を取りやめて、平常の状態に戻すこと
(広辞苑)。

元々の契約は正常に交わされていて契約を、当事者の一方の
意思表示によって(考えだけで)解消し、最初から契約が存在しなか
ったのと同様の状態にすることです。解除の要件は債務不履行、
手付による解除、当事者間の合意による解除等です。例えば売
主・買主の自己都合で白紙に戻すことを指します
※ 同じような用語として「撤回」があります。法律行為の時点で瑕疵がないのは解除と同じ
ですが、１番の違いは遡及効がないことです。
29 符合と付合・附合

符合・・・ 一致。割合が双方合うこと。２つ以上の事物がぴったりと合う
こと(広辞苑)。合致すること。
付合・附合・・・ 所有者を異にする２個以上の物が結合して毀損するか
又は過分の費用を費やさなければ分離できない状態に
あること(広辞苑)。

※ word では、附合でインプットしても、付号がアウトプットされてきます。また、附合で検索して
も、附合と付合の両方をアウトプットします。
30 物権・物件

物権・・・ 財産権の一つ。人の物の対する権利。物に対する排他(独占)的な支
配権。物を支配する権利(所有権、地上権、占有権、地役権、抵当権)。物
を排他(独占)的に支配する権利。物に対する直接の支配権。物を直
接支配し、排他(独占)的に使用、収益、処分することができる権利。
所有権をはじめとする財産権であり、売買などにより「物」を取得し
て使用・収益・処分することができる排他的な権利。
物件・・・ 物品。品物。物品などの動産のほか，土地・建物などの不動産に
ついてもいう。

担保物権・・・ 留置権・先取特権・質権・抵当権の４種類があって文字のごとく権利。それ
ぞれ特徴が相違。
担保物件・・・担保物権の目的物。例えば家、土地、有価証券など、債務が弁済されない
ときに他の債権者に優先して弁済をうけられる対象物。
※要は「権利」と「対象物」の違いのようです。
31「併記」・「並記」

併記・並記・・・ 複数の事柄を並べて記すこと。併せて表示すること。「読み
下し文と口語訳が併記された教科書」などのように用いる。

※ 同一語として扱われていました。しかし、「規約の変更を並記」といった使われ方をしま
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す。
〇「併記」「並記」

「へいき」とは「並べて記録すること、合わせて書き写すこと」をいう。

● 「併」は「二人の人を並べ合わせるようす」から「二つのものを一緒にする、ならぶ」の意味
がある。
● 「並」は「二人が横に並んで立つようす」から「二つのものを同じように置くこと」を意味す
る。「並立」「並列」などと使う。
「並」と「併」はこのように使い分けられるが「並進・併進」「並存・併存」「並称・併称」のように
両表記が認められる場合もある。
同じく「へいき」も両表記があるが現行の国語辞典ではほとんどが「併記」の方を採っていて
一般的には「併記」が妥当。
32 保証・保障・補償

保証(ほしょう)・・・ 主たる債務者の債務を担保するために、保証人と債権
者との間で締結される契約(保証契約)によって生ずる法律
関係。

※保証する・・・ 債務不履行により発生しえる損害に対して、債務者自身あるいは、第三者
が賠償する責任を負う(翻訳語としての日本の法律用語)。大丈夫だ、確かだと請
合うこと。(広辞苑)
※保証債務・・・ 主たる債務者の債務の履行を債権者に対して担保することを内容とする債
務(民法第 446 条 1 項)
※保証の提供・・・ 代金の一部となる一定の金銭をあらかじめ支払っておくこと(民事執行
法)。売却基準価格の二割が原則とされている(民事執行法)。
保障(ほしょう)・・・ 敵を防ぎ領内の安全を保つための城壁。安全確保。(翻
訳語としての日本の法律用語)

国が国民の権利を障害のないように保つ(憲法)。一方
的に・庇護的な安全確保(翻訳語としての日本の法律用語)。
支え防ぐこと。障害のないように防ぐこと(広辞苑)。
補償(ほしょう)・・・損害や出費を金銭などで補い償うこと
33 保佐人と補助人と補佐人

保佐人(ほさにん)・・・ 準禁治産者を保護して、其の能力を補充
する者。其の権限は、準禁治産者の訴訟
及び財産上の重要な行為に同意を与える
ことだけで、代理権は持たない。
被保佐人・・・ 精神上の障害により、事理を弁識する能力が
著しく不充分なもので、家庭裁判所から保佐開
始の審判を受けた者。
補助人(ほじょにん)・・・被補助人を保護する者
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被補助人・・・ 精神上の障害により、事理を弁識する能力が
不充分なもので、家庭裁判所から補助開始の審
判を受けた者。
※ 被保佐人が「著しく不充分」なのに対し被補助人
が「不十分」であるとされている違いに注意する。
補佐人(ほさにん)・・・ 当事者又は訴訟代理人とともに裁判所
に出頭して、訴訟の弁論について当事者
又は訴訟代理人を援助する者(民事訴訟法)
34 保持と保全

保持・・・ 保ちつづけること。持ちつづけること(民法第 198 条)。
保全・・・保護して安全であるようにすること(民法第 199 条)。

35 連帯保証と保証連帯

連帯保証・・・ 保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負担
することをいいます（454 条、458 条）。
保証連帯・・・ 数人の保証人が連帯して保証債務を負担する旨を
特約した場合をいいます。これについては明文の規定
はありません。

※ 両者は、各保証人に分別の利益がない点で共通しています。すなわち、いずれの保証も債
務額の全額を負担する保証といえます。
しかし、前者は、債権者と保証人の間の連帯保証契約に基づくものであるのに対し、後者
は、保証人が数人いる場合に保証人間の特約に基づくものであるという点が異なります。
前者には催告・検索の抗弁が認められていないのに対し（454 条）、後者には催告・検索の抗
弁が認められるという点も異なります。
また、連帯保証ははじめから分別の利益がなく、保証連帯は特約により分別の利益を放棄
するという点の相違があります。
同一の債務に保証人が数人いる場合、各自が債務の額を平等の割合で分割した額につい
てのみ保証債務を負担することを分別の利益といいます(民法４５６条)。連帯保証人にはこれ
がありません。つまり、１００万円の債務に対し連帯保証人が２人いる場合、各自がそれぞれ１
００万円に責任を負わねばなりません(ただの保証人ならば５０万円づつの負担＝分別の利益)。
【蛇足】 連帯して保証する。・・・連帯保証、保証を連帯する・・・保証連帯
同音異語辞典-2
①寄託と供託・・・※ ともに、物の保管に関する契約
寄託 当事者の一方が相手方のために保管することを約してある物を受取る
ことにより成立する契約(民法第 657 条)。
供託 法令の規定に基づき、供託法の定めるところに従って、金銭、有価証券
その他の物品を供託所に寄託すること(供託法第 1 条、5 条)。
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② 譲渡と譲与・・・※ いずれも、財産権などを、同一性を保ちつつ、他人に移転すること。
譲渡 移転に対する対価の有無を問わない。
譲与 対価がなく、公の機関が無償で譲渡する場合が多く、私人の場合の贈
与にあたる。
③ 清算・精算・・・※ともに、経済的に正しい結果を導くための最後の段階での金銭のやりとり。
清算 相互の債権債務等により生ずる不均衡を是正して、経済的に均衡のと
れた状態にすること。
精算 概算に対する概念で、いったん支払ったものを、後に正確な条件の確
定をまって計算し直し、確定的にして支払いをすること。
④ 契印と割印・・・※ ともに、二つの紙にまたがって印をおすこと。
契印 一つの書類が数枚の紙からなる場合または数個の書類を一つの書
類として連接する場合に、そのことを証するためそのつづり目またはつ
なぎ目にかけて一つの印をおすこと。
割印 数個の別個な書類が互いに関連する場合にそのことを証するため、
両書類にまたがって一つの印をおすこと。もっとも、「契印」という言葉が
「割印」の意味に用いられることもある(公証人法 59 条)
⑤ 地上権と借地権・・・※ ともに、建物等の所有を目的として他人の土地を使用する権利。
地上権 建物その他の工作物又は竹木の所有を目的として他人の土
地を称する権利(民法第 265 条)。
借地権 建物の所有を目的とするものに、土地の賃借権を含めたもの
(借地借家法第 2 条一号)。

⑥ 表決・評決と議決・・・※いずれも、合議体の機関における意思決定をいう。
表決 合議体の構成員が示す議案についての賛否の態度。
評決と議決 両者は同趣旨であり、合議によって評決した結果、決定
されたことをいう。
⑦ 弁済と履行・・・※ ともに、債務の内容である給付を実現すること。意味は違わないが、「弁
済」が債権の消滅の面から捉えていうのに対して、「履行」は、債権の効力
の面からみたもの。
(「似たもの法律用語のちがい」より)

同音異語辞典-3
① 登記と登録

登記・・・ 「法務局」で、登記簿に記載されること。登記の目的は、もっぱら私
人間の紛争予防。
登録・・・

幅広く、役所等の資料に記載されること。目的が私人に対する情
報提供をだけではなく、もっぱら広報的な要請に基づく、行政コン
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トロールのための原簿として整えられている場合や、公示の要請
という私法目的と、種々の公法目的とを複合的に兼ね備えている
場合もある。
道路運送車両法に基づく自動車登録、航空法に基づく航空機
登録、弁護士登録、司法書士登録、マンション管理士登録等
② 替わると変わると換わると代わる
替わる・・・“交替する。入れかわる”の意。「世代が替わる」「政権が替わる」
変わる・・・ “異なったものになる。普通と違う”の意。「顔色が変わる」「一風変わった建物」
換わる・・・“交換される”の意。「新車に換わる」
代わる・・・ “あるものが他のものの役目をする”の意。「会長に代わって出席する」「原子力
に代わるエネルギー」
③ 錯誤(民法９５条)と錯誤(不登法２条１６号)
錯誤(民法９５条)・・・ 勘違い。勘違いで意思表示をする事。勘違い、思い違いのように、表意者
(意思表示をした者)が自分の内心の意思と表示した事の不一致を知らない事。

行為者が主観的に認識したことと客観的な事実に不一致があること。（刑法)
錯誤(不登法２条１６号)・・・記録されるべきでない事項が記録されている場合。

同音異語辞典-4
① 提供と提出と提示
提供(到達・・・登記所)・・・ 他人が利用できる状態に置くこと。差し出して相手の用に供すること
(広辞苑)。登記法では「電子情報の到達」を意図して使われる。

提出・・・ 書類、議案、証拠、資料などをある場所、特に公(おおやけ)の場に差し出すこと。書類
などを差し出すこと(広辞苑)。登記法では書面申請などに使われる。
提示・・・資料などを相手に見せること。提出して示すこと(広辞苑)。

② 公告と広告
公告・・・ 政府・公共団体が、ある事項を広く一般に知らせること、または公人・私人が法令上
の義務により特定の事項を広く一般に知らせることをいう。
日本法上の公告は、官報・新聞への掲載や掲示など文書又はインターネットなど電
磁的方法により実施される。(Wikipedia)
広告・・・ 宣伝活動の一つであるが、広告であるためには以下の 3 条件が整っていなければ
ならないというのが国際的に見た広告の定義である。アメリカマーケティング協会やア
メリカの多くの研究者の定義を踏まえて定義づけたものがある。
広告のカテゴリーとなる 3 条件は、1.管理可能な広告媒体（広告主が宣伝しようとする場
合、新聞記事やテレビ番組に取り上げてもらう管理不可能なパブリシティと区別するためである）、2.非

人的メッセージ、3.明示された広告主 (advertiser) が行うということである。(Wikipedia)
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③ 交付と通知
交付・・・登記法では書面申請などに使われる。
通知・・・登記法では書面申請などに使われる。
④ 抹消と消滅
登記法などで、「抹消登記は常に主登記」とされ、「消滅登記は付登記」とされています。
消滅する権利の抹消といった表現が使われますが、ともに「消(けす)」という用語が入っているた
めに、「抹消」と「消滅」の違いががもう一つ明確ではありません。
抹消・・・塗りつぶして消すこと。記載事項を消すこと。「登録を―する」
抹消登記（まっしょうとうき）… 登記記録又は登記簿上に現存する権利や登記事項が何らかの
事情により消滅したか根本的に不存在だった場合において、それを
登記記録等から削除して実体に合致させることである。更生登記な
ども含む。
法律用語における消滅・・・ 法律効果のうち権利や義務、身分などを取り消し無くす事であ
る。消滅の理由については消滅時効の経過によるものが代表的で
あるが、他にも多数存在する。また、権利が帰属する主体の側から
は喪失ともいう。
※抹消された登記の回復登記は付登記となる。

民法学習
民法改正・・・・マンション生活にも大きな影響を及ぼすでしょう
民法の日常生活に欠かせない「契約」のルールが、約 120 年ぶり(1896 年制定)に見直される
との新聞報道がありました。「法定利率が、5％から 3％に引き下げられ」など個人生活には
多くの影響をもたらしてくる法改正のようです。
マンション生活にも大きな影響を及ぼすでしょう。特に、マンションで、専有(住戸)部分を人に
貸しているような場合、借り主は通常の使用による傷みや経年変化を修理しなくてよいこが
明記され、敷金の返却額に影響をおよぼすようです。

・・・・中野メモ

朝日新聞デジタル・ヘッドライン 2014 年 8 月 27 日（水）03 時 26 分 北沢拓也 杉浦幹治、吉田拓史・・・参照

民法は家族関係の決まりごとや、契約のルールなどを決めている法律。主に、日常生活に欠
かせない「契約」のルールが、約１２０年ぶり(1896 年制定)に見直される。法制審議会の部会が２６
日、民法の債権法部分を抜本的に改正する方針を大筋で決めた。時代に合わせて消費者を守
る視点が重視された。当初は反発していた経済界も、対策を急いでいる。
債権法、明治以来の全面改正へ ネット時代の消費者保護
北海道の４０代女性は８月、インターネットで航空券を３人分購入した。数カ月先のチケットで計
２万円ほど割安だった。だが、予定が変わって２人分に変更しようとしたところ、一切認められな
かった。約款には「代金を一度振り込むと、キャンセルはできません」。女性は、約款を読まずに
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購入していた。
インターネットで買い物をすることが一般的になるなか、契約の最後に示される約款をめぐるト
ラブルが増えている。約款の量は膨大なことが多く、利用者が読み飛ばして契約してしまうから
だ。
ネットショッピング以外でも、こんな事例がある。
九州地方の４０代女性は、スマートフォンの紛失を補償してくれる保険に入った。月２千円で家
族全員のスマホが対象になると聞き、「お得だ」と思った。ところが、夫がスマホをなくして問い合
わせると、「４月から家族の方は対象外になった」。そんな変更は聞いていないと抗議すると、
「『契約内容を変更することがある』と約款に記載しています」。
この日の最終案は、こうしたトラブルを防ぐため、民法に約款の規定を設けることを求めた。
最終案については、交通事故の被害者遺族でつくる団体も「現在の不当な状況が少し改善す
る」と評価した。賠償額を算出する際に使われる法定利率が、５％から３％に引き下げられ、これ
によって補償額が増える(後記述「企業も対応へ準備」参照・・・中野)からだ。
大阪府豊中市の上田育生さん（５１）は１３年前、母親（７７）が交通事故で高次脳機能障害を負
い、介護が必要になった。保険会社と裁判で争い、認められた損害賠償は１億２千万円。法定利
率が３％であれば、もっと高額になるはずだった。上田さんは「低金利の時代に、５％はおろか
３％の根拠も分からない。家族の悲しみや怒りを考えれば、適正さを求めるのは当然」と指摘す
る。
また最終案は、借金をする際の「連帯保証人」のあり方の見直しも求めた。親切心で保証人に
なり、想定外の借金を抱えて自殺するなどの問題があるためだ。第三者の個人が中小企業など
の連帯保証人になろうとする場合は、公証人との面談を義務づけ、「リスク」をきちんと理解して
いるかを確かめる。（北沢拓也）
■企業も対応へ準備
最終案がまとまったのを受けて、企業は法改正に向けた準備を進める。
交通事故の被害者らが損害賠償を受ける際に使われる法定利率が改められるのも、その一
つ。保険金を払う大手損害保険会社は今後、保険金の計算システムなどを改良する。
法定利率は、事故に遭って働けなくなった人への賠償額を計算するときに使われる。いまは
５％だが、法改正で３％に引き下げられる見通しだ。
たとえば、事故で亡くなった人が、本来はあと４０年働くことができたと想定される場合、賠償額
はその間に得られるはずだった収入をもとに算出する。収入の合計額から、４０年分の利息を差
し引いた額が賠償金になる。このため、法定利率が下がれば、差し引かれる額が減り、遺族が
受け取る賠償金は増える。
生涯の平均月収が約４１万円で、扶養家族が２人いる２７歳男性が亡くなったときは、法定利率
が５％から３％に下がると、賠償額は約２千万円増える。
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損害保険業界は当初、賠償額の増加に加え、システムの更新費用などがかかることから、法
改正に反発していた。だが、法制審の部会は、超低金利が長引いている現状を踏まえて、法定
利率の引き下げを決めた。
ただ、対応を急ぐ各社が、負担増を契約者に転嫁するおそれもある。ある大手損保幹部は「結
果的に賠償額が増えれば、保険料を上げることになるかもしれない」という。
大和総研の堀内勇世主任研究員は「法改正で、さまざまな企業に新たな手間や時間、費用が
生まれる。多くは企業努力で吸収するだろうが、契約説明の時間が増えるなど、消費者にとって
の負担が増えることもあり得る」と指摘する。（杉浦幹治、吉田拓史）
◇
■最終案の主なポイント
●お金の貸し借りの時効の統一
原則５年。ただし、貸した側が存在を知らなかった場合は１０年
※未払い代金の時効については、「飲食店が１年」「医療費が３年」など職業ごとに異なる「短期
消滅時効」が定められているが、これを「（未払い代金の取り立てを）できることを知ったときから５年」
に統一する。「（未払い代金の取り立てを）できるときから１０年」の原則は存続させる。・・・転載
●約款に関する規定を新設
契約成立後の一方的な内容変更を禁止。消費者に著しい不利益となる内容は取り消せる
●意思能力の規定を新設
認知症の高齢者など、判断力が弱い人が結んだ契約を無効にできる
●誤解していた契約は取り消し可能に
消費者が製品の品質などをきちんと理解していなかった場合に
●欠陥商品の修理、交換、減額などの請求
買い手の請求権を法律に明記
●敷金のルール
経年劣化の修繕は、借り主に義務がない
※アパートの賃貸契約が終了した際に借り主に戻ってくる「敷金」については、これまで民法上の
規定がなかった。原案では「家賃などの担保」と定義。契約終了後に部屋を引き渡したとき返還
義務が発生するとした。
原状回復について、借り主は通常の使用による傷みや経年変化を修理しなくてよいことも明
記され、トラブルが多い家主側との交渉の目安が示される。日々の生活でできた畳のすれや日
焼けなら、畳の張り替え代を請求されても敷金から払う必要はないと主張できそうだ。・・・転載
●連帯保証人の届け出義務
個人が中小企業の連帯保証人になるには、公証人との面談が必要に。その企業の役員や主
要株主、事業に携わる配偶者は例外
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※中小企業が融資を受ける際に求められる「連帯保証」。個人が保証人になることを原則的に
禁止とした。
ただし「貸し渋りを招く」などとする経済団体の意見を取り入れ、契約前に債務を履行する意思
を表示した公正証書を作成すれば保証人になることができるようにした。
さらに（１）経営者（２）株主（３）事業に従事する配偶者－はこれまで通り保証人になれる例外も
認めた。
東京弁護士会法制委員会副委員長で借金問題に詳しい岩田修一弁護士は「親戚や友人の頼
みで安易に連帯保証人となったために多額の借金を背負い、自己破産や自殺に追い込まれる
ような悲劇を避ける効果がある」と評価する。・・・転載
●殺傷事件などの損害賠償請求権を長期化
被害に遭ってから２０年、賠償請求権を知ってから５年に
※第 724 条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加
害者を知った時から 3 年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の
時から 20 年を経過したときも、同様とする。・・・転載
●法定利率を引き下げ、変動制に
現行の年５％を３％に。３年に一度、市場金利を参考に見直しを検討
※第 404 条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年 5 分
とする。
※低金利時代に対応し、借入金や損害賠償金に適用される法定利率を現行の年５％から３％へ
と引き下げる。
これに加え、３年ごとに市場金利に応じて１％刻みで改定できる変動制を導入。シ
ンプルさと合理性のバランスを取った。・・・転載
●債権譲渡禁止特約の緩和
中小企業が資金調達をしやすくするため、将来見込まれる収益を第三者に譲りやすくする
(参照：｢民法(債権関係)の改正に関する中間試案(概要付)－法務省｣・・・インターネット検索、※は、別記事から
の転載です。)

「毎日 3 分民法解説メルマガ」の紹介
インターネット上の民法条文解説の紹介です。ここで紹介するのは、インターネット上で、民法
の各条文を逐条的に易しく解説しているメルマガです。インターネット上では多くの民法上の言葉
の疑問点について個別の解説がなされています。そんなものの一つですが、特徴的なのは、丸
暗記ではなく理解する(おのずと内容を覚えてしてしまっている) ことを主目的として、ごく普通の言葉
で、条文の内容がなぜこのように書かれているのかについて分り易く解説されていることです。
一つの事例をあげておきましょう。

（共有物の使用）
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第二百四十九条

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用を

することができる。
という条文があります。インターネットで（共有物の使用）の部分をインプットして検索します。そう
すると、以下の表題がアウトプットされます。

民法第 249 条（共有物の使用）｜毎日 3 分民法解説メルマガ
これが目的のメルマガです。この、「民法第 249 条（共有物の使用）」の部分は、検索する条文
ごとに異なる表記となりますが、「毎日 3 分民法解説メルマガ」の部分は共通の表題となります。
これを開きます。
第１９９号 ２００６・８・２１
■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。今日から、所有権の中でも、重要性の高い部分である「共有」という部
分の解説に入っていきます。
はじめに、共有の総則的な解説をしようかと思ったのですが、具体的に条文を解説しながら、
その都度補足していくというやり方の方が効率がいいと思うので、いきなり条文の解説に入っ
ていきたいと思います。
最近、株にはまっています。
余裕のある資金で、遊びがてらにやっている程度ですが、おもしろいですね。
やっぱり、遊びといっても、やりだすといろいろと勉強するものです。
株のデイトレードと同じくらい流行している為替で稼ぐという投資法であるＦＸ。
それでは、はじめていきましょう！！
▼▼▼ 第２４９条（共有物の使用） ▼▼▼
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
■■ 解説 ■■
まず、ある物を一人で所有しているのではなく、一つの物を数人で所有していることを共同
所有といいます。
そして、共同所有の一形態として、共有というものが認められているわけです。
厳密な解説をしましたが、とりあえず、一つの物を数人で所有している状態が共有というわけ
です。
よくいわれるのが、箱の中にいくつかの風船を詰め込んだ状態が共有のイメージだと言われ
ています。
一つの風船が割れると、その分他の風船はふくらみますよね。
つまり、共有者の一人がいなくなると、その一人が有していた持分は、自動的に他の共有者
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のものになるわけです。
これを共有の弾力性といいます。
いきなり少し難しい話になりましたが、共有にはこのような弾力性という性質があるのだという
ことは重要ですので覚えておいてくださいね。
さて、２４９条の解説です。
２４９条は、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができ
る。」と規定しています。
「全部について」というのがポイントです。
例えば、甲という土地があり、その土地をＡ、Ｂ、Ｃさんの３人で共有していたとします。
その場合、その土地に対して、Ａさんの持分、Ｂさんの持分、Ｃさんの持分というのがあるわけ
ですが、Ａさん、Ｂさん、Ｃさんが、それぞれ使用することができるのは、それぞれの持分の部
分だけでなく、甲土地全体を使用することができるのです。
これが、共有の特徴です。
■■ 豆知識 ■■
共同所有の形態には、他に、合有と総有というのがあります。
内容は、また後ほど解説しますので、言葉だけでも知っておいてください。
■■ 編集後記 ■■
今日から、共有の解説に入りましたが、共有は難しいです。
おそらく条文の解説をしているだけでは理解することができないと思います。
実際に、いろんな問題を解いてみて、どんな場面で問題になるのかをイメージしないことに
は、なかなか具体的にイメージして理解することができないと思います。
おそらく、共有については一度の解説で理解することは難しいと思いますので、とりあえず、嫌
にならずに読み続けてください。
そうすると、すこしずつ分かってくるかと思います。
このメルマガも、だんだん民法の難しい部分に入ってきていますが、頑張っていきましょうね。
民法は、毎日何時間も、何年も勉強してはじめて少し理解することができるくらい難しい法律
です。
難しく感じて当然ですので、心配する必要はありません。
とにかく継続こそ力なりです！！
なお、残念なことに、民法４２４条（詐害行為取消権の解説 Part1）以降は休止中です。

「毎日 3 分民法解説メルマガ｣の紹介本
質問は、今年宅建を独学で受験する予定で、市販の本で何かおすすめの本を教えて欲しいと
いうことです。
宅建の場合は、やっぱり「パーフェクト宅建」か「らくらく宅建塾」でしょう。
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１０年以上前からこの２冊は定番ですし、実績もありますよね。市販の本でおすすめなのは間違
いなくこの２冊です。
「パーフェクト宅建」 住宅新報社
「らくらく宅建塾」 週刊住宅新聞社
(インターネット｢毎日 3 分民法解説メルマガ」より)

ちなみに私の勧めるマンション管理士試験のための参考書としては｢楽学マンション管理士｣
住宅新報社があります。住宅新報社版にも｢楽学宅建｣はある様ですが｢パーフェクトマンション
管理士｣はないようです。同様に、週刊住宅新聞社版には「らくらく宅建塾」はあるようですが、「ら
くらくマンション管理士」はないようです。

条文理解のために、判例も載っている六法を持つ必要性について
条文の文面だけで解釈するのでは、その条文の正しい理解はできないということのようです。
あるいは、条文だけを理解していただけでは、条文の正しい解釈にはたどり着かず、実質的な条
文相当の価値をもつ最高裁などでの判例を知ることで、初めて条文の全体の解釈ができるよう
になるようです。その便宜が図られているのが、条文に最高裁判例が添付された六法ということ
のようです。
そして、多くの法律の解説書などで、法文の解釈の仕方や例外的な解釈がされ、その根拠とし
示されている最高裁判の出典が、「最高裁判例が添付された六法｣を根拠にしているようです。
その具体例を資格試験問題の例題と最高裁判例および具体的な条文と最高裁判例の関係の
二つから見てみたいと思います。
問題例
｢他人の権利を目的とする売買の売主が当該権利を取得して買主に移転することができない
場合には、買主が契約時にその権利が売主に属しないこと知っていたときであっても、買主は、
売主に対し、債務不履行一般の規定にしたがって損害賠償を請求することができる｣この回答は
｢正しい｣とされています。
しかし、民法第 561 条では、「前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主
に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、
契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をするこ
とができない。」とされて、「権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をす
ることができない。｣と断定され、これ以外の条文はありません。
したがって設問の「その権利が売主に属しないこと知っていたときであっても、買主は、売主に
対し、債務不履行一般の規定にしたがって損害賠償を請求することができる｣とは矛盾すること
になり、設問の解答が｢正しい｣とされていることに疑問が生じます。
しかし、最高裁判例(昭和 41.9.8)では、｢たとえ権利が売主に属しないことを買主が知っていた場
合であっても、売主に帰責理由があれば債務不履行一般の規定(民第 415 条)によって損害賠償を
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請求することができる｣とされているのです。この最高裁判例を根拠に、設問の解答は｢正しい｣と
されているのです。
したがって、この事例の場合は、条文だけを読むと、「損害賠償を請求することができない｣とし
か理解できないはずなのに、判例を読むことによって、例外があることが説明されており、結果と
して条文の正しい(適切な?)理解ができるようになるようです。
もう一つの事例
また、条文の説明的な役割を果たす最高裁判例があります。民法第 557 条(手付)1 項では、
「買主が、売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主
はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、解約の解除をすることができる。｣とされてい
ますが、この条文の償還の意味について、最高裁判例(平 6．3．22)では｢売主が手付けの倍額を
償還して契約を解除する場合、単に口頭により手付けの倍額を償還する旨を告げてその受領を
催促するのみでは足りず、買主に現実の提供をすることを要する｣として、手付け返却方法は、
相手方が受け取ろうと思えばすぐ受け取ることの出来る状況での提供である事を説明していま
す。
ちょっと余談ですが、最高裁判例では、「相手方が受け取ろうと思えばすぐ受け取ることの出
来る状況での提供である事」(現実の提供)の意味は、相手方が受け取るか、受け取らないかは関
係なく、現実の提供さえすればよいことになり、それ以上の行為は要求されていませんと説明さ
れています。
他にもあるのでしょうが、こういったように、条文を正しく(適切に?)理解するためには、「判例付
き」の六法を必要とする根拠はあるようです。もつとも、すべての例外が掲載されているわけでは
ないようです。あとは・・・・。

抵当権の順位譲渡と順位放棄
民法の理解には関係あるテーマですが、マンション管理には直接は関係無いテーマでしょう。
ちょっと面白半分に記録しておきます。
民法 376 条の中に出てくる順位の「譲渡」と順位の「放棄」との用語です。これらは、先順位の
抵当権者が後順位の担保権者に対してする処分で使用される用語です。しかし、この用語の意
味が一般的に使われている意味とちょっと趣きが違う様です。言い換えるならば、当方は違うと
感じていました。
一般的に使われている意味での「譲渡」は、特定の権利、財産又は法的地位を他人に移転さ
せることをいい、「放棄」とは、投げ捨ててかえりみないことをいいます。
いずれも、他人に対して「譲渡」、他人に対して「放棄」するといったニュアンスで捉え、自分の
ものではなくなるといったニュアンスで捉えていました。
そのために、民法 376 条の中に出てくる「譲渡」と「放棄」の意味がなかなか理解できず、インタ
ーネットで調べても、「用語の使い方」や「用語の意味」から説明しているものはなく、何日も理解
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できませんでした。そこでたどり着いた理解が下に書いてある内容です。
民法 376 条の中に出てくる「順位の譲渡」とは、現在の抵当権についている権利行使の順番を
他の人に譲り渡す、あるいは他の人の権利行使の順番と入れ替わるといった意味です。
すなわち、自分の順番が一番目であり、相手方の順番が 5 番目の場合に、自分の 1 番目の順
番を相手方に譲り渡して相手方を 1 番目にして自分は 5 番目になるということになります。
そして「順位の放棄」とは、現在の抵当権についている権利行使の順番に拘りませんといった
意味であり、権利行使の順番を主張することを放棄して、相手と順番を争いませんということで
す。したがって、他の人と同じ順番になるということを意味することになるようです。
同じ順番になるために、権利行使の割合は、それぞれの持分の比例で計算することになりま
す。
このような理解に達して初めて、配当金の計算がやっとできるようになりました。
第 376 条（抵当権の処分） 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他
の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄する
ことができる。

抵当権の「順位譲渡と譲渡」、抵当権の｢順位放棄と放棄｣
以前、別冊-p．625 で「抵当権の順位譲渡と順位放棄」として説明したものの続きです。民法で
の用語の使い道の煩わしさの一例と感じています。今度は、「順位｣という用語が付いていない
｢抵当権の譲渡｣と「抵当権の放棄｣の意味です。
当然、抵当権の配当額には枠があり、配当金を受取れる債権者には、順番が決まっていま
す。この順位が付くのは、配当金を受取れる債権者だけです。配当金を受取れない債権者には
順位が付かないのです。
したがって、順位譲渡や順位放棄は、順位のある債権者同士の順位の譲渡や順位の放棄な
のです。順位のある者から、順番の決まっていない者に対する譲渡や放棄は、ただ単に、だれそ
れへの「譲渡」、｢放棄｣としてしか表現されないのです。

自働債権と受働債権は、相殺する方の債権と相殺される方の債権

(民法学習)

この語句は、「相殺」を考えるときに、それぞれの債権を区別するのに分かりやすくするため
に、法律家が作った語句のようですが、「かえって素人は分かりづらくなったのでは？」と思うとこ
ろです。
相殺そのものの意味はわかるのですが、相殺の時に使われる自働債権と受働債権の用語
は、意味があるいは使い分けがなかなか分かりませんでした。
やっとわかったのが、自働債権とは、自ら働きかける債権で、相殺する方(相手)への債権であ
り、受働債権とは、自らが働きかけられる債権で、相殺される方(自分)の債権だということでした。
したがって、「受動(自分の)債権の弁済期が到来していない場合であっても、自働(相殺する相手の)
債権の弁済期が到来していれば、相殺ができる。｣ことになります。
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教科書などで説明される｢不法行為の債権は受動債権としては効力がない｣という意味は、
「不法行為の債権は被害者の相殺される方(自分)が働きかけられる債権としては使えない｣という
ことになります。
したがって、「民法第 509 条（不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止） 債務が不法行
為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。」という
意味は、「不法行為当事者は、自分の相殺する方(相手)への債権を被害者の相殺される方(自分)
へ働きかける債権としては使えない｣ということになります。
自働債権

相殺を「自ら働きかける」側が持っている債権
「自ら働き掛ける債権」で、「相殺する側の債権」

受働債権

相殺を「受ける」側が持っている債権
「受けて働く債権」で、「相殺される側の債権」

不法行為に基づく損害賠償債権は「受働債権」にできません（民法第 509 条）。これは、損害賠償
債権を支払わせることにより、被害者の回復を図ることを担保したものです。
ですから、損害賠償債権を「自働債権」とすることは許されることになります。（最判昭 42 年 11 月
30 日）。

現在のマンション管理とは直接には関係ある様でないような問題です。
―――賃借人と転借人の賃料の支払について---民法第 613 条１項条文の「転借人は、賃貸人(家主)に対して直接に義務を負う」を読むと、賃借
人が支払期限までに賃貸人(家主)に賃料(家賃)を支払わない場合には、直ちに、転借人に賃料
(家賃)を請求でき、転借人は賃貸人(家主)への支払いを拒否できず、すでに賃借人(転貸人)に支払

っていた場合には、転借人が賃借人(転貸人)から返却してもらえばよいと考えてしまいます。
しかし、この解釈は間違っており、それも、二つの状況設定によりそれぞれ異なった結論に達
します。
まずは、この状況設定が、賃借人(転貸人)から賃貸人(家主)への支払期限と転借人から賃借人
(転貸人)への支払期限が同じ場合です。

設問 1．A は、その所有する建物を B に賃貸し、B はこれを適法に C に転貸した。A が B から賃
料(家賃)の支払いを受けなかったため、C に対し賃料(家賃)の支払いを請求したときは、C は、B に
賃料(家賃)をその弁済期(支払い約束日)に支払ったことを A に対抗(主張)できない。回答[×]
民法第 613 条（転貸の効果） 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人(家
主)に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料(家賃)の

前払をもって賃貸人(家主)に対抗することができない。
２ 前項の規定は、賃貸人(家主)が賃借人に対してその権利を行使
することを妨げない。
条文の「・・・、賃料(家賃)の前払をもって賃貸人(家主)に対抗することができない。」では、「賃料
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(家賃)の前払｣についてしか規定していません。

したがって、1 項で「転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う」とされていても、賃料(家賃)
を賃借人(転貸人)に弁済期(支払い約束日)に支払った場合には、「賃貸人(家主)が転借人に対して
その権利を行使」しても意味はなく、行使しての効果が期待できるのは期限期(支払い約束日)後
で、かつ、賃料(家賃)を賃借人(転貸人)に支払っていない場合だけということになります。
つぎに、それぞれの支払時期がずれている場合です。この条文の本来の役割と意図が明らか
になります。
賃貸人(家主)と賃借人(転貸人)間の賃貸借契約における賃料(家賃)の弁済期(支払い約束日)が 6
月 25 日、賃借人(転貸人)と転借人間の賃貸借契約における賃料(家賃)の弁済期(支払い約束日)が 6
月 30 日であるとします。
賃借人(転貸人)が 6 月 25 日までに賃料(家賃)の支払いをしない場合、賃貸人(家主)は転借人に
対して、直接賃料(家賃)を支払うよう請求できることになります。
すなわち、賃貸人(家主)は、賃借人(転貸人)の弁済期(支払い約束日)後、転借人の弁済期(支払い
約束日)前に請求できることになります。

なお、転借人の弁済期(支払い約束日)後、転借人がＢに賃料(家賃)を支払っていない場合も、賃
貸人(家主)は転借人に対して、直接支払うよう請求できます。
コメント
民法第 613 条は、「それぞれの支払時期がずれている場合」を想定しなければ、条文の真の意味は理解できな
いのではと思いました。しかし、その辺から説明されている書籍が見当たりません。もしかすると、「我妻・有泉コン
メンタール民法｣・「民法総則 第 3 版」伊藤 真著が目的の本なのかとも考えましたが、当て外れでした。

預金・貯金は協議して分割する必要はなく、現金・金銭は、協議して分割する必要あ
り。なんか逆なのでは。
民法の解説書では、現金・金銭については、相続人同士がその遺産の分割をするには、協議
することを要求していますが、預金・貯金＝金銭債権(金額債権)については、相続人同士が協議
して分割する必要はなく、それぞれの法定相続分に応じて当然に承継されるとされています。
「預金・貯金」より「現金・金銭｣のほうが簡単に分けられるのに、何故協議をしなくてはいけな
いのだろうと考えると、なんとなく逆ではないかとも考えてしまいます。逆ではないとされる理由を
調べてみました。
預金・・・ 金銭を銀行などの金融機関に預けること。また、その金銭。当座預金・普通預金・通
知預金・定期預金などの別がある。(広辞苑)
貯金・・・ 金銭をたくわえること。金をためること。特に、郵便局に金銭を預けること。また、そ
の金銭。(広辞苑)
金銭債権(金額債権)・・・ 金銭の給付を内容とする債権(広辞苑)。預金、貯金、受取手形、売掛
金、貸付金等が含まれる(インターネット)
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現金・・・現にその場にある金銭。ありがね。げななま。(広辞苑)
金銭・・・金で鋳造した銭。かね。ぜに。通貨。(広辞苑)
亡くなった人が有していた預金（預金債権）も現金(金銭)も相続の対象となることは当然ですが、
預金と現金の法律上の扱いには違いがあります。
まず、預金などの金銭債権のように給付が分割できるものは、各相続人の法定相続分に応じ
て当然に承継されます。つまり、遺産分割を待つまでもなく相続開始と同時に分割されて承継さ
れるとしています。しかし、現金(金銭)は、協議によって遺産分割します。これが判例の考え方で
す。
ただし、預金について、判例の考え方にもかかわらず、銀行などの金融機関の実務では、
個々の相続人からの法定相続分に応じた預金の払戻しには応じず、関係者全員の合意(押印)が
必要です。
※ 現金(金銭)と遺産分割
遺産である現金(金銭)については、相続開始とともに各続人に対して相続分に応じて当然に承
継されるものではなく、動産や不動産と同様に遺産分割の対象になると解されています。
遺産分割にあたっては，遺産を等分することは困難であり、等分するには現金が有用である
（価額賠償のような処理）ため、現金を共有状態で残しておく必要があることもその理由のひとつとな

ります。
遺産分割・・・ 相続人が数人いて共同して相続財産を相続することを、共同相続という。共同
相続人は遺産全部につき相続分に応じて権利義務を共有する。この共同相続
の状態から、各相続人に遺産を分割することが遺産分割。遺産の分割は、共同
相続人間で協議を行うが、まとまらない場合は家庭裁判所に申し立てて決め
る。遺産の分割を理解するキーワードは、共同相続人間での協議が前提であ
る事だと考えます。
※ 数人での金銭の借金(消極財産)の返済義務は、それぞれ等しい額で分割されるのが原則
民法第 427 条（分割債権及び分割債務）: 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の
意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利
を有し、又は義務を負う。
(司書 H21-23 ア)より
A が死亡し、A の法定相続人が妻 B、子 C および子 D のみである場合、A の遺産である現金
については、遺産分割を待つことなく、B が２分の 1、C および D が各４分の１を所得する。(誤り)

区分所有者(住戸所有者)が相続人なく死亡した時の共有敷地は、特別縁故者への財
産分与の「対象」となるだけで、直ちに、特別縁故者への財産分与となるわけではあ
りません。
区分所有者(住戸所有者)が相続人なく死亡した時は、家庭裁判所での所定の手続きを経て(民法
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第 951 条～第 958 条)｢相続人の不存在｣が確認(民法第 958 条の 2)される必要があります。

特別縁故者への財産分与が認められるためには、特別縁故者による財産分与への家庭裁判
所への申立(請求)が必要(民法第 958 条の 3 1 項)です。
その申立(請求)期間は｢相続人の不存在｣が確認されてから 3 カ月間です(民法第 958 条の 3 2
項)。

特別縁故者への財産分与が認められた場合には、その者に分与されます。そうでなければ国
庫に帰属します。
(参照:｢実践 区分所有法 など｣p.49 or p.48「専有部分(住戸)と敷地利用権(共有敷地持分権)の関係について民法
第 255 条が排除された理由」、p.50「共有者の一人が、その持ち分を放棄したときまたは死亡して相続人がないと
き、共有《準共有》地の敷地利用権(共有敷地持分権)の行方《民法第 958 条の 3 と第 255 条の関係》」、p.107 or
p.106「敷地利用権(共有敷地持分権)の共有《準共有》持分の帰属するのは、他の共有者か特別縁故者か

――

―民法第 958 条の 3 と第 255 条の関係----」)

〔資料〕
特別縁故者・・・ 相続人がいない場合に、死亡した被相続人と生計を同じくするなどして特別の
縁故があった者(内縁の妻・夫等)で、請求により相続財産の分与を受ける事が出
きる者。死亡した者と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者など特別な
縁故がある者。
〔民法〕(｢相続人の不存在｣の確認から、特別縁故者に対する相続財産の分与又は国庫に至るまでの手続過程)
第 951 条（相続財産法人の成立） 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とす
る。
第 952 条（相続財産の管理人の選任） 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の
請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
２ 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告
しなければならない。
第 953 条（不在者の財産の管理人に関する規定の準用） 第 27 条から第 29 条までの規定は、前条第
1 項の相続財産の管理人（以下この章において単に「相続財産の管理人」という。）について準用する。
第 954 条（相続財産の管理人の報告） 相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があ
るときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
第 955 条（相続財産法人の不成立） 相続人のあることが明らかになったときは、第 951 条の法人
は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を
妨げない。
第 956 条（相続財産の管理人の代理権の消滅） 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承
認をした時に消滅する。
２ 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければ
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ならない。
第 957 条（相続債権者及び受遺者に対する弁済） 第 952 条第 2 項の公告があった後 2 箇月以内に
相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相
続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければな
らない。この場合において、その期間は、2 箇月を下ることができない。
２ 第 927 条第 2 項から第 4 項まで及び第 928 条から第 935 条まで（第 932 条ただし書を除く。）の
規定は、前項の場合について準用する。
第 958 条（相続人の捜索の公告） 前条第 1 項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかで
ないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるなら
ば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、そ
の期間は、6 箇月を下ることができない。
第 958 条の 2（権利を主張する者がない場合） 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者が
ないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その
権利を行使することができない。
（特別縁故者に対する相続財産の分与）

第 958 条の 3 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同
じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請
求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
２ 前項の請求は、第 958 条の期間の満了後 3 箇月以内にしなければならない。
第 959 条（残余財産の国庫への帰属） 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰
属する。この場合においては、第 956 条第 2 項の規定を準用する。

相続財産における特別縁故者認定への手順と他者への帰属
「特別縁故者」の存在は知っていたのですが、いつの段階で申し出たらよいのか、どういっ
た手順で認定されるのかが分かりませんでした。もちろんこの先は、相続財産の登記の問題
でしょう。
特別縁故者 相続人がいない場合に、死亡した被相続人と生計を同じくするなどして特
別の縁故があった者(内縁の妻・夫等)で、請求により相続財産の分与を受け
る事が出きる者。死亡した者と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた
者など特別な縁故がある者。
なお、一般に共有物は、共有者が死亡して相続人不存在が確定しても、民法第 958 条の 3
による特別縁故者の存在が考慮され、それでもなお特別縁故者がいない場合、初めて民法
第 255 条の規定により、他の共有者に帰属することになる(最判平元.11.24)のですが、区分所
有法では、第 24 条で、敷地利用権については「民法第 255 条の適用除外」の規定があるた
め、マンションの共有敷地(敷地利用権)は、他の共有者に帰属することはなく国庫に帰属する
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のです。
民法第 255 条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がない
ときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
もちろん、共有敷地(敷地利用権)以外の専有(住戸)部分のような共有物については、民法第
958 条の 3 による特別縁故者の存在が優先され、特別縁故者の存在がないことが確認され
ると「民法第 255 条の適用」がありますので、他の共有者に帰属し、共有者も存在しない時
に、はじめて、国庫に帰属します。

中野メモ

① 相続財産法人の成立(民法９５１条)
相続人のあることが明らかでない時は、相続財産は当然に法人となる。
② 相続財産管理人の選任(民法９５2 条１項)
利害関係人、検察官の請求により、家庭裁判所により選任
③ 家庭裁判所による相続財産管理人選任公告(民法９５2 条 2 項)
２ヵ月。相続財産の保全をしながら、相続人の出現を待つ。
④ 相続財産管理人等による債権申出公告(民法９５7 条 1 項)
２ヵ月以上。
⑤ 家庭裁判所による相続人捜索公告(民法９５8 条)
6 ヵ月以上。この期間内に相続人である権利を主張する者がいない場合は、⑥で相続人の不
存在が確定し相続人の権利は消滅する(民法９５8 条の 2)。
⑥ 相続人不存在確定(民法９５8 条の 3)
相続人不存在確定後３ヵ月以内は特別縁故者による相続財産分与の申立が認められる。
⑦財産分与
(a)分与の審判確定→ 特別縁故者への帰属
(b)分与の申立なし、または分与の申立却下確定
共有の場合→他の共有者への帰属(敷地は他の区分所有者との共有であるが、区分所有法では
第 24 条により、敷地は「民法第 255 条の適用除外」のため、他の共有者への帰属はせ
ずに→国庫に帰属。ただし、専有(住戸)部分については他の共有者に帰属する)

単有の場合→国庫に帰属
(参照:「実践 区分所有法 など」p.49 or p.48「専有(住戸)部分と敷地利用権(共有敷地持分権)の関係について民法
第 255 条が排除された理由」、p.50「共有者の一人が、その持ち分を放棄したときまたは死亡して相続人がないと
き、共有(準共有)地の敷地利用権(共有敷地持分権)の行方(民法第 958 条の 3 と第 255 条の関係)」、p.107 or p.106
「敷地利用権(共有敷地持分権)の共有(準共有)持分の帰属するのは、他の共有者か特別縁故者か」)

所有権を得るまでの期間の異なる遺失物と埋蔵物
―――放置自転車対策への知識--２００７年１２月以降は、遺失物は、公告してから３ヵ月、埋蔵物は、公告してから 6 カ月たつと
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所有権を得ますが、それ以前は、遺失物も埋蔵物も所有権を得るまでの期間は、公告してから 6
カ月でした。改正遺失物法が２００６年に成立して、２００７年１２月に施行されたからです。
埋蔵物の所有権を得るまでの期間については変わっていませんが、遺失物は、公告してから３
カ月と短くなったことには注意が必要です。マンションなどでの放置自転車に対する対応で変化
が生じます。
埋蔵物・・・ 土地その他の物(建物や動産でもよい)の中に、外部からは容易に目撃できない
ような状態でおかれ、しかも現在何人の所有であるかが容易に知ることができない
物。
遺失物・・・ 所有者が意図的にではなくうっかり落としたり、置き忘れたものをいう。占有者の
意思に基づかずに占有を離れ、誰の占有にも属していない物(刑法)。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p.78 or p.76「駐車場が少なく、違法駐車で困っている管理組合の自衛策を紹
介」、別冊 p．123 「放置自転車の扱いについて」)

遺言を守るべきなのは遺産分割禁止の「一定期間」であって、分割禁止そのもので
訂正記述
はありませんでした
別冊-「インターネットには間違った情報が当たり前に公開されている」の記述の中で、遺
言による遺産割禁止の理解についてはおおいなる間違いをしていました。
記述の大幅修正です。普通の分割協議でも、全員の合意があれば協議のやり直しができ
ると規定(判例)されていることと比較しても、間違えること事態が不思議とも思える恥ずかしい
間違いかもしれません。
遺言を完全に守らなくてはならない場合があるのは「禁止期間」であって、遺産分割そのも
のではありませんでした。むしろ遺産分割については、全員の合意があれば遺言とは異なる
分割もできます。
もっとも、共同相続人の全員の協議で決めた禁止の｢一定期間｣も全員の合意があれば解
除が許されるとされているのですから、遺言の｢一定禁止期間｣も全員の合意があれば解除
が許されるのか?も。

中野メモ

遺言による遺産分割禁止の理解についてはおおいなる勘違いをしていました。
被相続人は、遺言で、相続開始の時から 5 年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずる
ことができる(民法第 908 条)とされています。そして、この遺言による禁止期間は、被相続人の最終
意思を尊重するため、共同相続人全員の合意があったとしても、その禁止期間内は遺産分割が
できないとされています。ここに当方の間違いがありました。
禁止されていて、共同相続人全員の合意があったとしても変更できないとされているのは、遺
言による一定期間の遺産分割禁止であって、遺言による相続分の遺産分割そのものではなかっ
たのです。
したがって、遺言で一定期間遺産分割が禁じられている場合には、共同相続人全員が合意し
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ていれば、いつでも遺産分割することができるというわけではありません。
ただし、いかに遺言といえども、共有状態を嫌う法意から考えて、禁止期間を５年以上とするこ
とは許されないと考えます。
共同相続人間の協議により遺産の分割をする場合においては、被相続人が遺言をもって相
続分の指定(民法第 902 条)をしているときは、それに対応した分割をすることが望ましいとされてい
ます。
ただし、相続分の指定がされていても、遺言執行者がいない場合には、共同相続人全員の協
議によって指定と異なる分割をすることは妨げないものと解されています。したがって、遺産分割
の内容については、全員の合意があれば遺言と異なる内容も許されていると考えます。
なお、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者がその指定に従って分割する必要があり、相
続人は、相続財産に対する管理処分権を失うため(民法第 1013 条)、共同相続人間で、遺産分割
協議をすることはできないものとされています。

遺産分割協議結果は、負担した義務を果たさなくても、取り消しができませんが、特
定遺贈の場合は、取り消せる場合があります。
共同相続人間において、負担すべき義務を義務付けて遺産分割協議が成立してしまうと、当
該相続人が負担すべき債務を履行しない場合でも、そのことを理由として、遺産分割協議のやり
直しは請求できません(最判平 2.9)。もちろん全員一致であれば別です。
しかし、遺贈の場合は異なります。負担付遺贈の場合、当該受贈者が負担した義務を果たさ
ない場合、相当の期間を決めて催促をし、それでもその期間内に義務を果たさないような場合に
は、家庭裁判所に対して、遺言の効力をなくしてもらう(取り消してもらう)よう請求できます(民法第１
０２７条)。

このことは、特定遺贈の場合は明確なのですが、包括遺贈の場合は、どうなのでしょうか。包
括遺贈の場合は、相続人ものものではないにしても相続人と同一の権利義務があるのですか
ら、負担すべき義務を義務付けて遺産分割協議がなされているはずだからです (この点は疑問で
す)。

民法で定められている期間計算の仕方
1.

初日不算入の原則

日、週、月、年により期間を定めた場合、初日は算入しない(民法 141 条)。ただし、その期間が午
前零時から始まるときは、初日を算入する(民法 142 条)。
上記の方法で計算した、その末日をもって期間満了とする。
民法 140 条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、そ
の期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
民法 141 条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

2.

周、月、年により期間を定めた場合の計算方法(民法 143 条)
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【原則】 起算日に応答する日の前日に期間は満了する。
例 1 3 月 1 日から 1 か月(初日不算入のケースとする)
初日

3月1日

起算日 3 月 2 日
応答日 4 月 2 日
期間満了 4 月 1 日の終了時
例 2 3 月 1 日から 1 か月(初日算入のケースとする)
初日

3月1日

起算日 3 月 1 日
応答日 4 月 1 日
期間満了 3 月 31 日の終了時

【例外】 応答日のない場合には、その月の末日をもって期間は満了する。
例 1 月 30 日から 1 か月(初日不算入のケースとする。うるう年ではない。)
初日

1 月 30 日

起算日 １月 31 日
応答日 なし
期間満了 2 月 28 日の終了時
民法 143 条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
２ 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年におい
てその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合に
おいて、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
(参照：「実践区分所有法 など」p. 17「日数の数え方」)

議論はよりよい結果を生み出すための手段
---「『わたしと仕事、どっちが大事?』はなぜ間違いか」より抜粋---人は、自分が論理的でありたいと思うがゆえに、議論で負けても納得させられることに耐えられ
ません。論理は頭脳の働きそのものであり、論理的思考が優れている者は頭脳が優れていると
誰もが思っているからです。議論に負けると、頭が悪いことを証明されたような気持ちになり、自
尊心を傷けられてしまうのです。
だから人はしばしば、自分の主張を変えてまでも、相手の主張に同意することに抵抗します。そ
のため、「人間は論理ではなく感情で動くから、議論で人を説得することはできない」といわれる
のです。
しかし、次のような場合は、説得することが可能です。
①相手がその分野で自分より優れていることをすでに受け入れている場合
例えば一般人が、弁護士に法律論争を挑んだとします。しかし弁護士が圧倒的に有利である
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のは当然で、一般人の人はすでにそのことを受け入れています。だから負けても「仕方がない」
と感じ、説得されても自尊心は痛みません。
②相手が自分より能力が優れていることをすでに受け入れている場合
「この人は優秀だ。自分はとてもかなわない」と、相手の能力の高さをすでに受け入れている場
合は、自分の競争相手だという認識がないので、議論で負けても当然だと感じ、自尊心は傷つき
ません。
③議論になっている対象に、ほとんど興味がない場合
テーマに興味がない場合は、「ほんとはどっちだっていい。だから本気で議論しているわけでは
ない」という逃げ道が有ります。議論に負けても、たいした問題ではないと自分に説明することが
できるので、自尊心が傷つくことを防げます。
これらの場合であれば、議論で人を説得することは可能なのです。逆に言えば、これらの場合
以外は、議論で人を説得すること、動かすことはできない、ということになります。
人間は感情で動きます。議論に負けても自尊心を傷つけられると、相手を恨みを抱きます。
ビジネスの場は、理性が支配する世界です。例えばプレゼンテーションを行うときは、自分の
プランが他社のプランよりいかに優れているかを、あらゆる手段を使ってアピールします。当然、
他社のプランの欠点をとことん指摘し、打ち負かそうと努力します。
そうしなければビジネスの世界で生き残っていくことはできません。お互いにそれが当然と思っ
ているので、負けても相手を強く恨むことはありません。
しかし、日常生活では、議論で相手に打ち勝っても、相手は恨みを抱くだけで、動いてはくれな
いことを知っておかなければなりません。とすると、なぜ、議論に打ち勝つための技術が必要な
のでしょうか。
一つ目は、勝つべきときに勝つためです。相手に恨まれようと憎まれようと、議論に勝たなけ
ればならない場合があります。そのときに、勝つための技術を使うのです。
二つ目は、議論で勝つ技術を身につけることで、相手の詭弁やまやかしのテクニックを見破る
ためです。人を動かす議論の力学はだいたい共通しているので、議論に勝つ技術を学べば、他
人が自分を動かそうとするときに、どんなテクニックを使うかを知ることができるのです。議論に
勝つ技術は、自分自身を守るための技術でもあります。
これの目的以外は、議論の技術を多用しないほうが賢明です。

議論は、よりよい結果を生み出すための手段です。
その目的が相手を説得し、動かすことである場合は、議論で相手を打ち負かしても、望むような
結果は得られません。動かしたいと思っている相手の心にスポットライトを当てて、自尊心を尊重
し、感情に訴えかけなければならないのです。
男女間や家庭内は、理性より感情が支配する琴のほうが多いものです。幼い子供の誕生日に
接待が入り、飲んで帰ったとき、その接待がなぜ必要だったかを論理的に説明しても意味はあり
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ません。妻と子の感情に訴えるしかありません。
論理的思考は、人にとって必要不可欠な能力ですが、使う場面を間違えると、かえってマイナ
スに作用することがあるのです。

論理的に話せてる?倫理力テスト解説より
25～0 点の人は・・・・「非論理マスター !」
あなたは、これまで論理的に話すことにほとんど注意を向けてこなかったようです。もちろん、そ
れでも生きてこられたし、これからも生きていくことができます。しかし、論理的に考えられなけれ
ば、何が正しいことかを検証することができないし、将来の計画や予測を立てることもできませ
ん。論理的思考と、論理的話し方は不可分一体です。論理的に考えると、自然に話し方も論理
的になり、わかりやすい話し方になります。
あなたがこれから論理的思考や話し方を学んでゆく際には、論理的思考が普段どのように働
いているかに気づくことが大切でしょう。
論理的思考は、まず物事に問題点を抽出します。世の中に溢れている事実関係の中から、何
か問題点となっているかを取り出します。
他人と話しているときでも、二人の話は、どこが同じで、どこに対立点があるのか、その対立点
は、どのような価値観や前提の違いに基づいているのか、という問題点を抽出します。これが論
理的思考の第一歩です。
それぞれの価値観や前提のメリット・デメリットを抽出し、分析し、論理的に組み合わせて議論
を展開するのです。このような作業は意識的に行うことが必要です。
あなたは、これまで主に感情に支配されて会話を行ってきたのではないでしょうか。もちろん、
それも人間関係を円滑にするためには必要なことです。要はバランスを取ればよいのです。論理
と感情とどちらかが一方を取る二者択一ではないのです。
日常生活で、問題点の抽出と、論理の組み立てを意識的に行ってみてください。そして、また
しばらくしてから、このテストを行ってみましょう。論理の世界でお待ちしています。
50～26 点の人は・・・・「論理訓練生 !」
あなたは、まだ論理的な話し方が十分身についていないようです。「ふだんの生活で論理的に
話していたら、ギスギスするじゃないか」って思っていませんか。
論理的な話し方は、何も相手を攻撃して、やり込めることを目的とするものではありません。自
分の頭を整理し、論理的に一貫させて、よりよい答えを発見するために用いるものです。そして、
それを相手がわかってくれるように、説明するために用いるものです。
相手を攻撃するのは、相手が不当な議論や不合理な弁解をするときだけです。そのような時
は、相手の非論理性を攻撃し、粉砕します。そして、また論理的な会話に引き戻すのです。その
目的は、お互いの論理的思考を集約し、よりよい結論に到達するためです。
まずは、論理的な話し方を身につけることが自分にとって必要だと受け入れましょう。本書は、
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一般の論理的思考の本と異なり、論理的思考を体系的に説明するものではありません。日常の
ありふれた会話を例にとり、その思考をなぞることによって、論理的な思考を身につけることを目
的にしたものです。日常の具体的な場面で、相手に対してどのように答えるかは、相手の感情や
自尊心に配慮した上で根あなた自身が決めることです。
道のりは長いと思いますが、論理的な思考や話し方は、あなたの人生に必ずプラスとなること
をお約束します。

専門用語をマスターする。----｢合格したけりゃ勉強するな!｣p.101 より---※ 難しい専門用語はどうして用いられるのか
どうして学問の世界では小難しい専門用語が多用されるのか。また、その専門用語を正しく理
解するにはどうすればいいのか。考えてみよう。
理由 1 スピーディである

言葉は一種の記号である。人の考えを、迅速かつ正確に伝えるために作られた記号なの
だ。それぞれの科目には、そこで用いられる特別な概念がある。この概念を日常の言葉で
説明すると、複雑になってしまう。
たとえば｢y＝2x＋①｣という関数を日常の言葉で説明しょうとすると、かなり複雑で長ったら
しいものになってしまう。｢形容詞｣という概念も、日常の言葉で説明するとなかなか難しい。
そのため、研究者のあいだで共通の認識をスピーディに共有できるようにつくり出した言葉が、
専門用語なのである。
理由 2 正確である

僕らはひとつの単語をさまざまな意味で使う。たとえば｢筋力｣「感動力」「表現力｣という単
語は、ともに｢力｣という言葉を使っているが、その意味する内容はそれぞれ異なる。しかし、
学問の世界においては｢力｣の定義はひとつだ。｢一定の重さの物体を一定の距離まで移動
させること｣というものである。
論理性が重視され、真理を探究する学問において、曖昧さ、不確かさを排除するため専門
用語は必要とされる。
(例えば区分所有法の説明で「専有部分」を「専用部分」と記述されると、記述内容そのものに混乱が生じます。)

※ 難しい専門用語にどう慣れるか
ステップ 1 自分流にやさしい言葉に置き換える
ピアノを習い始めたころ、僕は先生にショパンのノクターンを弾きたいとねだった。センチメンタル
なノクターンを女の子の前で弾いてみせ、かっこつけたかったのだ。成功するにはまず、目標をさ
だめなげばいけない。僕は結局、6 ヶ月間、楽譜を見ることなく、ただただ指使いだけを覚え、何
とかノクターンを弾けるようになった。楽譜に向かい、音符ひとつひとつを見て、それを右手と左
手で音にできなければいけない。そうした作業を数十回、数百回繰り返し、楽譜に慣れてこそ、
ひとつの曲をマスターできるのだ。そのころには、音楽の専門用語である音符も、日常の言葉の
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ようにやさしく読みこなせるようになっていけるはずだ。
それでは、音楽以外の科目の専門用語に慣れ親しむにはどうしたらいいのだろうか?僕のお奨
めは、高校生ならば大学、大学生ならば大学院の教材を入手し、目を通すという方法だ。
こんなことを言うと、いまでも専門用語に難渋しているのに、さらにレベルの高い教科書で使わ
れる専門用語なんてわかるはずがない、と怒る人がいるかもしれない。でも、辞書などを片手に
がまん強く専門用語の意味を調べていけば、やがて理解できるようになる。
もちろん、1000 ページを超すような分厚い専門書を読む必要はない。生物学で降れば、書店
の専門誌の棚にある医学ジャーナルを買い、興味のわいたコラムをふたつかみっつ、読むだけ
で十分である。
その際のコツは、辞書をよく読み、頭の中で専門用語を自分流にわかりやすい言葉に一度置
き換えてみることだ。外国語を勉強するとき、ほとんどの人は例文や単語を、自分が日常使って
いる母語に一度置き換えて記憶している。その要領とまったく同じと考えればよい。
社会科目の専門用語置き換えの例
｢需要と価格間には比例関係があり、供給と価格には反比例関係がある｣→売る人が多ければ
価格が下がり、買う人が多ければ価格は上がる。
ステップ 2 とにかく慣れること
専門用語にはとにかく慣れることがいちばんだ。そのためには、専門書や教科書に出てくる用
語をとにかく覚えるしかない。効率的な勉強方法を追求してきた僕にとって、それは不本意なこと
だったが、テストの出題者たちは専門用語を好むのでしかたがない。
それに、一度専門用語をマスターしてしまえば、その効果は学年が上がるにつれて発揮され
る。上級のクラスになればなるほど、専門用語が多用されるからだ。
ただ、すべての専門知識を覚えるといっても、なかなかできることではない。まずは、試験の出
題者や教科書の執筆者がとくに好んで使うものから覚えてしまおう。
ステップ 3 専門用語を使って文章を書いてみる。
論文を書く際、わざと専門用語を使って作文してみよう。最初から長文を作る必要はない。一日
に 5 行くらいの短い文章を作るだけでかまわない。
専門用語を使いこなせるようになると、今までとっつきにくかった教科書もやさしく、面白い本に
思えてくる。また、そうした小論文をいくつか仕上げれば、専門用語の持つ正確性、効率性、迅
速性を実感できるようになる。
ステップ 1～3 のどの段階であれ、留意すべき点は毎日少しずつ行うことである。1000 メートル
を全力疾走するより、少しずつ、ゆっくりと歩くほうが結果的に長い距離を楽に進める。くれぐれも
一週間に一度、10 時間もまとめて勉強したりしないこと。それも大切な｢勉強の技術｣だ。
コメント
各分野の初学習者にとつて用語(専門用語)の理解は、大前提であることは納得できます。我妻
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栄氏の「民法案内｣の中で「定義｣の意義について説明されていますが、その主張とも共通するも
のがあるようです。用語(専門用語)が理解できないと、頭が混乱してきますし、書かれている内容
そのものが理解できないからです。
その学び方には色々あるのでしょうが、自分が実践しているのは、用語集(ward フアイル・・・・現
在 B-5 版 282 ページ)の作成です。わからない用語(専門用語を含む)や意味や理解の曖昧な用語(専
門用語を含む)が出てくると片っ端から収録してしまいます。

その出典は、勿論、広辞苑であったりしますが、他にも、書籍の記述の一部であったり、インタ
ーネットであったりです。したがって、ひとつの用語について、色んな書き方(書き込み時差を含めて)
で説明されていることになり、割合幅の広い理解に役立っています。ご希望者がいれば、メール
でよろしければお送りします。
また、「ステップ 1 自分流にやさしい言葉に置き換える｣とされている点は、偶然ではあります
が、別冊-p．625「抵当権の順位譲渡と順位放棄｣の中で、民法条文の｢譲渡｣と｢放棄｣について
説明している部分で実際にやって効果をあげていることです。

雑文
私は考えるのです。信号とは何のためにあるのかと。
--直線道路で車の陰が全く見えないとき、横断道路が赤信号でも横断することは許されるか--全くの与太話です。
あるとき、直線道路で車の陰が全く見えないので、横断歩道が赤信号でも横断してしまいまし
た。そしたら対岸にいた老人が、｢赤信号なのだから渡るな!!｣と怒って、必至になって怒鳴ってい
ることに気付きました。
ふと思いました。この人は、「自分の頭で考えて判断することができないのだろうかと。まるで、
周りの人が戦争賛成と叫んである時に、自分は反対だとは主張できない人なのではないだろう
か」と、そして腹の中で「この教条主義者」と軽蔑の念を抱いて、対岸にいた老人の怒鳴り声を無
視して赤信号の点滅している横断歩道を渡り終わりました。その後、しばらく様子を見ていたの
ですが、車は一台も通りませんでした。皆さんはどのようにお考えですか。私自身を大人気ない
人間だと蔑みますか。
私は考えるのです。信号とは何のために有るのかと。勿論安全のためです。しかし信号設置
の目的は、自動車に対する警報の意図が主であり、人間への警報は従であると考えます。
自動車が赤信号になったとき車の進行を止め、青信号に従って発車することで、自動車に比
べれば弱体の人間を守ることが主目的なのではないでしょうか。
その上、車は人間による操作で動く物体です。人間による操作を間違えば人間を傷つける危
険性は非常に高いのです。車が通る道路を人間が信号を無視して渡った場合には、人間の方
が損傷さられる危険が高いだけです。むしろ、車が安全に通行できるように信号があるとも考え
ます。
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車に信号を守らせる主たる役割は車が通行し続ける横断歩道で人間を守ること(人を損傷させな
いこと)であり、人間がその信号を守って渡ることは、車によって自分自身を損傷させる危険を避け

るためです。したがって、信号設置の役割は、車が主であり、人間は従であると考えるのです。
自分の判断に自信がない人には、信号が「青｣にならなければ横断歩道を渡っていけませんと
注意してあげることは、その人を守る意味でも必要なことでしょう。
しかし、車が通行しないことを確認したうえで、車によって自分自身が損傷させられる危険がな
いことが明確に判断できると思える大人にまで、信号が「青｣にならなければ横断歩道を渡ってい
けないと、他人が声をからして怒鳴る必要があるのでしょうか。
私は、その後も、車の陰が全く見えない場合には、横断歩道が赤信号でも横断しています。先
に出会った老人に出会えることを期待しながら。

「信号が赤でも、まったく車の気配がなければ歩行者は渡ってもいい」について
--- 今後は、信号が赤でも横断歩道を渡たるのは、まったく車の気配がなくても、周りに人がい
ないようなときだけにします。---

与太話 2

インターネットを調べていたら以下のような記事が載っていました。過去に、東京都の猪瀬前
知事の副知事時代(2012 年５月５日)に以下の発言があったようです。
「交通信号が赤でも、まったくクルマの気配がなければ歩行者は横切ってもいいんだよ。僕が
ジョギング中に不可解に思うのは、ただつっ立っている日本人。クルマいないのに！個人の決断
がない。ニューヨークでもパリでもあり得ない。」
当方と同じような価値観なのでなんとなく心配になり、法律を調べてみました。
道路交通法第 2 条(「信号機」の定義) 十四号 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に
関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
道路交通法第 4 条(信号機が表示する意味)４項 信号機の表示する信号の意味その他信号機につ
いて必要な事項は、政令(施行令)で定める。
道路交通法施行令第 2 条 赤色の灯火 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
道路交通法施行令第 2 条 黄色の灯火 一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、ま
た、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わ
るか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
※ 黄信号が点灯した時に道路の横断に至ってない場合は渡ったらダメと
いうのが黄信号の意味。「急いで渡ろう！」の意味ではないようです。

道路交通法第 7 条（信号機の信号等に従う義務） 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の
表示する信号又は警察官等の手信号等（前条第一項後段の場合においては、当
該手信号等）に従わなければならない。

道路交通法第 121 条(罰則規定) 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は
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科料に処する。
一 第 4 条（公安委員会の交通規制）第 1 項後段に規定する警察官の現場にお
ける指示若しくは第 6 条（警察官等の交通規制）第 4 項の規定による警察官の禁
止若しくは制限に従わず、又は第 7 条（信号機の信号等に従う義務）若しくは第 8
条（通行の禁止等）第 1 項の規定に違反した歩行者
※ 罰則規定のほとんどが、車に対するものでしたが、121 条(罰則規定)では、警察官に
よる注意に従わないことと二つの規定に違反した歩行者をも対象にしていました。

このように、歩行者が赤信号で渡ってしまうことは完璧な道路交通法違反であり、罰則を課さ
れる可能性があるということのようです。
すなわち、法律上「信号が赤ならば、まったく車の気配がなくても歩行者は渡ってはいけない」
これが道路を使う人全員が守るべきルールであるようです。
車に対しては罰則の適用例はあるのでしょうが、はたして人に対して適用事例があるのだろう
かは分かりませんが、いずれにしても、この知識を得た限りは、今後は、信号が赤でも横断歩道
を渡たるのは、まったく車の気配がなくて、周りに人がいないようなときだけにします。
(参照：別冊-p．640 ｢私は考えるのです。信号とは何のためにあるのかと｣)

昔の公団等の団地建設に関わった建設会社は中小企業
--公団や供給公社で扱っていた建物は、技術的に中堅企業でしか扱えない建物であった--昔の公団や供給公社の団地建設に関わった建設会社は概ね建設業界での中堅企業(一社で
一括して数棟の建物を扱うため一定の技術力が必要でした)であり、中小企業の部類に入っていました。

そして、昔の公団や供給公社等の団地建物は、一棟が概ね 5 階建て等であり、建物の長さ
も、たまには一階段の星型もありましたが、ほとんどが 4 階段程度であり、7 階段以上のものはエ
クスパンションでつながれた構成となっており、一社で数棟の建物を一括して請負い、数社の建
設会社が夫々一定の広さの工区を構成し、出会い帳場としての大建設工事現場を構成し、各工
区敷地内には飯場も多数立てられ多くの職人さん達も一緒に生活していました。
そして、公団や供給会社の監督官は、各工区ごとに数人単位で担当監理者として常駐し、全
工区の監督官がまとまって独立した事務所を構えていました。
何故、このような大規模工事現場で、ある程度細分化された工区で中堅企業であり、中小企
業の部類に入る建設会社が蠢いていたかを説明しておきたいと考えます。
皆さんは、建築物を作る力量とは一定のものであり、大企業の建設会社はすべての建築物が
扱え、そこに所属している建築技術者もすべての建物が扱えると考えていないでしょうか。
そして、大企業は優秀な建設会社で、中小企業の建設会社は大企業よりも劣り、大企業の技
術者は中所企業の技術者よりも優秀と単純に考えていないでしょうか。
確かに、大企業の建設会社の方が、職人を含めて社員の待遇は恵まれています。そして、建
築技術という基準だけで判断するならば、大企業の方がはるかに進んでいたと考えられます。
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しかし、技術力という面で判断していくと、大企業で扱える建物と中堅企業でしか扱えない建
物があるのです。あるいは、あったのです。
古い話を例にとれば、超高層のハシリである霞ヶ関ビルは、鹿島建設という超大企業の建築
技術でしか建築できませんでした。一介の中堅企業の技術では夢のような仕事でした。
当時の公団や供給公社で扱っていた建物は、技術的に中堅企業でしか扱えない建物であっ
たといえるでしょう。極端な言い方をすれば、大企業の技術では超高層は扱えるかもしれません
が、公団や供給公社で扱っていた建物は、小さすぎで手に負えなかったのです。
すなわち、公団や供給公社で扱っていた建物を超高層を建てるような大企業の技術力では、
段取りが大きすぎて、採算が取れなかったのです。おのずと、これらについての技術力は、中小
企業の部類に入る建設会社の技術者の方がはるかに進んでいたのです。
もうお分かりでしょう、建築技術そのものが争われた時代の建築業界の世界は、住み分けが
認められており、餅屋々での世界だったのです。そして、それぞれの分野で技術力を高める努力
がされていたと考えられます。そして今でこそ、公団や供給公社が実質的には存在しなくなり、そ
ういった世界で蠢いていた中小企業の部類に入る建設会社は、せいぜい高層建築物程度の建
設を担い、超高層の分譲建物が超大手建設業者や大手建設業者によって建てられているのだ
と考えます。
むしろ、建設業界が不景気になると、大手建設業者も背に腹は換えられず、中小建設業の分
野に進出してくるのだと考えます。そのような場合、むしろ警戒すべきなのは、その工事を担当す
る技術者が、大手建設業者の直営の技術者であるかということです。
むしろ、中止小企業にまる投げされていないか、あるいは、下請けとして中小企業の技術者が
使われていないかと疑う余地を残します。

全国書店ネットワーク オンライン書店 e-hon
アマゾンや honto と同系等のオンライン書店です。「e-hon｣で検索できます。「送料無料で、
本、雑誌、CD・DVD がお近くの本屋さんに届けられ｣ます。したがって、自宅近くに書店があるよ
うな方には、3,000 円未満の本でも、送料なし(無料)で本が手に入ることがメリットです。

「等価交換方式」の(中古)マンション購入の際の注意点
「等価交換方式」のマンション・・・、土地価格の分だけ地権者が自分の住居スペースや賃
貸用の住戸として権利を有し、残りのスペースをデベロッパーが一般に分譲する形。地権者
に有利な条件が付いている場合が多いので要注意です。
「等価交換方式」の中古のマンションを購入するような場合に特定して、注意のポイントを
書き出してみました。いずれにしても、仲介する宅建業者の重要事項説明を納得行くまで聴
くことと、必ず、現地の住民からの直接情報確認することをお奨めします。

中野メモ

注意のポイント
① 分譲価格表に、「事業協力者住戸」や「非分譲」という表示があれば、それが等価交換マンシ
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ョンであることの証拠です。
① 議決権数が 2 分の１以上あるいは４分の３以上の区分所有者がいないか。全ての部屋の面
積が同じだとして、全戸数の 2 分の１(50%)以上をもっている区分所有者(住戸所有者)がいた場合
は、その区分所有者が集会(総会)での全ての管理事項の決済に拒否権を持つことになり、全戸
数の 4 分の 3(75%)以上をもっている区分所有者(住戸所有者)がいた場合は、建替え以外に特別
決議の拒否権を持つことになり、特に、規約の新規改正や設定には、大変な困難を生じます
(地主の議決権は、全体の何％あるかを営業マンに尋ねましょう。３０％も持っていると危険との見解あり)。

②管理組合が構成され、規約があり、定期的に集会(総会)が開かれ、管理者あるいは理事会制
度が明確となっているか。管理者あるいは理事長は総会で選ばれているか。小規模の等価交
換マンションの場合は、特に確認しておく必要があります。
③ 総会の定足数の規定があるか。区分所有法では集会(総会)定足数の規定がないため、管理
組合の規約に集会(総会)定足数を定めていない場合があります。大規模マンションでもあること
です。
④ 地権者の管理費や修繕積立金が減額、免除になっていないか。一般の区分所有者(住戸所有
者)支払額基準と異なっていないか。

⑤ 駐車場の所有は地主か管理組合か。共有敷地にもかかわらず、一定のスペースが、地主の
私所有となっている場合があります。後で是正訂正することは、困難を極めます。
⑥ 駐車場収入は管理組合に入るのか。駐車場が管理組合との使用契約方式が採用されてい
る必要があります。
⑦ 大規模修繕や小修理に於いて、施工業者の選定に、地権者の影響が大きい場合がありま
す。規約の問題でもありますが、大規模修繕や小修理に於いての全権が管理組合の管理対
象となっているべきです。
⑧ 地権者が、自分の持ち物と意識しがち。このような問題は、管理組合規約があり、管理者あ
るいは理事会制度があり、集会(総会)定足数のさだめのもとで定期集会(総会)が開かれているよ
うな管理組合ではあまり生じていませんが、区分所有者(住戸所有者)の員数が少ない等価交換
建物では、よくある現象です。
⑨ 家主と店子の関係になることも珍しくありません。⑥と同様の問題ですが、集会(総会)で選ば
れた管理者がいないような場合には、地権者が管理者の役割を果たして、管理費を徴収する
といった形で現れる傾向です。
⑩ 民主的な管理組合運営が困難。規約がなく、定期的に集会(総会)が開かれておらず、管理者
あるいは理事会制度が明確となっていない状態で、民主的な管理組合運営が行なわれてい
るはずもありません。
このようなマンションで、ゼロから民主的な管理組合運営を作り上げることは、困難を極める
でしょう。
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⑫

マンション購入に共通することですが、販売業者にとって、管理組合側が当初の区分所有
者(住戸所有者)から担保責任の承継を受けていないと、特定承継人は、マンションの瑕疵担保
責任の対象とならないことに注意が必要です。(参照:別冊-p．186 ｢転売業者の存在《新築を購入し
たのに特定承継人にされていた事例》-2)

図書館では『まんが本』は購入しないとの認識が当然なことなのでしょうか。
以前に、くにたち図書館に、「まんがマンション大規模修繕」 マンション大規模修繕編集
委員会(編集) 建設物価調査会 2,700- 2014.06.30 の借入れ予約の申込をした際に、一カ
月後に「他市の図書館にも都立図書館にもなく、『漫画本』であるために、くにたち図書館で
は購入できません。」との返事が届きました。
しかし、くにたち図書館に依頼した「まんがマンション大規模修繕」は、学術書であり、表現
方法の一つとして「まんが」という手段をとったに過ぎないと考えています。このことから、イン
ターネットで都立図書館に「『まんが本』は購入しないものであるとの認識が図書館の共通し
た基本的な方針なのでしょうか。それとも図書館によって判断が異なるということなのでしょう
か。『まんが本』は、図書館では扱ないのがくにたち図書館独自の判断ではなく、図書館の基
本的な方針だとすれば、「まんが」という表現方法でなされた書籍は、図書館での蔵書として
の価値が認められないと判断されていると考えてよいのでしょうか。」との問い合わせをした
回答です。

中野メモ

お寄せいただいた質問について、以下のように回答いたします。
■受付番号

：E26-0344

■質問日

：2014.10.16

■回答内容
図書館資料の選定、購入の方針及び基準につきましては、各自治体で異なります。「まんが
本」についても同様です。都立図書館は、漫画作品については作品として評価が定まったもの(文
化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞受賞作品等)の中から選定・購入しているため、ご質問の『まんがマ

ンション大規模修繕』は、収集の対象外となっております。
なお国立国会図書館では、『まんがマンション大規模修繕』マンション大規模修繕編集委員会
編集 フジヤマヒロノブ作画 建設物価調査会 2014.5（国立国会図書館請求記号 EF52-L98）を所蔵
しておりますので、ご参考までにお知らせします。
連絡先：
東京都立中央図書館サービス部情報サービス課

106-8575 東京都港区南麻布 5-7-13

電話 03-3442-8451(代)

マンション管理士資格挑戦への提案(年寄り挑戦者への副音)
「年をとると記憶力が減っちゃって、若い人にはかなわないな」と落ち込みやすい方への、マ
ンション管理士資格への挑戦への提案です。年とともに記憶力が減退するということはなく、
むしろ、お年寄りは、年とともにマンション管理士の資格試験を勉強する下地ができているの
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です。さらには、マンションでの生活体験がそのまま試験の内容を理解しやすい立場にいるの
です。そんな年寄りへの副音とも取れる記述を見つけました。
「民法案内」で有名な我妻栄氏の勉強方法は、わからない部分にぶつかると、とことん調べ上
げで納得してからではないと前には進まないといった方法だったようですが、むしろ、参考書
で大雑把にでも全体像をつかんで、それから繰り返し読み返して少しずつ理解していく方法も
あると提案し、むしろ、わかってもわからなくても問題集をやることによって物事の理解を進め
ていく方法が効率的であるなど、むしろ鈍才な吾輩でも納得する勉強方法の提案が書かれた
部分を抜粋してみました。
塾生の中には、それなりに一定の年齢に達しておられる人も増えてきていますが、よく「年をと
ると記憶力が減っちゃって、若い人にはかなわないな」という悩みを打ち明けられることがありま
す。「意味記憶」という丸暗記による記憶法は、幼少時代に長けており、年とともに減退すると言
われています。確かに、幼児が言葉を覚えていく期間を考えてみると、いかに短い間に膨大な言
葉を覚えているかがわかります。
このことからすれば、確かに「年をとると記憶力は減退する」といえるでしょう。しかし、記憶は
「意味記憶」だけではなく、「エピソード記憶」もあることを忘れてはなりません。「エピソード記憶」
とは、自分の何らかの経験と結びつけた記憶法を言うのですから、こちらの記憶法はむしろより
多くのことを経験した者のほうが適しています。
例えば、「賃貸借契約」という項目の勉強をするにしても、実際にアパートやマンション等の部
屋を借りた経験、つまり賃貸借契約をして自分が賃借人になった経験がある人のほうが、当事
者の立場を容易に理解できるでしょう。
このように考えてみると、確かに年とともに「意味記憶」は難しくなるかもしれませんが、一方
で、「エピソード記憶」をする力は向上していくことが分ります。
「意味記憶」という一面だけを捉えて「記憶力が減退した」と評価すべきではありません。むしろ
記憶の定着を高めるために大切なことは、個々に適した記憶の方法を採用することで
す。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
法律系の資格試験の勉強は、以前に「丸暗記」で通用しない話をしましたが、むしろ「エピソー
ド記憶」を中心にしていかなければならないのです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
年とともに記憶力が減退するということはなく、むしろ、年とともに法律系の資格試験を勉強す
る下地ができていると考え、大いに自分の経験と想像力を活かし、記憶の励んでください。(「伊藤
塾式 人生を変える勉強法」伊藤真著より)
(参照：「実践 区分所有法 など」p．602「資格試験への招待」《マンション管理士試験受験を通して》)

読んでも、読んでも、日本語の意味が分からない参考書の中身 ―雑談―「私にとっては」読んでも、読んでも、日本語の意味が分からない不動産登記法の参考書があ
りました。各章ごとに参考問題が書かれた参考書であり、表題に、「すいすい読める⇒すいすい
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分かる」とされている参考書です、わからない用語はインターネットで調べたり、法文の解説を読
んだりして、メモ(「用語集」なる物です。今回の過程で大幅にページ数が増えました。)を作っていきました。
登記実務の記載実例がたくさん掲載されているのですが、その意味がまったく分かりません。そ
れでも、掲載されている参考問題に当たってみるのですが、これも何を問いかけているのかさっ
ぱりわかりません。そもそも参考問題に書かれている日本語の意味が理解できないのです。一
日 10 ページを読むのに 2 時間かかりました。読み切るのに 37 日かかりました。
あまりに、何が書かれているのかわからないので、平行して「不動産登記法案内」(勁草社)とい
う本を読んでみました。有名な「民法案内」(勁草社)を模した、わかりやすいとされている参考書と
いうよりは読み物です。この本には、登記実務の記載実例がほとんど書かれていませんでした。
それでも、これを読み切るのに、一日 16 ページを読んで 21 日かかりました。
「すいすい読める⇒すいすい分かる」とされている参考書は 5 回読み返しました。「不動産登記
法案内」は４回読み返しました。現在は、「すいすい読める⇒すいすい分かる」とされている参考
書の 6 回目を１日 20 ページのペースで読み返し中ですが、やっと、「すいすい読める⇒すいすい
分かる」とされている参考書の中身がわずかに解るようになってきています。 まだまだ、参考問
題の日本語の意味そのものが理解できない部分もありますが、掲載されている参考問題も 80 点
近くまで正解率を上げています。
「民法案内」で我妻栄氏の勉強方法が紹介されています。教科書を読むときに 1 ページごとに
とことん納得するまで調べ上げて、納得できたらはじめて次のページに進むというもので、その
当時の同級生たちが、理解できてもできなくてもともかく通読して、繰り返し読み返す方法とって
いることを批判していました。もっとも人にはそれぞれの自分に合った方法があるともされていま
したが。
自分の学習方法では、我妻栄氏の勉強方法を採用するには、ポテンシャルが低すぎるように
思いました。ともかく、書かれている日本語の意味が分からないうえ、疑問点が何かが判らない
のですから、何が納得すべきテーマであるかも解らないのです。
ただ今回の繰り返しの通読の過程で、少しずつ、何が分らない部分なのかが判ってきたように
思います。また、当面は、何が分らない部分なのかを知るようにしました。そして、ときには、その
分らない部分であると判ってきた部分をとことん調べることもやるようになりました。そう、格好良
く言えば、ときには、我妻栄氏の勉強方法を採用する場面もあったのです。
まさに、否定の否定が繰り返されて螺旋形の発展過程を経て、徐々に、不動産登記法の基礎
の基礎が理解できつつあるようです。そうなると、不動産登記法上の登記実務だけではなく、区
分所有法上の背景も何となく理解できるようになってきました。いつの日か「量から質へ」の大転
換があることを期待しています。
ふと思い出すのが、区分所有法の理解の過程です。法律をまったく知らなかった当方として
は、・・・準用する。・・・準用する。とされる条文そのものがまったく理解できませんでした。そこで
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始めたのが、条文で…準用する。とされているときは、その準用条文をその該当条文のすぐ下に
書き出すことでした(実例がセンターのホームページ⇒書籍のご紹介⇒「対比区分所有法意訳」⇒クリックでご
覧いただけます)。

今回の不動産登記法では、準用条文だけではなく、政令(施行令)や省令(施行規則)も書き出しま
した。そんな過程で、少しずつ、何が分らない部分なのかが判ってきたように思います。
現在は、並行して「すいすい読める⇒すいすい分かる」とされている参考書の別の一冊の「会
社法・商法・商業登記法」の 2 回目を一日 20 ページのペースで通読しています。条文で「…準用
する」とされているときは、その準用条文をその該当条文のすぐ下に書き出すこともしています。
この参考書を読もうとしたのは、会社法の規定の総会や経営管理体としての取締役会などの
役割について、区分所有法での総会や理事会のことを理解していく共通する部分があるのでは
ないかとの思いからでした。
このテーマが法律主体で理解していかなくてはならないことにポイントがあることは変わりはな
いのですが、何かしら予測したり、想像できる世界や範囲であるためか、不動産登記法よりもは
るかに理解できるように感じています。３回目を通読したころには、現在の不動産登記法程度の
理解になるのではないかと期待しています。

真っ当なり、舛添都知事の憲法第 95 条を持ちだしての発言
6 月 12 日(金)7 時 18 分配信
新しい国立競技場の整備費用の負担をめぐり、文部科学省と対立している東京都の舛添知事
は、憲法を持ち出し、文科省の動きを牽制しました。「パッとすぐ頭に思い浮かんだのは憲法 95
条なんです」（舛添都知事）下村文科大臣は 9 日の会見で、都への負担金を求める「根拠法」を作
りたいと発言していましたが、舛添都知事は憲法を持ち出し、下村大臣をけん制しました。
「そこの住民の住民投票を行って過半数を得ることができなければ、法律制定できないと憲法
に書いてあるわけですよ。そういうことの規定をおわかりでご発言なさっているのかどうなのか。
そりゃ、東京都民怒りますよ」

（舛添都知事）

憲法第 95 条を調べてみました。
憲法第 95 条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その
地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、こ
れを制定することができない。
解説[編集]
この条文は、国が特定の地方公共団体(今回の場合は東京都…中野)に対し、不利益を課すような
法律(特別法…中野)を安易に制定することを防止するために規定されている。投票・制定の実例も
存在する。(ウィツキペディア)

各種法律
「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」、施行期日が 15 年 4 月 1 日に決定
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「宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定され、同法
の施行期日が 2015 年 4 月 1 日に決定しました。
改正により、「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」へと変更されるほか、宅地建
物取引士の業務処理の原則、従業者への必要な教育を行なうよう努める宅地建物取引業者の
業務等を規定されます。
「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」は、平成 26 年 6 月 18 日参議院本会議を全会一致
で可決されたものです。
（国土交通委員会）
宅地建物取引業法の一部を改正する法律案（衆第二六号）（衆議院提出）要旨
本法律案は、宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため、宅地建物取引主任者と
いう名称を宅地建物取引士という名称に変更するとともに、宅地建物取引士の業務処理の原
則、従業者への必要な教育を行うよう努める宅地建物取引業者の義務、宅地建物取引業の免
許及び宅地建物取引士の登録に係る欠格事由として暴力団員等であることの追加等について
定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」の名称に改めることとする。
二 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の
専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正
かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事
する者との連携に努めなければならないこととする。
三 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならな
いこととするとともに、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上
に努めなければならないこととする。
四 宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教
育を行うよう努めなければならないこととする。
五 宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の登録に係る欠格事由に暴力団員等である
ことを追加することとする。
六 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から
施行することとする。

エネルギーの使用の合理化に関する法律
第 1 条（目的） この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料
資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具についてのエネ
ルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進
めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的
とする。
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第 2 条（定義） この法律において「エネルギー」とは、燃料並びに熱（燃料を熱源とする熱に代えて使
用される熱であって政令で定めるものを除く。以下同じ。）及び電気（燃料を熱源とする熱を変換して得られる動
力を変換して得られる電気に代えて使用される電気であって政令で定めるものを除く。以下同じ。）をいう。

２ この法律において「燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製
品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であって、
燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう。
第 72 条(建築物の建築をしようとする者等の努力） 次に掲げる者は、基本方針の定めるところに留意
して、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備その
他の政令で定める建築設備（以下「空気調和設備等」という。）に係るエネルギーの効率的利用のた
めの措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう
努めなければならない。
一 建築物の建築をしようとする者
二 建築物の所有者（所有者と管理者が異なる場合にあっては、管理者。以下同じ。）
三 建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床（これらに設ける窓その他の開口部を含む。以下同
じ。）の修繕又は模様替をしようとする者

四 建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修をしよう
とする者
第 73 条（建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準となるべき事項） 経済産業大臣及び国土交通
大臣は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条に
規定する措置に関し建築主等（同条第一号、第三号及び第四号に掲げる者をいう。以下同じ。）及び建築
物に係るエネルギーの使用の合理化を図る必要がある規模の建築物として政令で定める規模
以上のもの（以下「特定建築物」という。）の所有者の判断の基準となるべき事項（住宅の建築を業として
行う建築主《以下「住宅事業建築主」という。》が住宅であって政令で定めるもの《以下「特定住宅」という。》を新築
する場合に係るものを除く。）を定め、これを公表するものとする。

施行令第 15 条(特定建築物の規模）： 法第 73 条第 1 項の政令で定める規模は、床面積の合計が
300 平方メートルであることとする。
施行令第 15 条第の二（特定住宅） 法第 73 条第 1 項の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅
とする。
第 75 条（第一種特定建築物に係る届出、指示等） 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする
者（以下「第一種特定建築主等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に係る建
築物の設計及び施工に係る事項のうちそれぞれ当該各号に定める措置に関するものを所管行
政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規
模なものとして政令で定める規模以上のもの（以下「第一種特定建築物」という。）の新築（住宅事
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業建築主が第一種特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。）若しくは政令で定める規模以

上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築 当該建築物の外壁、窓等を通して
の熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的
利用のための措置
二 第一種特定建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床について行う政令で定める規模
以上の修繕又は模様替 当該第一種特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止
のための措置
三 第一種特定建築物への空気調和設備等の設置又は第一種特定建築物に設けた空気調和
設備等についての政令で定める改修 当該空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用
のための措置

長期優良住宅の普及の促進に関する法律
第 1 条（目的） この法律は、現在及び将来の国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、
及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図
る上で重要となっていることにかんがみ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がそ
の構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、国土交通大臣が策定
する基本方針について定めるとともに、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定、当
該認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われている住宅に
ついての住宅性能評価に関する措置その他の措置を講じ、もって豊かな国民生活の実現と我が
国の経済の持続的かつ健全な発展に寄与することを目的とする。
第 5 条（長期優良住宅建築等計画の認定） 住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等
とし、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところによ
り、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画（以下「長期優良住宅建築等計画」という。）を作成し、
所管行政庁の認定を申請することができる。
２ 住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、建築後の住宅を譲り受けてそ
の維持保全を行おうとする者（以下「譲受人」という。）に譲渡しようとする者（以下「分譲事業者」という。）
は、当該譲受人と共同して、国土交通省令で定めるところにより、長期優良住宅建築等計画を
作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
３ 分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合において、
当該譲受人の決定に先立って当該住宅の建築に関する工事に着手する必要があるときは、前
項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独で長期優良住宅建築等計画
を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

適判見直し、38 条復活ほか 大改正建基法が成立

2014/06/02
--ケンプラッツ情報--

※閲覧箇所で空白の部分がありましたら、一度その画面をクリックしてみてください。画面が現れ
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るはずです。
建築基準法の改正案が 5 月 29 日、衆院本会議で可決、成立した。構造計算適合性判定（適
判）制度や木造建築関連基準の見直し、旧 38 条の復活など、建築界に大きな影響を与える内容
を盛り込んでいる。一部を除いて公布から 1 年以内に施行される。
改正建基法のなかで最も多くの建築実務者に関係しそうなのが、適判の見直しだ。適判制度
では現在、建築主が特定行政庁か指定確認検査機関を通して、適判機関の審査を受けている。
これを、建築主が適判機関などへ直接申請する仕組みに改める。現在は建築確認を申請した後
に適判での審査を申請しているが、改正後は建築確認と適判を同時に申請できる。これによっ
て、建築確認の審査期間を短縮できることが期待されている。

木 3 校舎が準耐火で建設可能に
木造建築物の防耐火基準が緩和される。大規模建築物の主要構造を規定する建基法 21 条 2
項を見直し、通常の火災が終了するまで、延焼を防止できる性能を持つ防火壁などの防火設備
で有効に区画した場合、主要構造部が耐火構造でなくても、床面積 3000m2 超の木造建築物を
建設できるようにする。
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国土技術政策総合研究所などが実施した、木造 3 階建て校舎を燃やす実大実証実験の様子（写
真：日経アーキテクチュア）

建基法 27 条も改正。学校や病院など不特定多数が出入りする建物で、耐火構造以外の木造
建築物でも、地上 3 階建ての建設を認める。建物内にいる人全員が地上に避難するまでに、通
常の火災で建物が倒壊したり、延焼したりすることを防止できる性能を持つことが要件だ。
「38 条」復活で既存不適格建物を救済へ
2000 年に削除された 38 条の復活も影響が大きそうだ。
旧 38 条は、建基法が想定していない新材料や構法などの採用を認める例外規定だった。日本
建築センターのような第三者機関の試験を受け、安全性などが建基法の規定と同等以上の効
力を持つと認められれば、建基法の規定に当てはまらない特殊な設計でも建築が認められた。
ところが、00 年の建基法改正時に旧 38 条は削除され、旧 38 条認定を受けた多くの建物が既
存不適格になった。既存不適格であっても、通常は問題なく使用できる。問題が顕在化するの
は、一定規模以上の増改築や用途変更を実施する場合だ。建築確認の申請が必要になり、原
則的には既存部も現行法規に適合させなくてはならなくなる。現行法規に適合させるためには全
面的な改修になり、莫大な費用がかかる。仮に着工できても、空港や大規模な商業施設では、
工事のために既存棟の長期間閉鎖は避けられず、現実的に増築できなかった。
旧 38 条削除に伴って既存不適格になった例には、アトリウムを設けた商業施設やオフィスビ
ル、空港のように大規模な建物が多い。本来は耐火被覆するべきアトリウムの主要構造部が無
耐火被覆だったり、アトリウム内に設けられる床面積の合計値が面積区画の上限値である
653

3000m2 を超えていたりするケースだ。

火災の影響を受けにくいので、屋根の主要構造部を耐火被覆していなくても安全とみなされ、旧
38 条認定を受けたアトリウムの事例は多い（資料：取材をもとに日経アーキテクチュアが作成）
新 38 条が施行されれば、前述した旧 38 条削除によって増改築できなかった大規模施設の問
題が解決される可能性が高い。旧 38 条認定の対象部分に現行法規を適用させるのではなく、新
38 条で再認定を受けるルートができるからだ。ただし、再認定の仕組みなどの詳細は現在、検
討中だ。
このほか、エレベーターの昇降路の部分を延べ面積に算入しないといった容積率の合理化、
不特定多数の者や高齢者が利用する施設などについては政令で一律に調査対象とする定期調
査・検査報告制度の強化などを盛り込んでいる。

建築基準法（昭和 25・5・24 法律第 201 号）の一部改正（平成 26・6・4 法律第 54 号）
○ 指定確認検査機関等による仮使用認定
1 指定確認検査機関等が安全上，防火上および避難上支障がないものとして国土交通省が
定める基準に適合していることを認めたときは，検査済み証の交付を受ける前においても，仮に
当該建築物又は建築物の部分を使用し，又は使用させることができるとされた（第 7 条の 6 第 1 項
2 号関係）。

2 指定確認検査機関等が仮使用認定をしたときは，国土交通省令で定める期間内に，国土
交通省令で定めるところにより，仮使用認定報告書を作成し，仮使用認定をした建築物に関する
国土交通省令で定める書類を添えて，これを特定行政庁に提出しなければならないとされた（第
7 条の 6 第 3 項関係）。
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3 特定行政庁は②の仮使用認定報告書の提出を受けた場合は，指定確認検査機関等により
仮使用認定した建築物が国土交通大臣の定める基準に適合しないと認めるときは，当該仮使用
認定は効力を失い，特定行政庁は当該建築物の建築主および仮使用認定を行った指定確認検
査機関等にその旨を通知しなければならないとされた（第 7 条の 6 第 4 項関係）。
この改正は，平成 27 年 6 月 3 日までに政令で定める日から施行される。

改正建築士法が成立、書面での契約義務化

2014/06/23

ケンプラッツ

書面での契約の義務化や建築士免許提示の義務化などを盛り込んだ改正建築士法が 6 月 20
日、参議院本会議で全会一致により可決、成立した。公布から 1 年以内に施行する。
建築士事務所の契約責任の不明確さが招く建築トラブルや、近年多発している建築士のなり
すましを防ぐのが狙いだ。
改正法では、延べ面積が 300 ㎡を超える建築物の設計・工事監理について、書面による契約
締結を義務化した。契約当事者が「対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結す
る」と規定し、次の 6 項目を書面に記載するよう定めた。
（1）設計受託契約の場合は、作成する設計図書の種類、（2）工事監理受託契約の場合は、工
事と設計図書の照合方法と実施状況に関する報告の方法、（3）従事する建築士の氏名と保有
する建築士資格、（4）報酬額と支払いの時期、（5）契約解除に関する事項、（6）その他、国土交
通省令で定める事項。
以上の 6 項目を変更する場合にも、書面での契約変更が必要となる。書面での契約は新築だ
けでなく、増築や改築、大規模修繕などにも適用する。
書面での契約義務化に伴って、延べ面積 300 ㎡を超える建築物で、重要事項説明に関する書
面の交付は廃止する。
「定期講習の期間延長は省令で」
改正法は、日本建築士会連合会、日本建築士事務所協会連合会、日本建築家協会の 3 会が
2013 年 11 月にまとめた「建築物の設計・工事監理の業の適正化および建築主などへの情報開
示の充実に関する共同提案」をもとに、議員立法で国会に提出したものだ。
共同提案の骨子は概ね改正法に盛り込まれたが、省令や技術的助言で定める措置について
の検討はこれからだ。例えば共同提案では、定期講習の受講期間を 3 年から 5 年に延長するこ
となどを求めていた。
改正法案をまとめた自由民主党建築設計議員連盟（会長：額賀福志郎・衆議院議員）は 14 年 3 月
の提言で、建築士法の改正に併せて国交省が講ずべき措置として、省令で定期講習制度の合
理化を検討することや免許証に勤務先・住所を追加すること、技術的助言で無登録業務の禁止
の徹底を図ることなどを盛り込んでいる。

品確法には 2 種類あり ---マンションから逸脱した豆知識--私達建築関係者は、「品確法」というと、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(1999.6.23 公
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布、2000．4.1 施行)しか浮かびません。

しかし、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(2005.3.31 公布 2005.4.1 施行)というものが
あり、この法律も「品確法」と呼ばれる様です。
なお、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の目的は、「この法律は、住宅の性能に関す
る表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するととも
に、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすること
により、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ
適正な解決を図り、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を目的
とする」とされており、対象が住宅に限定されているようです。
住宅の定義として「住宅」とは、「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分（人の居住の用以
外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。）をいう。」とされ、瑕疵の対象となる「「新築

住宅」とは、「新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの（建設工事の完
了の日から起算して一年を経過したものを除く。）をいう。」とされています。

「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の目的は、「この法律は、公共工事の品質確保
が、良質な社会資本の整備を通じて、豊かな国民生活の実現及びその安全の確保、環境の保
全（良好な環境の創出を含む。）、自立的で個性豊かな地域社会の形成等に寄与するものであるとと
もに、現在及び将来の世代にわたる国民の利益であることにかんがみ、公共工事の品質確保に
関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、公共工事の品質確保の促進に関
する基本的事項を定めることにより、公共工事の品質確保の促進を図り、もって国民の福祉の
向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」とされています。
そして。公共工事の定義として「この法律において「公共工事」とは、公共工事の入札及び契
約の適正化の促進に関する法律（平成十二年法律第百二十七号）第 2 条第 2 項に規定する公共工
事をいう。」とされ、「国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事」を指しています。

国の責任：「建築指導課」の看板を下ろせ 保険屋が見た「建築のプロ責任」（81）
ケンプラッツ総合メール - 2014/6/6
2013 年 9 月 17 日および 11 月 29 日付で国土交通省住宅局建築指導課が出した「一級建築士
の懲戒処分について」という資料が手元にある。前者は一級建築士 32 人に対して中央建築士審
査会の同意が得られ懲戒処分したとするもの、後者は同省北海道開発局長と関東地方整備局
長、中部地方整備局長による戒告処分を受けた 11 人についての公表である。
国土交通省が 2013 年 9 月 17 日付で公表した「一級建築士の懲戒処分について」。懲戒処分を
受けた一級建築士の氏名や理由が記載されている（資料：国土交通省）
懲戒処分となった 32 人のうち、「免許取り消し」という最も重い処分を受けたのは、一級建築士
の名義を貸した 1 人と、逆に名義を借りた無登録事務所の開設者 1 人の計 2 人である。残り 30
人の多くは、建築基準法あるいは同施行令違反による処分である。
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また、戒告処分となった 11 人は、全員が建築士法第 22 条の 2 第 1 号に規定する一級建築士
定期講習を未受講のまま就労し、処分されている。05 年の姉歯事件以降、国や自治体による取
り締まりが強化されていると聞く。
メモ・・・中野
平成 18 年 12 月 20 日に公布された新建築士法では、建築士事務所に属する建築士は、３年ごとの建築士定
期講習が義務付けられます。[定期講習の受講について（国土交通省）]
この建築士定期講習は、１日（講義及び○×式の修了考査、一級建築士定期講習６時間以上、二級及び木造
建築士定期講習５時間以上）の講習となり、建築士事務所に属する建築士は、国土交通大臣の登録を受けた登
録講習機関が行う建築士定期講習の課程を修了することとされております。

理不尽な話が次々と
ところで、日本建築士事務所協会連合会の編集・発行による「建築士事務所のトラブル予防」と
いうテキストのことは、以前にも本コラムにおいて取り上げたことがある（関連記事：「保険屋の責任：
建築事故のデータを予防につなげる」）。

筆者はテキストの第 3 章「係争事例・判例に学ぶ」を繰り返し精読した。自ら執筆した第 4 章「賠
償責任保険の事故例に学ぶ」と合わせて、研修会で講師を務めることがあるからだ。難解な法
律用語にフリガナを付けたり、テキストの棒読みになってお叱りを受けないよう内容をより正確に
身に付けたりするためである。
テキスト巻末の参考資料の中にも、懲戒などの処分に関する項目が記されている。表題は「一
級建築士の処分事例等からみた、建築士事務所として注意すべき主な事項」となっている。
その中にとても気になる記述があった。「建築確認済みや完了検査済みのもの、また、確認済
みのもので工事途中に誤りに気がつき自発的に是正したものでも、違反設計として処分を受け
た例もあるので、十分な注意が必要」との注意喚起情報である。
まさか、そんなことがあるのかとの思いで、アンテナを張っているうちに得た情報によると、お上
による弱い者いじめのような処分話が次から次へと出てくる。
例えば、確認申請書の作成に当たり疑義が生じて、民間の確認検査機関に相談を持ちかけ
た。判断を仰いだ結果、法に適合するとの確認を得て作成、提出した書類の内容が、後で違法
であったとして処分されたのだという。別のケースでは、公図に誤りがあり、そのために発生した
違法状態に対しても、同様の裁きがあったという。
確認検査機関の確認が間違っていたのだから、それは確認されたことにはならない。そのよう
に間違えて発行された確認済み証は正規の確認済み証ではないから、設計に携わった建築士
が建物の違法状態について責任を負えということなのだろうか。理不尽な話である。
民間の確認検査機関は、自治体の建築主事に代わって建築計画が法規にかなっているかどう
かを確認する機関である。そこへ事前に相談してゴーサインをもらい、申請書を受理してもらった
うえで確認が下りたのだ。単に申請書を提出しただけではない。「大丈夫ですね」と念押ししたう
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えで交付された確認済み証の持つ意味は重いはずだ。
情状酌量されない現代版「生類憐れみの令」？
窃盗事件を起こし、他人から奪い取ったものを返したうえで警察へ自首したとしても、犯した罪
は罪である。しかし、通常は「情状酌量」によって罪一等を減じられるはずだ。刑事事件でさえ、
裁くに当たっては情状が酌量されるのだ。
結果的に違法状態になったとしても、それを予見し予防する手立てがないとすれば、本来、責
任を問うことなどはできないはずである。不可抗力による事故のようなものである。
それが違法だったことの責任が、どうして建築確認を求める申請者の方へ振られなければなら
ないのだろうか。全く合点がいかない。
確認のプロが重大な過失を犯し、申請者はそのとばっちりを受けただけにすぎないのである。
こんなリスクを申請者が予見しなければならないのであるとしたら、確認検査機関などは何のた
めにあるのであろうか。
以前、同様のセリフを吐いた覚えが筆者にはある。本コラムの記念すべき第 1 回「建築主事の
責任：『県に責任なし』で失われた確認の意味」であった。
そして、申請者は結果的に「問答無用」と処罰されてしまうのである。しかも、中には違法だった
ことに自ら気づき、工事途中で自発的に修正して適法に納めたにもかかわらず、設計段階で法
例違反があったとして処分を受けたケースがあるという。
さもありなんとばかりに筆者がこうした記述をするのは、日ごろの建築士事務所賠償責任保険
（建賠保険）の事故処理をする狭間で聞かされたからである。

自身が通商産業省や大蔵省（いずれも当時）、そして税関から受けた数々の嫌な体験から、容易
に想像できることでもある。保険業界に在籍する以前に、機械の輸入手続きをしていた時代があ
るのだ。これでは国が、犬などの殺傷に理由を問わず厳罰を科したとされる徳川犬公方の「生類
憐れみの令」と同じ轍（てつ）を踏むことになるのではないかと思うのだ。
懲罰だけで監督責任は果たせない
建築確認業務における国の責任を問うことが難しいことについては、一連の姉歯事件の裁判
の決着で思い知らされている。あれほどの被害が発生したにもかかわらずだ。
それが民間の確認検査機関による確認業務の不備に起因するものであっても、本来は行政が
行うべき業務を代執行する機関だという理由で、同様に責任は問われないのであろうか。いずれ
にせよ国が確認検査機関に対する指導・監督が行き渡らなかった自らのミスを棚上げにして、建
築士を処罰するということは、悪代官の所業である。
「懲罰だけで監督責任は果たせない」。4 月 4 日付の本コラム「行政の責任：開設者に倫理研修
の受講を促せ」で述べたばかりのことを、あえて繰り返す。官民一体となって、より良いまちづく
り、国づくりをしてゆかなければならない。
お上が国民との一体感を保つためには、血の通った指導・監督が不可欠である。国や自治体
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が、国民に対して「性悪説」を振りかざし、問答無用とばかりに処分に走れば、信頼関係など構
築できるはずもない。
やむを得ず処分するに当たっては、情状酌量の余地を残すことがどうしても必要だ。国にとって
の最重要課題は、建築物の安全性が確保されることなのである。
ついでながら、曲がりなりにも民主主義が根付いているはずの我が国においては「建築指導
課」という看板も感心しない。いきなり入り口から、昔ながらの「上から目線」なのである。
誤った指導をした責任を問えなくなる恐れがあるものの、「建築安全・安心課」とでも名称変更
することを検討されてはいかがであろうか。クエスチョンマークを後ろに振る人が出るかもしれな
いが。
瀬戸際の設計をやめて難を逃れる
いつの世でも、お上に盾突くとろくなことにならないことは、万人の知るところである。
もちろん全てのお上がそうなのではない。筆者の 73 年に及ぶ人生体験から割り出すと、多分、
全体の 4％ぐらいの人たちにとどまると思われるが、人の弱みに付け込むのがお役人たちの悪
い癖である。
意地悪、偏屈、上から目線、意固地、たまたまその時へそが曲がっていたなど、様々な理由か
らそれは起こる。お上からお墨付きをもらって代執行する民間機関の中に、さらに始末の悪い輩
（やから）が現れる可能性もある。目に余る事態を放置すれば、「犠牲者」を増やすばかりである。

一方、申請者側でも事件を未然に防ぐことを工夫しなければならない。1 割というと少しハード
ルが高くなりすぎるかもしれないが、せめて 5％のゆとりで難を逃れることだ。
予算や法律解釈、材料の強度など全てにゆとりを持たせることから始めなければならない。法
律すれすれ、予算ぎりぎりの「瀬戸際建築計画」では、小さな見落しによって一線を越えてしま
い、首が飛ぶ事態となってしまうかもしれないのだ。
中川孝昭（なかがわ・たかあき）

1941 年東京生まれ。64 年に早稲田大学を卒業。複数の保険会社を経て、95 年
から 2011 年 6 月まで日事連サービスの専務取締役。現在は相談役。日本建築学会の保険制度
等特別調査委員会などの委員を務める。建築士事務所のリスクマネジメントや業務責任に詳し
い

刑法第２６０条の建造物損壊罪
刑法第 260 条（建造物等損壊及び同致死傷）： 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5 年以下の
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懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処
断する。
(参照：「実践 区分所有法 など」p．68 or p．67 ｢団地管理組合《法第 65 条の団体》が成立する以前の行為が、
現在の団地管理規約《規約》の制約を受けるのでしょうか①｣)

盲導犬はペットには入らない―身体障害者補助犬法―
2002 年 10 月 1 日に「身体障害者補助犬法」が施行されたことにより、現在では盲導犬
や聴導犬はペットとして飼育されている他の犬とは明確に区別されるようになっていま
す。一般的に使用されている「ペット飼育細則」でも、盲導犬などについては無条件で飼
育を許可することを規定しています。よって、盲導犬は通常のペットとは扱いが異なりま
す。
かといって、盲導犬や聴導犬のマンション内での飼育が無制限・無制約ではないことも
知っておく必要があります。いわんや、普通のペットの場合には、当然、制限・制約が必
要であることになります。
「身体障害者補助犬法」
（平成十四年五月二十九日法律第四十九号）
最終改正：平成二三年六月二四日法律第七四号
第一章 総則（第一条・第二条）
第二章 身体障害者補助犬の訓練（第三条―第五条）
第三章 身体障害者補助犬の使用に係る適格性（第六条）
第四章 施設等における身体障害者補助犬の同伴等（第七条―第十四条）
第五章 身体障害者補助犬に関する認定等（第十五条―第二十条）
第六章 身体障害者補助犬の衛生の確保等（第二十一条―第二十四条）
第七章 雑則（第二十五条・第二十六条）
第八章 罰則（第二十七条）
附則
第一章 総則
第 1 条（目的）

この法律は、身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び身体障害者補助犬を

使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関
等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置を講ず
ること等により、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑
化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。
第 2 条（定義） この法律において「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。
２

この法律において「盲導犬」とは、道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第 14 条第 1 項に規定

する政令で定める盲導犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。
３

この法律において「介助犬」とは、肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者の
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ために、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開
閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請その他の肢体不自由を補う補助を行う犬であ
って、第 16 条第 1 項の認定を受けているものをいう。
４

この法律において「聴導犬」とは、聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者のた

めに、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、その者に必要な
情報を伝え、及び必要に応じ音源への誘導を行う犬であって、第 16 条第 1 項の認定を受けているも
のをいう。
第二章 身体障害者補助犬の訓練
（訓練事業者の義務）
第3条

盲導犬訓練施設（身体障害者福祉法 （昭和二十四年法律第二百八十三号）第 33 条 に規定する

盲導犬訓練施設をいう。）を経営する事業を行う者、介助犬訓練事業（同法第 4 条の 2 第 3 項 に規定する
介助犬訓練事業をいう。）を行う者及び聴導犬訓練事業（同項 に規定する聴導犬訓練事業をいう。）を行う

者（以下「訓練事業者」という。）は、身体障害者補助犬としての適性を有する犬を選択するとともに、必
要に応じ医療を提供する者、獣医師等との連携を確保しつつ、これを使用しようとする各身体障害者
に必要とされる補助を適確に把握し、その身体障害者の状況に応じた訓練を行うことにより、良質な
身体障害者補助犬を育成しなければならない。
２

訓練事業者は、障害の程度の増進により必要とされる補助が変化することが予想される身体障

害者のために前項の訓練を行うに当たっては、医療を提供する者との連携を確保することによりその
身体障害者について将来必要となる補助を適確に把握しなければならない。
第4条

訓練事業者は、前条第 2 項に規定する身体障害者のために身体障害者補助犬を育成した

場合には、その身体障害者補助犬の使用状況の調査を行い、必要に応じ再訓練を行わなければな
らない。
第 5 条（厚生労働省令への委任）

前 2 条に規定する身体障害者補助犬の訓練に関し必要な事項は、

厚生労働省令で定める。
第三章 身体障害者補助犬の使用に係る適格性
第6条

身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、自ら身体障害者補助犬の行動を適切に管理

することができる者でなければならない。
第四章 施設等における身体障害者補助犬の同伴等
第 7 条（国等が管理する施設における身体障害者補助犬の同伴等）

国等（国及び地方公共団体並びに独立

行政法人《独立行政法人通則法 【平成十一年法律第百三号】第 2 条第 1 項 に規定する独立行政法人をい
う。》、特殊法人《法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法
人であって、総務省設置法 【平成十一年法律第九十一号】第 4 条第十五号 の規定の適用を受けるものをい
う。》その他の政令で定める公共法人をいう。以下同じ。）は、その管理する施設を身体障害者が利用する

場合において身体障害者補助犬（第十二条第一項に規定する表示をしたものに限る。以下この項及び次項
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並びに次条から第十条までにおいて同じ。）を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助

犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受ける
おそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
２

前項の規定は、国等の事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所に

おいて身体障害者補助犬を使用する場合について準用する。この場合において、同項ただし書中
「身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著
しい損害を受けるおそれがある場合」とあるのは、「身体障害者補助犬の使用により国等の事業の遂
行に著しい支障が生ずるおそれがある場合」と読み替えるものとする。
３

第 1 項の規定は、国等が管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者

補助犬を使用する場合について準用する。
第 8 条（公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴） 公共交通事業者等（高齢者、障害者等の移動等
の円滑化の促進に関する法律 《平成十八年法律第九十一号》第二条第四号 に規定する公共交通事業者等を
いう。以下同じ。）は、その管理する旅客施設（同条第五号 に規定する旅客施設をいう。以下同じ。）及び旅

客の運送を行うためその事業の用に供する車両等（車両、自動車、船舶及び航空機をいう。以下同じ。）を
身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただ
し、身体障害者補助犬の同伴により当該旅客施設若しくは当該車両等に著しい損害が発生し、又は
これらを利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合
は、この限りでない。
第 9 条（不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴）
前 2 条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を
身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただ
し、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が
著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
第 10 条（事業所又は事務所における身体障害者補助犬の使用） 略
第 11 条（住宅における身体障害者補助犬の使用） 住宅を管理する者（国等を除く。）は、その管理する住
宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努め
なければならない。
第 12 条（身体障害者補助犬の表示等） この章に規定する施設等（住宅を除く。）の利用等を行う場合に
おいて身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、厚生労働省令で定めるところによ
り、その身体障害者補助犬に、その者のために訓練された身体障害者補助犬である旨を明らかにす
るための表示をしなければならない。
２

この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用す

る身体障害者は、その身体障害者補助犬が公衆衛生上の危害を生じさせるおそれがない旨を明ら
かにするため必要な厚生労働省令で定める書類を所持し、関係者の請求があるときは、これを提示
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しなければならない。
第 13 条（身体障害者補助犬の行動の管理） この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身
体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が他人に迷惑を及
ぼすことがないようその行動を十分管理しなければならない。
第 14 条（表示の制限）

何人も、この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者

補助犬以外の犬を同伴し、又は使用するときは、その犬に第 12 条第 1 項の表示又はこれと紛らわし
い表示をしてはならない。ただし、身体障害者補助犬となるため訓練中である犬又は第 16 条第 1 項
の認定を受けるため試験中である犬であって、その旨が明示されているものについては、この限りで
ない。
第五章 身体障害者補助犬に関する認定等
第 15 条（法人の指定）

略

第 16 条（同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定）略
第 17 条（改善命令）略
第 18 条（指定の取消し等）略
第 19 条（報告の徴収等）略
第 20 条（厚生労働省令への委任）略
第六章 身体障害者補助犬の衛生の確保等
第 21 条（身体障害者補助犬の取扱い）

訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者

は、犬の保健衛生に関し獣医師の行う指導を受けるとともに、犬を苦しめることなく愛情をもって接す
ること等により、これを適正に取り扱わなければならない。
第 22 条（身体障害者補助犬の衛生の確保）

身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、その身体

障害者補助犬について、体を清潔に保つとともに、予防接種及び検診を受けさせることにより、公衆
衛生上の危害を生じさせないよう努めなければならない。
第 23 条（国民の理解を深めるための措置）

国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、

身体障害者の自立及び社会参加の促進のために身体障害者補助犬が果たす役割の重要性につい
て国民の理解を深めるよう努めなければならない。
第 24 条（国民の協力）

国民は、身体障害者補助犬を使用する身体障害者に対し、必要な協力をす

るよう努めなければならない。
第七章 雑則
第 25 条（苦情の申出等）略
第 26 条（大都市等の特例）略
第八章 罰則
第 27 条

第 19 条第 1 項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定によ

る立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁を

663

した場合には、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、20 万円以下の罰金に処する。
附 則
（施行期日）
第1条

この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二章の規定（介助犬又は聴導

犬の訓練に係る部分に限る。）は平成十五年四月一日から、第九条の規定は同年十月一日から施
行する。
（経過措置）
第 1 条の二

第 10 条第 1 項の規定の適用については、当分の間、同項中「第 43 条第 1 項」とある

のは、「附則第 3 条第 2 項の規定により読み替えて適用される同法第 43 条第 1 項」とする。
第2条

道路交通法第 14 条第 1 項の盲導犬に関しては、当分の間、第五章の規定は、適用しない。

この場合において、第 2 条第 2 項中「政令で定める盲導犬であって、第 16 条第 1 項の認定を受けて
いるもの」とあるのは、「政令で定める盲導犬」とする。
第4条

前 3 条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（新たに身体障害者補助犬が行う補助以外の補助を行う犬が使用されることとなった場合の措置）
第 5 条

日常生活に著しい支障がある身体障害者の補助を行うため、新たに身体障害者補助犬が

行う補助以外の補助を行う犬が使用されることとなった場合には、その使用の状況等を勘案し、身体
障害者補助犬の制度の対象を拡大するために必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。
附 則 （平成二三年六月二四日法律第七四号） 抄
（施行期日）
第一条

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

※ インターネットの「法令データ提供システム」で検索し、「法令名の用語索引」内に「身体障害
者補助犬法」を入力すれば、全文が表示できます。

「法令データ提供システム」の条文の検索についての補足
「法令データ提供システム」は、インターネットで検索できる法律全書であり、総務省行政管理
局が官報を基に、施行期日を迎えた一部改正法令等を被改正法令へ溶け込ます等により整
備を行い、データ化されたものです。インターネットで「法令データ提供システム」を検索し、法
令索引検索 （一覧から選択した法令の全文が表示されます。）のボックスに法令名を書き込めば検
索できます。あくまで施行期日を迎えた条文がメインのため、公布されていても未施行条文は
下記の方法でしか確認できません。
ここで解説しようとしているのは条文の検索方法ではありません。検索された条文を読むとき
の注意点です。否、自分が気づかなかったことです。会社法を実例に話を進めます。
「法令データ提供システム」で会社法を検索すると右肩に

最終改正：平成二六年六月二七日法律第九〇号
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（最終改正までの未施行法令）
平成二十六年五月三十日法律第四十二号

（未施行）

平成二十六年六月二十七日法律第九十号

（未施行）

と表示されます。問題は「未施行」です。これは、すでに公布されているが施行がされていない条
文のことなのです。したがって、検索条文には現れていません。早い時期の参考書などでは、こ
れらの条文を先取りした形で解説されています。インターネットなどで検索してもこの未施行部分
の条文はなかなか検索できません。「法令データ提供システム」では、この未施行部分をクリック
することで、その未施行該当条文がすでに表示されている(施行済み)条文枠の下の「他法令を参
照している箇所(リンク)をクリックすると、ここにその内容が表示されます。
」と書かれた
空欄枠に現われます。

引用書籍一覧とその寸評(「実践

区分所有法 など」本編 p. 629～p. 672 にて、311 冊を紹介済み)

区分所有法文献
「注解不動産法 5 区分所有法」 青山正明編

青林書院 9,800-(古本価格価) 1997.02.28

1983 年改正区分所有法の主に不動産登記制度改正を担当したと思われる青山正明氏が編
者となって、青山正明氏を含めて 10 人の著者による逐条解説書。すでに紹介している、｢建物区
分所有法の改正｣、「注釈民法(7)」(2002 年改正区分所有法の解説書である「新版注釈民法(7)」の旧版で、
1983 年改正区分所有法の解説書です。・・・中野)、｢注解建物区分所有法(1)｣、｢新しいマンション法｣な

どからも引用されています。
「建物区分所有法の現代的課題」 玉田弘毅著

商事法務研究会 4,800- 1981.7.25

1962 年区分所有法の問題点を指摘しながら、区分所有法改正への具体的な提案の書であ
り、多くの部分においては 1983 年改正区分所有法において取り入れられているように見受けら
れます。
｢現代マンション法の実務｣ 弁護士荒木新五編著

社団法人商事法務研究会

2000.8.16

マンションの法律、会計・税務、鑑定評価の実務指針。現在のマンションをとりまく問題を、管
理組合、敷地の利用関係、担保とその評価、経済的実態と社会的意義等、法律、会計・税務、評
価・鑑定の各分野の専門家が多角的に検証し、実務上の対応策を提言しています。
｢裁判実務大系 19 区分所有関係訴訟法｣ 編者 塩崎 勤

青林書院

1992.3.30

マンションの建設、分譲･賃貸、管理・利用などをめぐる法的問題についての理論的な研究や
実務に対する論文集
｢マンション法の解説 区分所有法 第２版｣熊田祐介著

ネットスクール株式会社出版本部 972- 2014.08.02

当初、一橋出版から公判され。後に(一橋出版倒産)、現出版社から公判されたものの第２版で
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す。薄い冊子ですが、一橋出版から公判されていた頃より遥かにわかりやすい解説がされてい
ます。なお、改正マンション建替え法についての解説が含まれています。この法律についての初
めての解説とはいえますが、改正部分だけの、実質一頁半の記述です。
メモ
近くに書店があれば、「オンライン書店 e-hon」が便利です。3,000－以下の書籍でも書店経由で購入すれば、
送料無料です。

「Jurist NO．1225 2002・6・15 号」 特集マンション管理をめぐる法と政策 中間試案を契機に 有斐
閣 1,190+税-

2002 年改正区分所有法の改正過程の論議を知るために。建替えの際の築後年数を〔30 年〕、
〔40 年〕といった議論があつたことは知っていましたが、その真意の意図が「耐用年数ではなく、
区分所有者が爾後は『修繕』だけではなく『建替え』も視野に入れて議論しうる始期を意味する年
数」であったことなどが書かれていて興味深いです。
「マンション・団地の法律実務」横浜弁護士会(編)

ぎょうせい 2014.8.31 3,300＋税 e-hon で購入しました。

久しぶりの専門書です。マンション・団地につい、その建築から購入、管理、更には建替えな
ど、法律実務を中心として広くこれを取り上げています。全体に、団地関係についてや訴訟手続
きなどは、今までの出版物にはない記述のように思われます。
また、マンション管理等の記述において、通り一遍の区分所有法の通説を基本とした解説だけ
ではなく、異なる判例や見解のあることの紹介もなされていて、今までの区分所有法解説本とは
異質な面を持ち、興味深く読みました。(2014/10/03 追記)
「コンメンタールマンション区分所有法」第 3 版 稲本洋之助・鎌野邦樹著

日本評論社 8,000+税 2015.3.25

第 2 版が出版されて以来、10 年ぶりの改訂版です。本編の記述もところどころ書き加えられてい
ます。もちろん、改正被災区分所有法、マンション建替え等円滑化法などの解説も新設されていま
す。そして、2004 年 1 月以降から 2014 年 1 月までの膨大な区分所有法関係文献目録にも驚かさ
れます。
「最新区分所有法の解説」第 6 訂版 渡辺晋著

住宅新報社 2,500+税 2015.4.2

過去に、改訂版、4 訂版、5 訂版、と読んできた書籍の第 6 訂版です。逐条的な解説書ではな
く、テーマごとに判例を十分に採用してわかりやすく納得できる解説がされている点ではいいま
でに出版されたものに変わりはありませんが、新たな気持ちで読んでみると、以前よりテーマご
との編集がよりわかりやすい方向変化しているようでようにも感じます。

マンション管理
「高齢化、老朽化、耐震改修、建替えなんて怖くない新・マンション管理の実務と法」斉藤広子･篠原みち子
／鎌野邦樹 日本加除出版株式会社 2,800-＋税 2013．11．20

分かっているつもりの基礎用語、そして、問題がありながら以外に解説のないトラブルへの解決
集、老朽マンション管理への提言など、身近な問題でありながら、以外に解説書の少ないテーマ
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についての解説書です。
それらの問題について、一般の NOWHOW 書の様に、簡便に解説するのではなく、深く突っ込
んだ論考が為されているという意味で、説得力を持った貴重な書籍の一つです。
「マンション管理実務読本」日本マンション学界 関西支部 編

オーム社雑誌局 2,000-＋税 2002．2．250

第一章の管理編については、海外の管理体制の相違についての説明が興味を引く程度で第
2 章の法律編 2－2 の「マンションの紛争と法律」までの間はごく常識的な記述です。
「マンション法ハンドブック」 編著山上知裕

ぎょうせい 2,667-＋税 2005．3

の再読です。書評が書かれ

ていませんでした。
この書籍は、弁護士折田泰宏氏の著作である絶版になった「マンションの法律 100 章」を引き
継いだ書籍であった様です。ただし、この著作は、編著者山上知裕の他 4 名の弁護士による共
著です。
弁護士折田泰宏氏の「推薦の言葉」を読み返してみました。
その記述の中の「当時、マンションの管理についての解説書は極めて少なく、現場を知らない
法律学者が書いた区分所有法の解説書か、法律に詳しくない建築あるいは管理の実務家によ
るものばかりで、法律と管理実務を総合的に展開した解説書は皆無でした。」の記述に強い共鳴
を感じました。
今や、多くの解説書がかかれ、折田泰宏氏の指摘された状況も少なくなったのかもしれません
が、未だに、区分所有法を専門分野として捕らえる弁護士も少なく、むしろ、区分所有法を法律
の世界と一方的に押しやってしまうンション管理士も多いように考えます。そんな中で、建築の専
門家ではあっても法律に素人の自分が、素人なるが故に抱える区分所有法への疑問などを管
理の実践的な関係者との連携の中で、まさに「法律と管理実務を総合的結びつけた参考書」を
目指して作ったのが「実践 区分所有法 など」でした。
所詮、マンションの法律 100 章」引き継いだ「マンション法ハンドブック」には及びも付かないこ
とは自覚しながらも、素人が挑戦した法律の解説書との趣きもあるかも知れず、それゆえの内容
の限界もあろうかと考えます。
しかも、素人なるが故に、「メクラ蛇にもおじず」の例えどおり、区分所有法の超専門家の鎌野
那樹氏や数人の著作者に直接問いかけたり、法務省の官僚などの著作の区分所有法の解説書
に疑問を呈したりしています。
いつかは、本当に「法律と管理実務を総合的に展開した解説書」と評価されるように努力を続
けたいと考えています。
「不動産学部で学ぶマンション管理学入門」 斉藤広子著

鹿島出版会

｢実践 区分所有法 など｣でも引用していますが、書評が書かれていませんでした。
マンション組合員や理事のマンション管理運営上の直接の疑問点を表示し、それに答える形式
で記述されています。
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｢マンション 法律カウンセリング｣ 高木圭子＋笠井治＋大川宏＋吉田康著

有斐閣 15００＋税 1993.9.30

｢知識ゼロからのマンション｣に匹敵するような、易しいマンションの購入から建替えまでの説明
書です。初めて理事になったような方にはお奨めの本です。
「ドイツ・フランスの分譲マンション管理の法律と実務調査団報告書」 全国マンション問題研究会
1,500＋税 2013.3.7

「 マンション管理組合 理事になったら読む本」 貴船美彦

幻冬舎メディアコンサルティング 1,200－＋税

2014.2.27

建築技術者がマンションコンサルタントとしての立場から表わした書籍です。区分所有法のこ
とは書かれているのですが、ほとんどの記述が、マンション管理についての条文を前提としなが
ら、条文の解説なしに、しかし易しく説明されています。主にマンション管理の理念について語っ
ているといったほうが良いかもしれません。
そういった意味では、同じような書籍である「マンションの理事になったらこの 1 冊」(参照：「実践 区
分所有法 など」p．629 or p．621「引用書籍一覧とその寸評」の p．652 or p．638〔マンション管理適正化法関連〕
-3 20)のような、理事の仕事についての now how 書とも趣きがだいぶ異なります。ただ、著者が

建築士であることもあり、半分近くが大規模修繕についての情報提供となっていす。
「マンション理事になったらまず読む本」(最新版) 日下部理絵著

実業之日本社 1,500－＋税 2011.7.25

「マンション管理組合理事になったら読む本」と同じような書名ですが、内容はまったく異なります。
こちらは、「マンション理事になったら」を仮定しての Q&A 方式の想定 now how 書です。
「マンション管理組合の理事になったとき最初に読む本」監修 NPO 集住センター

主婦と生活社

1,500＋税 2010.6.18

「理事になったとき・・・」を表題とした何冊かの類書の一つ。確かに、理事になったとき最初に
読むには適した内様です。
「これからのマンション管理ガイド」日下部理絵著

ぱる出版 1,800＋税 2014.1.14

「理事になったとき・・・」を表題とした何冊かの類書の一つでしょうが、マンョン管理上の業者の
実務内容を含んだ事例集といった意味では、ちょっと風変わりな、しかし参考になる事例集です。
「知って得するマンション管理の話」長谷川紘之著 言視舎 1,500＋税 2014.4.30

この著者は、実際に理事長を経験した方のようです。マンション管理会社を 2 回も変えた(計 3
社との付き合い)経験談が生き生きと語られています。そのポリシーは、「分譲マンションの住民は

皆、管理組合員なのです。しかし、当事者意識を欠いていると、往々にして管理会社の言いなり
になってしまいます。するとさまざまな点で住民に、不利益が発生するのです。」のようです。
改訂新版 「マンション管理組合総会運営ハンドブック」 高層住宅法研究会編 大成出版社 4,067-＋税
2005．3(再読)

今回の再読で気付いたのですが、この本の初版は、1987 年 4 月 25 日であることです。すなわ
ち、2002 年改正区分所有法以前に最初の出版がされていることです。
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1983 年改正区分所有法に基づく初版の記述を部分的に改訂したと思われ箇所があります(問
19「総会決議に代わる『書面又は電磁的方法による決議』」p.63)。訂正の仕方が不十分であり、読むに当

たっては、その点での注意と配慮が必要と思われます。
ただ、総会(集会)を取り巻くあらゆる問題や疑問に答えており、管理組合の理事達にとって(もち
ろん区分所有者にとっても)は、その価値は計り知れないとも思える価値ある書籍でした。

「マンション管理革命」南義成著

幻冬舎メディアコンサルティング 1,500-＋税 2014．10．08

初めて理事になった人を対象に、管理組合の運営が管理会社に任せきりになってしまいがち
な現状分析、から始まって、管理業者との付き合い方から大規模修繕工事を含めてマンション管
理の業務全般について組合理事としての管理ノウハウや多様な管理手法について、分り易く実
践的に紹介している書籍です。
「マンションの管理革命」中島猷一著

講談社 1,500-＋税 1998．3．20

著者の肩書きは「マンション管理組合新聞社」編集兼発行人である。しかし、現在その会社の
存在は確認できませんでした。また、マンション管理新聞に尋ねましたが「お問合せいただきまし
た件ですが、弊社は管理組合新聞や『マンション管理革命』ともに一切の関係はございませんの
でご理解くださいませ。」との返事をもらいました。
「マンションの滞納管理費等回収実務ハンドブック」滞納管理費等回収実務研究会

民事法研究会 2,000

－＋税 2013.6.4

管理費滞納者に対する初期的対応方法として、未入金通知書から督促状の書き方や滞納承
認書の書き方までの詳細な説明から法的回収手続きに至るまで各種書式書面を含めて実務手
続きが懇切丁寧に解説されています。
なお、最終章で「話し合い(ADR 的手法)による滞納金の回収方法の可能性」として、ADR および
「話し合い(ADR 的手法)」についての解説がされているのが特徴的です。
「Jurist NO．1110 1997・4・15 号」 特集マンション標準管理規約の改正 有斐閣

1429+税-

現管理規約は第 4 回改正(2011 年７月)によるものですが、この特集は第 2 回改正(1997 年 2 月)
についてのものであり、玉田弘毅・篠原みち子・升田純・渡邊裕の４名による特集です。
「定借マンションガイドブック」 監修 建設省住宅局民間住宅課 (財)土地総合研究所定期借地権活用住
宅研究会 ぎょうせい 2,762 1997.9.25

建設省住宅局民間住宅課より委託を受けて、「定期借地権活用住宅研究会｣がまとめた定期
借地権分譲マンションの企画から維持管理全般にわたる課題と対応策について土地所有者・デ
ベロッパー・居住者にとって実務上有用な部分についての報告集です。
特に、第 6 章の｢定期借地権付分譲マンション管理ガイドライン｣は、定期借地権マンション管理
規約モデル(案)・コメント(案)、定期借地権マンション管理委託契約書モデル(案)・コメント(案)、定期
借地権マンション業務委託契約書モデル(案)・コメント(案)、定期借地権マンションの維持管理計
画等、現在の各自標準管理規約や委託契約書を補いながら定期借地権マンション規約や契約
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書の参考になる資料等とともに、定期借地権マンションにおける、土地所有者との関係や建物の
良好な管理のあり方等に関する具体的指針が提案されています。
「マンション登記法 第４版」 五十嵐 徹著

日本加除出版株式会社 2011.6.30 4，100＋税

再読

やはり、2002 年区分所有法は登記法の知識がないと、納得した理解のできないものがあるよ
うです。同時に、あまり慣れていない実体法としての登記関係法令の知識の不十分さを改めて
感じます。読めば読むほどそんなことを感じさせます。
再読中「第 4 版

マンション登記法」 五十嵐徹著

日本加除出版 4,100-＋税 2011．6．30

不動産登記法のマンションに特化した書籍ですが、読み返すことにより、区分所有法を理解す
るためには不動産登記法の理解が必要なことを改めで感じながら、同時に、不動産登記法その
ものを理解していないとこの書籍の中身を理解することができないことを痛感しています。不動
産登記法の基礎を学びなおして、再々再読するつもりです。
「不動産登記法案内」七戸克彦著

勁草(けいそう)書房 2,600- 2014.1.30

著名な「民法案内」系列の書籍と理解し、なかなか理解ができない不動産登記法をどうにかし
て克服したいとの思いもあって購入しました。しかし、法学の初心者を対象としているのではな
く、現行不動産登記法の内容について説明した(現行不動産登記法についての)初学者向けの入門
書であることに特徴があるように感じて読み進めています。新たな領域への挑戦のつもりです。
「マンションを考える１２章｣――区分所有法とその周辺―- 五十嵐徹著

日本加除出版株式会社 2,300+税

1996.2.20

｢マンション登記法｣日本加除出版株式会社の著者と同一人物による著作です。まえがきで、「区分
所有法の中におけるマンションをめぐる問題は、その基礎となる土地に関する問題をはじめとし
て、都市計画・建築・金融・税制等々、何十という法律あるいは学問に関係しています」され、まさ
に、マンションをめぐる問題のさまざまな専門分野の横断的な知識による著作です。したがって、
区分所有法についての直接的な記述はほとんどなく、マンションを取り巻く諸問題についての記
述といった趣でした。
「管理組合物語」二木朋子著

文芸社 2013.10.15 1,100+税

登場人物の人間模様が実にさもありなんといった現実性に富み、マンション管理の実態描写
も正確で、フィクションとはされているが、あまりに現実性を感じさせる読みごたえのある面白い
小説です。
以前に読んだ、「生きているカレッジタウン」 新カレッジタウン管理組合法人設立 15 周年記念本編集
委員会編著 蒼海出版 3,200-＋税 2009．1 のマンション管理の健全化への戦いも、さも、まさに、この小

説のようなものだったのではないかと思わせます。
いずれにしても、中途半端なハッピーエンドでないところにも、フィクションとはされながらも、そ
の現実性が感じられ、読後感としての共感を呼ぶのでしょう。まさに一気に読み終えました。
現在の自分のマンションのマンション管理運営に悩んでいたり疑問に思っている方々に、ぜひ
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読んでみてほしいと思います。安易なノウハウ的ではない、現実的な解決策への問題提起を多く
含んでいるように思えます。
※ アマゾン・honto・e-hon で購入可能です。もちろん図書館(私は日野図書館経由でした)でも借りれます。

「運営からトラブル解決までマンション管理組合お役立ちハンドブック」 川上湛永著

実業之日本社

1,400-+税 2015.4.10

マンション管理についての実務的な(現実の運営に対応した)記述が多く、かつ管理の全般を理解し
やすい記述となっています。マンション管理について、マンション標準管理規約を前提とした記述
が目立ちます。規約の多くの部分は、区分所有法の確認規定なのですが、そのような場合でも
記述では、「規約では…」で始まる記述となっています。むしろその方がなじみやすいとの意図か
もしれません。
「太子堂・住民参加のまちづくり 暮らしがあるからまちなのだ!」梅津政之助著

学芸出版社

1,900-+税 2015.2.15

コミュニティーが自治会の専売特許ではなく、住民活動の一要素として、大変重要な役割をも
のなのだということがひしひしと伝わってくる記述です。マンションにおけるコミュニティーの役割
を考えるうえでも大いに参考になるのではないでしょうか。
(参照：｢実践 区分所有法 など｣p．67or p．66 「コミュニティーは自冶会の専売特許ではない」)

「マンショントラブルを防ぐ基礎知識」安福謙二著

PHP 研究所 1,400－＋税 2002.8.14

結果として勝訴した事件のマンションの一つの外部区分所有者でもあった著者(弁護士でもあっ
た)が、裁判に至った経験から見出したあるべきマンション管理の実態を記したものです。率直な

感想として、これほど易しくかつ分かりやすく、区分所有法の解説とともに、区分所有法を理解す
る必要性とその価値を説得力をもって説いた本を見たことがない。
アマゾンで中古で購入可能。e－hon(電子書店)で新品購入可能ただし在庫一冊。街の図書館
経由で(東久留米市立図書館)借り出し可能

建替え
「二つの”老い”への挑戦 マンション再生」増永理彦著

クリエイツかもがわ 1,600-＋税 2013．10．15

｢住み続け｣をﾃｰﾏに、マンション再生を考えるとき居住者が望むのは、建替えではなくリニュー
アルだとして、なぜ、建替えよりも再生なのかを説得力を持って訴える。
4 件の再生事例を上げ、マンション再生においては、居住者が「参加する」ことこそが重要であ
り決めてであるとしています。
2010 年 5 月の「NPO 法人全国マンション管理組合連合会(全管連)から提起された、「マンション
再生法(仮称)制定の提言」(再生法提言)についても好意的に解説しています。
「マンション建替え 老朽化にどう備えるか 」 浅見泰司・福井秀夫・山口幹幸 編著

日本評論社 3,700-＋税

2012．1．20

同じ「マンション再生」を謳いながら、「二つの”老い”への挑戦 マンション再生」とは正反対の論
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理展開であり、いかにしてマンション建替えを可能とするかを主張している書籍です。分かつて
いたが、特に著者の一人である福井秀夫氏は、200 年改正区分所有法の建替え条件を 5 分の 4
の特別決議だけにさせた張本人であることも、読み続ける意欲を失わさせた。
「改修によるマンション再生マニュアル」 [監修]国土交通省国土技術政策総合研究所[編集]マンションリフ
ォーム技術協会、マンション再生協議会[著者]マンション再生協議会 ぎょうせい 2,286+税 2004.9.10

建築後 30 年程度を経過したマンションの共用部分の再生(大規模修繕・改修)手法の解説書
Jurist NO．1249 2003・7・15 号

1,476+税-特集新しいマンション法制

山野目章夫氏の論文としての「マンションの建替えをめぐる法律改正の評価」において、2002
面改正区分所有法第 62 条 1 項の建替え決議が効率だけを考えた多数決要件だけに改正された
ことに対する批判とともに、今後の問題として、この条文は、2002 年の立法で終わったのではな
く、問題点の解決を求めて、これから本格的な検討を始めるべきとの認識に立つことが提起され
ています。
千葉恵美子氏の論文としての「検証・新マンション建替え決議制度――理論的視点から」におい
ても、この建替え制度については、多くの理論的な検討課題(矛盾点の存在)が残されているとの指
摘がなされており、第 62 条 1 項の建替え決議の真の理解のためにも、両論文を読む価値はある
と考えます。
「マンションの増築・建替え｣ 丸山英気編著

清文社 1,553＋税 1991.8.30

再読。増築と建替えについての論文集です。増築について直接論じられた著作が非常に少な
いなかで、3 分の 2 以上のスペースを割いて、団地(公団等の分譲団地)の各棟単位の増築の成功と
実例が問題点を含めて分り易く書かれています。
「耐震化の法律読本」弁護士法人匠総合法律事務所著

建築技術

2,300＋税 2014.3.26

一級建築士でもあり弁護士でもある著者によるものです。建築の実務を知っているが故に、耐
震化を推進する建築技術者も理解でき、分譲マンション関係者が知るべき耐震改修と法律との
関係だけでなく、瑕疵問題や建替え問題などについについて建築技術者等が知っておくべき建
築と法律の関係についても記述されており、管理組合の関係者等も理解しやすい著作です。
「マンションを 100 年もたせる 100 の方法」「マンション再生」研究会著

株式会社エクスナレッジ

3,000+税 2014.7.3

同じような題名の本として、2002 年の出版の、「マンションを 100 年もたせる」 日本マンション学
会・マンションストック評価研究会共編 オーム出版局、2012 年出版の「マンション 100 年化計画」 ヤシマ
工業代表取締役 小島洋行著 産学社 があります。

私は、マンション再生の方法は、建替えか大規模修繕かの二者択一ではないと考えていま
す。マンション再生の選択の大前提は、マンション管理組合がどの程度にコミュニティーをつくり
あげているか、あるいはその努力をしているかであり、現在のマンションにとってどちらの方法が
適しているかについて民主的な選択のできる状況がどこまで作り上げられているかによって決ま
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ってくると考えています。
したがって、マンション管理組合運営が民主的でない場合には、建替えについての合意も大
規模修繕の合意も成り立たず、結果として、どちらの選択もできないまま、廃虚(スラム)への道を
突き進んでいくだけだと考えています。そのような位置付けから、マンション再生の選択技の一つ
の情報としてこれらの本を読んで行きたいと考えています。
「あなたのマンションが生まれ変わる! 2015」 ダイヤモンドＭＯＯＫ マンション再生シリーズ
社 980 2014 年 9 月 26 日

ダイヤモンド

「e-hon｣にて購入

「ダイヤモンド MOOK マンション管理&修繕完全ガイド 」㈱ダイヤモンド社

2015.4.30 980-

お薦めの記事が「Part 7『建て替え成功』への鉄則」です。小見出しを書き出してみました。100
急がば回れ住民合意形成 建て替えの手法は多様に!、104 建て替えの採算性低下は必至 反
対派に寄り添う対応が要、106 建て替えの成功事例に学ぶ 推進の糧は「コミュニティ力」といっ
たものです。
とくに「106 建て替えの成功事例に学ぶ」では、日本最大のマンション建替え事業となった「ブリ
リア多摩ニュータウン」の紹介がされており、その中で、640 戸を抱えながらも全員合意にこだわ
った。ことについて「後に区分所有法が改正され、住民の 5 分の 4 で建て替えを決議できるように
なったが、多数決で決めるのは絶対に避けた。
640 戸の団地ならば 512 戸で決議できるが、それは 128 戸を切り捨てることになる。そんなこと
は絶対あってはならないことだ」(加藤理事長)とされ、最終的には、管理組合総会で全体の 92％の
賛成で建て替が決議され、最終的には、５戸が反対して円滑化法による売渡請求を行い、うち 2
戸を提訴する結果となったことが記されています。非常に簡単なかつ概略的な記述ですが、以
前の 640 戸のうち約 9 割が戻ってきたことが報告されおり、そのことは、長年にわたって培われ作
り上げられたコミュニティーの成果であり、全員合意への努力の成果だと思えるととともに、全員
合意が成り立ち得るのだとの教訓を感じることができます。
「まんがマンション大規模修繕」 マンション大規模修繕編集委員会 ( 編 集 )

建 設 物 価 調 査 会 2,700-

2014.06.30

国会図書館にあることを確認したために、改めて、市営図書館で予約したものです。当初、な
んとなく馬鹿にしていたのですが、まんがのデッサンもしっかりしており、内容的にも、基本的なも
のからより専門的なものまで、非常に分り易く表されていました。全体が 204 ページのものです
が、30 分程度で 70 ページぐらいは楽に読みこなせました。マンガというものの効果なのでしょう
か。管理組合などでも、大規模修繕の担当となった方々がまず読む本として推奨したいもので
す。
「地震に強いマンションにする 55 の方法」矢野克己著 毎日新聞社

2,000-＋税 2014．6．28

以下に、村井忠夫のマンション管理ブログ 2014.12.05 Friday の紹介文を記しておく。
① マンションが大きくて複雑な建物である以上、同じ地震であってもそのマンションのどこにい
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たかでまったく受け取り方が違うことを考えた意見。
② 大方のマンション地震対策論は建物全体についての視点が中心だが、この書籍は、人が住
む生活基盤としての住居の本質には目が向けられている。
③ 大半の地震対策論がもっぱら「逃げる」という避難論議ばかりだか、この書籍は、マンション
の居住性確保の発想で書かれている。
「資産価値を高めるマンション管理の鉄板事例４８ マンション暮らしは「管理」でここまで変わ
る！」櫻井幸雄／著

ダイヤモンド社 1,620- 税込 2014 年 9 月 26 日

区分所有者のマンション管理のための本ではありません。あくまで「マンション管理会社におけ
る管理について」を主テーマにしたものです。すなわち、数多くあるマンション管理会社における
管理費に見合ったマンション管理サービスの実態について、それも素晴しいと思われる事例を集
めて紹介しているものです。
結果として、マンション管理のあるべき姿や管理会社とのよりましな付き合い方について大変
教訓的な実例が多く掲載されています。内容的にも、引き込まれるものがあり多くの方に薦めた
い書籍です。ただ、記述内容の 2 か所に間違いがあります(後述)。
「週刊 東洋経済 12/6」 (マンション防災修繕 管理完全マニュアル) 東洋経済新聞社

６３９- ＋税

2014.12.6

マンションのマニュアルを含めた防災対策、住民の合意形成をテーマにした大規模修繕への
考え方、本当に頼れる管理会社のランキング紹介など、意外に現実に即したわかりやすい記述
です。
「集住の苦悩と幻想 改修工事をめぐるマンション管理組合物語 」 藤木良明著

学芸出版社 1,600-+ 税

1987/10/10 e-hon で購入可能

書名が「・・・物語」とされているのは、フィクションという意味のようです。しかし、ノンフィクション
の現実をフィクション化して著されたものといった意味もあるようです。マンション管理適正化法成
立(2000.12.8 公布、2001.8.1 施行)以前の古い書籍ですが、管理会社主導のマンションの管理になん
となく不満を持っていたが、区分所有法や大規模修繕の知識がまったくない主人公が、大規模
修繕の実施の時期に理事長になり「苦悩と幻想」を抱えながら、少しづつ前進していく姿が、非常
に臨場感を持って迫ってきて、一気に読み切りました。藤木良明氏は、「マンション」(岩波新書)・
「マンションの地震対策」(岩波新書)・「マンションはいつまで住めるか」(平凡新書)の著者でもあり、
大規模修繕などについて豊富な実践的な知識が背景にあるからでしょうか。

トラブル
「マンショントラブルずばり回答」補訂版 東京弁護士会不動産法部/編

青林書院 2,100+税 2001.10.20

2002 年法改正前の出版ですが初版から 4 回改訂されてきた書籍です。13 人の弁護士の共著
です。そのために記述内容に?の部分もありますが、マンショントラブルに対して全体として簡単
明瞭に、しかも分り易く回答されています。
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特に、定期借地権付マンションについての記述は他の書籍にはないものです。すでに 3 回読
み返していましたが一覧に記載忘れをしていました。
「マンショントラブル法律 Q&A」 弁護士吉田 朋・弁護士大村 健著

㈱税務経理協会 1,890+税 2003.6.25 の

再読です。書評が書かれていませんでした。
「Q&A マンション法ハンドブック」とよく似たあるいは、「マンションの法律 100 章」に良く似たとい
った表現が正しいのかもしれませんが、いずれにしても、それらの書籍とよく内容的にも良く似た
構成のマンションの法律の Q&A です。
内容的にも、区分所有法や管理の基本的な最低知っておかなくてはならないような事項につ
いて、優しく解説されています。
ただ一点、当該別冊-p．100 の「何か変な『管理組合とは何ですか?』の回答」で記したような間
違った認識も見られると判断しています。
「マンション紛争の上手な対処法 第 4 版」 全国マンション問題研究会著

民事法研究会 4,000＋税

2014.4.20

昨年から発行が予定されながら延び延びになっていたものです。やっと出版されました。とに
もかくにも、多くの方々に読んでいただき、マンション紛争の実務的な知識を得る手段とされるこ
とを期待します。それだけの価値のある書籍だと考えています。
(追) 消費税は 8%。税込価格は、4,000-×1.08＝4,320-。

「調停ガイドブック」 レビン小林久子

信山社 2,000－＋税 1999.9.20

アメリカの ADR(Alternative Dispute Resolution)についての紹介書です。
「クレームに学ぶ建て主の本音」 日経ホームビルダー編

日経 BP 社 2014.6.24 2,200＋税

双方の思い違いから生じるトラブル。あるあると思いながら身につまされる思いで読みました。
同時に、業者側がそこまで施主に妥協しなくてはならないのかとも思う事例も多い様です。
｢ペットの法律相談 改訂版｣ 長尾美夏子・小林覚・小松初男・篠宮晃・岩知道真吾著

青林書院 2600＋税

2000.06.

「動物愛護の推進を阻害するのは、動物の嫌いな方ではなく、唯我独尊でモラルの欠如した
動物愛好家だからです｣との認識の下で、昭和 48 年に｢制定された｢動物の保護及び管理に関す
る法律｣を平成 11 年 12 月に｢動物の愛護及び管理に関する法律｣と法律と名前を改めて、内容
的にも改正されて成立・公布施行されました。弁護士による｢動物の愛護及び管理に関する法
律｣の解説書といった趣きです。ただし、その範囲は広く飼育からペットの死に至るまでについて
非常に説得力があり詳細な記述です。
「明解

マンション管理の法律トラブル相談集 Q&A 第 5 版」合人社グループ 出版局編集

株式会社 合

人社計画研究所法務室発行 資料請求 0120-01-3482 平成 23 年 9 月 30 日

だいぶ以前に読んだことがあるのですが、現在は第５版のようです。至極当たり前と感じるもの
から、ハッとするものまで、ともかく身近なテーマが幅広い範囲にわたってわかりやすく解説され
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ています。

総会
「株主総会の準備事務と議事運営 第 3 版」森・濱田松本法律事務所編

弁護士宮谷 隆・弁護士奥山健志

著 中央経済社 4,800＋税 2011.5.1

区分所有法では集会(総会)についての明文での規定があまりにも大枠の規定にとどまり、実務
的な問題が理解できませんでした。
会社法の総会についての規定は、非常に細かく規定されており、管理組合における集会(総会)
実務の理解のためにも大いに役立つと考えました。
もちろん、会社法の規定がそのまま管理組合の集会(総会)実務に通用あるいは採用できるとは
考えていませんでしたが、当初予想したよりも、非常にわかりやすい記述で、総会の役割やその
理念的なものは理解することができました。
この記述の採用できる部分については徐々に転記して紹介して行こうと考えています。
「株主総会ハンドブック 第 2 版」商事法務編

株式会社商事法務 6,800＋税 2012.1.11

管理組合における総会実務の理解のために。
「新株主総会実務なるほど Q&A」(平成２6 年度版) 編著三菱 UFJ 信託銀行証券代行部

中央経済社 2,200

＋税 2012.3.20

国会図書館に依頼中の平成２４年度版のものと同時期に届きました。
「新株主総会実務なるほど Q&A」 (平成２４年度版)

編著三菱 UFJ 信託銀行証券代行部 中央経済社

2,200＋税 2012.3.20

やっと届きました。希少価値が高いのか、大変需要の多い本のようです。町(他町を含む)の図書
館のものがなかなか届かないので国会図書館に依頼中してたのですが、それも、多くの人が予
約していてなかなか順番が回ってこなかったようです。

その他
「似たもの法律用語のちがい」【三訂補訂版】 編集 財団法人法曹会

財団法人法曹会 1,000＋税 1997.1.25

手軽な法律用語辞典としても役立ちます。
「法令類似国語辞典」--紛らわしい用語の読み方-- 小島和夫著

株式会社 ぎょうせい 1,200 1998．3.20

面白い辞典です。解説にあたって、用語にまつわるエピソードに裁判判例を挿入し、優しく読
み物風に解説されています。
「合格したけりゃ勉強するな! 」 チョ・スヨン著 姜 順子訳

講談社 1,400＋税 2003.11.18

頭休めの一冊としてどうでしょうか。「アマゾン」でも「honto」でも購入できます。最近、学校の
成績が 1 番びりっけつの人間が、何かのきっかけで、世にいう学業優秀な人間に変身した書籍を
二冊読みましたが、その系統の一冊です。
自分も中学三年の時、小学校の数学を最初からやり直して、分数の意味を初めて知ったこと
を思い出します(小学校時代の担任の先生の所にいって、教師用の算数の教科書を借りてきた思い出がありま
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す)。マンション管理士などの資格試験に挑戦している方々にとっては、勉強方法を含めて、結構

役立つ内容なのではないでしょうか。
「『わたしと仕事、どっちが大事?』はなぜ間違いか 弁護士が教える論理的な話し方の技術」 弁護士谷
原 誠著 あさ出版 1,300＋税 2007.10.19

単純化ししていえば、｢論理力をつけるにはどういう方法があるか。」といったことをテーマにし
た、素人向けの解説書といった趣きでしょうか。
単に法文を理解するためだけにではなく、なぜ、弁護士という職業の方々が論理的な思考と、議
論ができるのかの観点から解説には興味が尽きません。もしかしたら自分でも論理的な思考と
議論がすくにでも出来るようになるのではと勘違いしそうです。
「『わたしと仕事、どっちが大事?』はなぜ間違いか 弁護士が教える論理的な話し方実践編」 弁護士谷
原 誠著 あさ出版 1,300＋税 2007.10.19

「民法Ⅰ」第 4 版 内田貴著

東京大学出版会 3,300＋税 2008.4.20

「民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つ」として紹介されている本。現在「民法
Ⅳ」補訂版まで出版されています。
「問題研究 要件事実」－言い分方式による設例１５題- 司法研修所編

法曹会 1,429＋税 2005.5.15

以外にも「です・ます」調の記述です。
「民事訴訟における要件事実 増補 第１巻」 司法研修所編

法曹会 3,564 1989.9

「民事訴訟における要件事実 増補 第 2 巻」 司法研修所編

法曹会 2,622 1992

「紛争類型別の要件事実」 司法研修所編
「新問題研究 要件事実」 司法研修所編
「団地で暮らそう!｣長野まゆみ著

法曹会 2,484 2006.9
法曹界 1,429＋税 2012.7.30

毎日新聞社 1,300＋税 2014.03.20

多摩川べりに立地する架空の団地である森中団地そのものを擬人化した「森中くん」が、この団
地に関する事柄（団地の間取り・団地が建設されるに至るまでの歴史・住民の生活風景など）を分かりやすく
詳細に語りかけるという趣向で、団地について多くの情報が書き連ねられている昭和の団地の
紹介みたいなエッセイ風の小説でした。
「家づくりの基礎知識」 日経アーキテクチュア編

日経 BP 社 1,800-＋税 2014．9．22

主に、戸建住宅のための基礎知識が主体であり、マンションとはあまり関係のない書籍でした。
ただ、「省エネの基本」の章の「混同しがちな断熱と遮熱の役割」のコーナーの記述はなどは参
考になりました。
「『五日市憲法草案の碑』建碑誌」「五日市憲法草案の碑」記念誌編集委員会編集

東京都あきる野市教育委

員会発行 900- 2014.8.20 5 刷

五日市憲法草案は、五日市の自由民権運動の影響下で、明治 14 年(1881 年)に造られたとされ
ているものです。その内容は、主権在民の思想などで現在の憲法にも相通ずる(驚くべきかな、明
治憲法や大日本帝国憲法と真っ向から対峙する内容です)のがあるとされています。この書籍は、その背
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景を含めて作成の背景歴史の概略を感動的に現したものです。五日市郷土館で購入しました。
五日市憲法草案は、この書籍にも掲載されていますが、インターネットで「あきる野市デジタルア
ーカイブ」で検索すると、五日市憲法草案の原文を見ることができます。
「伊藤塾式 人生を変える勉強法」伊藤真著

日本経済新聞社 810- 2005.2.4

資格試験 (行政書士資格試験を特に推奨していますがそれだけをターゲットにしているわけではありませ
ん。) のための勉強法についての書籍です。しかし、この書籍の中に同感と感じるこんな一節が

ありました。
「知識自体を正確に覚えておかなければならないことは当然ですが、具体的な事実を見て、ど
の知識を使うべきか把握する力を身につけるためには、その法律や判例がどのような場合に適
用されるのかを整理しておかなくてはなりません。
また、具体的な事実を見たときに、これまで培ってきた知識では解けない問題も出題されるこ
とがあります。このときは、類似の事実や制度から推測して、『あの事件では最高裁判所はこうい
う論理でこういう結論を出した。ならば、今回の事件での結論はこうなるはずだ』とか、『今回問題
となっている制度は、こういう趣旨で作られた。だとすれば、今回の問題についてはこういう結論
になるはずだ』という論理的思考をして結論を探していくことになります。」
最近、とみに感じるのは、民法(現段階では民法に限定です)を知ることはまるで推理小説を読ん
でいるようだと思うことです。法律は、条文の字面を暗記していても何の役にも立ちませんし、面
白みも何もありません。しかし、判例などを読むことによって、条文の字面の裏に隠れている意
図や意味を知っていくと、まるで、いろんな条件を当てはめて犯人を追いつめていく推理小説を
読むのと同じような面白味を感じてしまいます。そんな思いと一致する 1 文でした。
最初に知っておきたい「認知症」 杉山孝博著 新日本出版社 ８００+税 2015.6.10

場違いな情報提供ですが、現在何となく認知症に関心を持っている方、また将来の認知症に
不安な方、理屈抜きにお読みなさい。たった全篇 88 頁をお読みになれば、すべての不安解消で
す。e-hon なら送料無料(書店にて)で購入可能です。

Windows8.1 操作ど素人情報 (XP から Windows 8.1 に切り替えを予定されている方へのど
素人からの情報提供)
私は、XP (Dell)0ffice2003→Windows 8.1(レノボ) Office personal 2013 に切り替えたことにより、
操作方法に大きな戸惑いを覚えました。操作を覚える際に戸惑った事とその解決方法を書き出
してみました。操作方法の指導書には書かれてはいないものもあります。後で指導書を読んだら
書いてあったものもあります。いずれにしても、XP と 8.1 の操作の違いは、似ている部分はあるも
のの、そのあまりの違いと、コンピュターに対する知識不足から、コンピュターが正常に働いてい
ないのではないかと勘ぐる場合がありました。
以下に書き出した内容が、これから XP を Windows 8.1 に切り替えを予定されている方、ある
いは新規に他の機種から Windows 8.1

Office personal 2013 に切り替えを予定されている方へ
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のど素人からの情報提供です。お役に立てればと思っています。
①

電源を入れて最初の画面が虹曲面模様のディスプレイ画面になることがありま
す(ただし、レノボの場合)。
その画面をクリックするだけで正常な最初のディスクトップ画面となります。スリープ状態
を解除したときに最初に現れるディスプレイ画面でもあります。クリックするとスリープ直前
の画面に戻ります。スイッチの入れ方によっても生じる現象のようです。

②

電源のコントロールについて
「ディスプレイの電源を切る」に設定した時間は、ディスプレイ画面の操作をしない時点か
らディスプレイ画面が自動的に暗くなるまでの時間です。「コンビュターをスリープ状態にす
る」に設定した時間までは、マウスを左右に振る程度で、ディスプレイ画面は明るくなりま
す。
しかし、「コンビュターをスリープ状態にする」に設定した時間を過ぎると、マウスを左右に
振る程度ではディスプレイ画面は明るくならず、マウスのボタン(スクロールボタン)を押さないと
ディスプレイ画面は明るくなりません。
すなわち、電源のコントロールで、「ディスプレイの電源を切る」を１０分とし、「コンビュタ
ーをスリープ状態にする」を２０分に設定しておくと、ディスプレイ画面の操作をしなくなって
から１０分すると自動的にディスプレイ画面が暗くなり、２０分未満までは、マウスを左右に
振る程度でディスプレイ画面が明るくなりますが、２０分を過ぎるとマウスを左右に振る程度
ではディスプレイ画面が明るくならず、マウスボタン(スクロールボタン)を押さないとディスプレ
イ画面が明るくなりません。これが正常な作動状態です。
ともすると、「コンピュターをスリープ状態にする」に時間設定しておくと、その時間になれ
ば自動的にディスプレイ画面が暗くなり、その後は、マウスを左右に振る動作だけでいつで
もディスプレイ画面を明るくできると思い込んでいました。マウス(スクロール)ボタンを押さなく
ては(あるいは電源入れなおさなければ?)ディスプレイ画面が明るくならないのは、コンピュター
の故障ではないかと考えてしまいました。
どうやら、「ディスプレイの電源を切る」は、単に「ディスプレイ画面だけの電源を一時的
に切って画面を暗くするだけ」のことを示しているに過ぎず、「スリープ状態」とは、基本的な
(コンピュターの)電源のそのものをシャットダウンせずに、「スリープ(睡眠)状態」にすることを

示しているようです。
このことは、客観的な状況として。キーボード上の Num Lock のライトの状況で確認でき
ます。「ディスプレイの電源を切る」の時間内では点灯していますが、それを過ぎるてすな
わち「スリープ状態」となると Num Lock のライトが消滅します。
これらのことは、自主的な実験で確認したことですが、最終的に、レノボスマートセンター
で確認したところ、正しい認識であると確認できました。
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なお、この設定方法は、コントロールパネル→電源オプション→「ディスプレイの電源を
切る」・「コンピュターをスリープ状態になる」のどちらをクリックしても「プラン設定の編集」の
画面になります。「ディスプレイの電源を切る」と「コンビュターをスリープ状態にする」のそ
れぞれに時間を書き込むことで行えます。
(追) XP 時代は、画面が暗くなっても、マウスボタンを押してディスプレイ画面を明るくする
という操作はしたことがなく、いつでも、マウスを左右に振るだけでディスプレイ画面が明る
くなっていたため(そういった設定をしていたのか不明)に、そのことが当たり前の状態と思い込ん
でいました。しかし、今回のような電源管理が基本仕様であり、Dells 独自の仕様として、
「スリープ状態」を解除する場合もマウス移動だけで行えるのかの確認はしていません。
③

メールの着信日時がおかしい
メールの着信日時がおかしいとき、デスクトップの一番下の帯に示されている時刻や日
付を確認してみてください。日付や時刻が正確でしょうか。ちょっと違うと感じたら、特に日
付について、日本を対象とした設定になっているかを確認する必要があります。メーカーの
サポートセンターに電話して、確認方法と訂正方法を教わることができます

④

年の日付が自動設定できないのは、コンピュターの基本的な仕様です。メーカーによ
ってできる仕様となっている場合があります。DELL では、年数をインプットしてキーボード
の Enter をダブルクリックすると月・日が自動的にインプットされます。

⑤

画面が横移動しかしない場合。
CD の Word 画面を開くとよくある現象ですが、Word で作成したときにページ数もセットし、
縦に移動していた画面が、ページ数も表現されず、ゴシック印字の線も細くなり、画面が横
移動しかしない場合があります。
こんな場合は、デスクトップ画面の下端のブルーの帯の右端の方にある３つのコマンド
の真ん中のコマンド（四角い囲みの中に５本の横線が描かれている）をクリックすると、自分で考え
る正常な状態に戻ります。すなわち、縦移動ができ、ページ数も表現され、一般的には文
字の書き込みもできるようになります。この操作は、どの場面でも共通です。

⑥

テキスト方式か HTML 方式か
Word で書いた文章を別の Word にコピーしたとき、色がコピーできないのは、文書設定をテ
キスト方式にしていませんか。HTML 方式にすれば問題解決です。テキスト方式にするとメ
ールの文字化けを防げますが、普段でも、フォント色のコピーができなくなります。現在は
HTML 方式にしていてもほとんど問題は生じません・・・レノボスマートセンター

⑦

簡単にコントロールパネルやエクスプローラーを表示する方法。
デスクトップ画面の左下の一番端に位置する□(四角)が四つ組み合わされたアイコンを
右クリックする(左クリックすると画面右上に電源スイッチボタンが表示されます)と、コントロールパネ
ルやエクスプローラーなどを選択できる表が現れます。
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⑧

表示方法の「大きいアイコン」と「カテゴリー」
コントロールパネルを開くと、右上に「表示方法」と表示され、その右側の文字脇の▼印
をクリックすると、「カテゴリー」、「大きいアイコン」、「小さいアイコン」、と表示されます。そ
れら選択すると、画面表示が変わります。「大きいアイコン」を選ぶと、XP と似たようなコン
トロールパネル画面になります。

⑨

インターネットの最初の画面を Yahoo にしたい。
当初の画面が Yahoo 以外の検索機関が表示されているとき、最初の画面を Yahoo にす
る方法です。現状の検索機関で Yahoo を検索しておきます。右上の建物に似たアイコンマ
ークを右クリック→ホームページの追加と変更の画面の Yahoo を選択して ok 押します。

⑩

デスクトップ画面のアイコンは移動する場合があります。
デスクトップ画面の Word アイコンを開いて、書き込みを終わって閉じると、そのアイコン
はすでにデスクトップ画面に並んでいる他のアイコンの最後の位置に移動する場合(変更内
容が多い場合?)があります。どのアイコンを操作したかを明らかにする目的でしょうか。しか

し、これは正常な機能です。
⑪

全ウインドウの最小化と最大化
右上のマーク(XP と同じ)をクリックすることで、全ウインドウの最小化と最大化が選択でき
ます。XP(DELL?) では、最小化のマークを選ぶと、まさに縮小された全画面が出ますが、
8.1(レノボ?)では、全画面そのものは縮小されず、表示画面面積が小さくなり、全画面の一
部分が見えるだけとなります。一番下の横移動バーを動かすことで見たい画面部分にスラ
イドできます。

⑫

黒い短冊帯に白抜きの絵柄(チャーム?)の表示方法
エクスプローラーや Word の画面で、右上の×印付近や右下の日付の近くにマウス矢印
を持っていくと、ときおり、5 種類の白ボケした絵柄が表示され、さらにマウス矢印を動かす
と、これまたときおり、今みた 5 つの絵柄が右端の縦長の黒い短冊帯の中に白抜きで現れ
ます(デスクトップ画面あるいは、最小化にしているとときのデスクトップ画面の右上の余白部分で同様の操
作をしても結果は同じです。)。そして、左下には、黒い箱状の短冊の中に時刻と日付が白抜き

で表示されます。
この 5 つの絵柄は、「検索」、「共有」、「スタート」、「デバイス」、「設定」です。この白ボケ
した絵柄や縦長の黒い短冊帯の中の白抜き絵柄等を意図的に表示させる方法です。
イ. マウスの矢印をディスプレイ画面右上の×や右下の日付の近くに合わせ、矢印が
画面から外れてしまうように大きく右に水平移動します。5 種類の白ボケした絵柄が
表示されます。
ロ. その画面から外れてしまっている矢印を大きく真下や真上スライド移動します。今
の 5 つの絵柄と文字が、右端の縦長の黒い短冊帯の中に白抜きで現れます。そし
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て、左下には、黒い箱状の短冊の中に時刻と日付が白抜きで表示されます。
※ 最初の説明で、「ときおり…」としたのは、この表示がまさに「ときおり」偶然にしか現れ
ず、意図的に表すことができませんでした。この操作方法は、簡易な取扱説明書やパー
フェクト版にもありません?でした。いじくりまわしているうちに、偶然見つけました。なお、5
つの絵柄は、表示通りの操作方法です。クリックして試してみてください。
⑬

基本として抑えるべき Word 操作方法
イ. Word 操作は、ホームのリボンを開いて開始するのが基本だと思います。字体の選択
や 文字の大きさ、太文字、アンダーライン、文字の色などの選択のために表示が
XP(Office2003)と同じような形態で表示されています。そして、その操作方法は XP(Office2003)
と同じです。なお、ホームのリボンは、異なる作業をするたびに異なった作業に適したリボ
ンに代わっています。したがって、作業を行うたびに、目的のリボンを開けてください。(リボ
ンの開示形式は、画面右上の↑付の郵便記号のアイコンをクリックする３種類表示されます。)

ロ. たとえば、リボンのホームを開いた右端には、双眼鏡の絵と「検索」と表示されていま
す。これをクリックすると、検索の操作方法が表示されます。具体的な検索方法は XP と似
ており、何となく分ります。
ハ．リボンを一通り開いてみて、XP(Office2003)と同じような絵やマークがないかを確かめて
みてください。要は、XP(Office2003)の Word 画面で表示されていた機能が、画面の上に並ん
でいる何種類ものリボンの中に隠れているのです。それらの機能は、同じ機能がリボンが
異なる度に違った様式で表示されている場合もあります。たとえば、字体やフォントの色そ
してフォントの大きさの選択は等は、タッチ(８．１で新設された?)でもホームでもできます。タッ
チとホームでは、表示方法が異なっているだけとも言えます。
ニ. また、Word 画面に表を作成すると、今までなかったレイアウトというリボンが表示さ
れます。それを開くと罫線を引くあるいは罫線の削除が表示され、それをクリックする
と、XP(Office2003)と同じような絵やマークの鉛筆や消しゴムの絵が表示されます。その
後の操作方法は、XP(Office2003)と同じです。
ただ、機能として特徴的なのは、この機能は表を作成して初めて、罫線を引くある
いは罫線の削除が表示されているレイアウトというリボンが表われることです。すな
わち、その機能が必要な状況を作ることによって、その作業に合わせた機能を持った
リボンが初めて現れるようになっていることです。
このへんの操作については、基本的機能の考え方を理解して、慣れるしかないでし
ょう。
※リボンとは
Word 画面の上部に下図のように表示されています。
ファイル

タッチ

ホーム

挿入
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デザイン

ページレイアウト

・・・・・

⑭

ルーラーの表示方法は表示リボンにあり
Oficc2013 Word では、操作をしないと、ルーラーは表示されていません。表示リボンを
開いてください。真ん中より左寄りの部分に、□ ルーラー、□ グリッド線、□ ナビゲーシ
ョンと表示されています。□ ルーラーに✔を入れてください。Word の最初の画面にルーラ
ーが表示されるようになります。

⑮

コピーの仕方は何種類もあり。
Oficc2013 Word で貼り付け(コピー)をしようとすると、当初は、3 種類や 4 種類の貼り付け
方法が絵柄で表示されます。このいずれか(一般には筆の絵のあるオプション)を選んでクリック
して貼り付け(コピー)をします。しかし、画面に表など作成されていると、全く異なるオプショ
ンが表示されます。どれをクリックするのが目的にあっているかは、経験と慣れで覚えるし
かありません。当初は、XP と全く異なるコピー方法のため戸惑いが生じます。

⑯

コピーアイコンの選択
コピーをしようとすると、「貼り付けのオプション」として一般的には三～四種類(状況によっ
て、もっと増えたり、違った種類)のアイコンが表示されます。一般的には、下方に「筆の絵の描

かれたアイコン」の選択で問題はないのですが、インターネット上の「法令データー提供シ
ステム」の法文などのコピーの際には、右下に「曲がった矢印のあるアイコン」の選択が正
解のようです。どのように違うかは実際に実験してみれば分かります。
⑰

文字の上書モードと挿入モードの切り替えは、キーボード上の「Insert」の ON、
OFF
「上書方式」を「挿入方式」に切り替えるには、キーボード上の「Insert」Key(キーボード上の
上下左右の矢印のブロックの上の英語に書かれた Key ブロックの中にあります)の ON、OFF の操作で

行えます。
私のコンピュターは、レノボであり、Office2013 が掲載されていますが、文字の書き込み
方式の初期設定が上書方式でした。挿入モードに切り替える方法は、マイクロソフト
(0120-54-2244)に電話して教わりました。

Word2003 時代は、無意識に「挿入方式」で操作していたようです。Word2013 では、入力
した文字数だけ消えてしまうために、幾度となくとまどいながら、やっとのことで、いったん
行を変えて入力し、新規の文字を入力し終わったら、行をもとに戻す入力方法(上書方式)に
たどりつきました。やれやれとの思いと Word2013 では、入力方法が変わったのかと思い込
んでいました。
あまりに初歩的なことのためか、Word2013 の初歩の操作案内書でも書かれていません
でした。書店で偶然に立ち読みした「逆引き」の Word2013 操作案内書の中に「上書方式」、
「挿入方式」の文字を見つけ(解説内容が 8.1 には対応していないようでした)、マイクロソフトに電
話して教わりました。
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⑱

キーボードの Num Lock のランプは点灯(緑色)していますか
私だけのミスなのでしょうが、時々(本当にたまにですが)、数字がアウトプットできなくなるこ
とがあります。どうやら無意識のうちに、Num Lock の Key を押していたようです。Num Lock
のランプが消滅していました。他にも、キーボードでの Key の打ち込みがおかしくなったら
試してみてください。Insert の Key を押してみることをおすすめします。もし治るとすれば、
無意識のうちに Insert の Key を押していたのです。私は、よく Insert の Key を押す場合が
あるようです。真下の Delete Key を使うことが多いからかもしれません。

⑲

XP を使い続けたいと希望する方のために
基本的には、インターネット関係の操作をしない限り XP を使い続けることに問題はない
と考えています。ただ、問題は、現在使用されている XP そのものの耐用年数の問題だけ
です。したがって、インターネットやメールを使用しない限り、また、機種の耐用が許される
(おおむね長くて１０年?)限り、Excel や Word などで XP を使い続けることには何ら問題はない

ようです。ただし、CD などには、XP で作成したものが、8.1 では対応できないといった問題
(CD 受領者が８．１の場合等)が生じる場合があるようです。

私は、XP をかれこれ８年間使いました。XP の操作上のトラブルが増えてきました。その
原因が、機種の耐用年数の問題でもあるようですが、インターネットやメールを使うことか
ら来た要因もあるようです。あるメールを受信すると、マカフィーが騒ぎ出し、数日前の日に
復旧復元させると治るといった現象が数回ありました
当方は、ディスプレイについては、XP で使用していたものの転用です。したがって、XP
と８．１の併用の選択技はありませんした。
⑳

横長になったディスプレイには意味がある。
Windows8.1(7or8)のコンピュターにセットされるディスプレイは、Windows XP にセットされ
ているディスプレイ(380×300)より横長です。この長くなった部分には、役割があるようです。
Word などで検索をすると、画面の左側に検索のためのウインドウが表示されます。この
ためのスペースともいえそうです。
私は、Windows XP で使っていたディスプレイを Windows8.1(7or8)のコンピュターに転用使
用しています。Word などで「検索」をすると、画面の左側に「検索」のためのウインドウが
表示されますが、その分 Word 本体の画面の幅が欠けてしまうのです。Word の画面全体を
見るためには、いちいちスライドさせなくてはなりません。
もうお分かりですね、Windows8.1(7or8)のコンピュターにセットされる横長のディスプレイだ
と、「検索」のためのウインドウも Word の画面も全部がディスプレイ内に収まるのです(セン
ターの Windows8 にて実験済み)。

Windows8.1(7or8)のコンピュターを購入しても、Windows XP にセットされていたディスプレイ
(380×300)を再使用しようと考える方(自分がそうですが)への念のための情報です。
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21

デスクトップが横長でない苛立ち
デスクトップが横長でないための自業自得のトラブルですが、用語検索でナビゲーション
を使用しているとき、目的の検索が出来て、デスクトップの全画面を見ようとしてナビゲー
ションを何気なく削除すると、画面は大きくなりますが、デスクトップ画面はトップ画面に移
動してしまいます。改めてナビゲーション画面を表示させると、検索画面が再現されます。
次は、デスクトップ画面を一旦クリックしてから、ナビゲーションを削除すれば、デスクトップ
はトップ画面に移動することなく全画面が表示されます。
こんな二度手間の苛立ちは、Windows8.1 に対応した横長のデスクトップにすれば解消され
るのでしょう。慣れてきても、こんなトラブルが生じると、苛立つものです。

22

「横長になったディスプレイには意味がある。」一部修正
「横長になったディスプレイには意味がある。」の記述の中で、「Word などで「検索」をす
ると、画面の左側に「検索」のためのウインドウが表示されますが、その分 Word 本体の画
面の幅が欠けてしまうのです。Word の画面全体を見るためには、いちいちスライドさせなく
てはなりません。」としましたが、この記述そのものは間違いはないのですが、ちょっと誤解
を生む記述でした。これは Word の画面操作コマンド(右下の－――|――＋)の竪バー|を中央
より右に移動して、Word の画面を拡大した状態にしたときの操作方法でした。
操作コマンドの竪バー|を中央に戻すと、Word の画面全体は小さくなりますが、「検索」の
ためのウインドウも Word の画面も全部がディスプレイ内に収まるようになります。
したがって、Windows XP にセットされていたディスプレイ(380×300)を再使用でも、Word
の画面文字の大きさにこだわらない場合には、画面の左側にでる「検索」のためのウインド
ウと Word の両者を一画面に表示することは可能だったのです。

23

トラブル相談先・マイクロソフトサポートセンターについて
操作などでの困った時の相談先は二つに分かれます。Windows8.1 については、各メー
カー(富士通、Dell、レノボ等)のサポートセンターです。マイクロソフト製品の Word、Outlook、
Excel などの Office2013 関連については、マイクロソフトサポートセンター(0120-54-2244)で
す。これらの相互の相談場所の関連性は全くありません。問題解決知識も共有していませ
ん。
マイクロソフトサポートセンターへの電話相談は基本的には無料です。電話で簡単に解
決できる場合も多くあります。ただ、電話で簡単に解決できない場合は、遠隔操作での対
応の契約(一年間税抜き 14,500-)を提案されます。断っても何の問題も生じませんが、契約手
続きは、遠隔操作によってなされます。
この遠隔操作なるものは、優れものです(状況によっては、各メーカーのサポートセンターでも無
料で実施される場合があります) 。マイクロフトの担当者とコンピュター画面を共有するシステム

です。マイクロフトの担当者は、当方のコンピュター内の Office2013 製品すべてを共有し、
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当方の操作している画面と同様の画面状態を共有して技術指導がなされます。
※ 遠隔操作を契約し、その後直ちに契約を解除した経験を述べます。
ある Word の操作方法についてマイクロソフトサポートセンターへの電話相談したので
すが、電話相談ではらちが明かず (後に判明しますが、担当者の極端な能力不足だったようで
す)、遠隔操作での対応の契約を提案されました。

契約をした流れで直ちに遠隔操作が実施され、問題が解決したのですが、あまりに簡
単に解決したために、当該遠隔操作担当者から、契約の解除を提案されました。本来な
ら、遠隔操作で解決するようなテーマではなく、電話相談で簡単に解決できたようなテー
マだったことも一因かもしれません。
当方としては、この契約解除の提案の好意を受け入れさしてもらい、契約を解除しま
した。この時、遠隔操作の実態と、そのすごい解決能力を実感させてもらいました。な
お、その後も多くの無料電話相談を行っています。
余談的内容ですが、この契約手続きの際に遠隔操作で作成した、「アカウント」と「パ
スワード」は今現在も生きている状態です。この「アカウント」と「パスワード」は、その後
のマイクロソフトとの関係で非常に役立っています(インターネットを通して、単独でも作成でき
るようです)。

24

スクロールマウスの提案
マウスの機能については、いろんな種類があるようですが、コンピュターのスリープ状態
を解除するためには、マウスの真ん中に、回転させると画面が上下に移動させることがで
きるスクロールボタンが付いたものがお勧めです。
このマウスですと、コンピュターのスリープ状態は、このスクロールボタンを軽く 1 度ある
いは 2 度押すだけ(中野がやっている方法)で解除できます。このボタンのない普通のマウスで
すと、電源を入れ直したり、マウスを叩き付けるようにしてコンピューターに強い刺激を与え
(センターでやっている方法?)ないとスリープ状態を解除できないようです。

25

「検索」と「高度な検索」の違い
文字などの検索方法は二種類あります。
リボンの「ホーム」を開き、左端の「検索」(双眼鏡の絵)をクリックすると右側に検索 BOX が
表示されます。この検索 BOX 内に検索すべき文字などを入れて検索を開始するのです
が、その場合二通りの方法が選べます。
①

虫眼鏡状の絵か□で囲われた▼▲印をクリックして行う方法です(虫眼鏡状の絵は、一度
クリックすると▼▲印に替わります) 。検索した対象物は黄色く示され、対象物が１０個あれ

ば、１０個を１サイクルとして限りなく繰り返し検索されます。なお、検索事項をコピー機
能を利用してインプットすると、虫眼鏡状の絵での検索は拒否され、最初から「高度な
検索」で検索することを要求されます。
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② 検索 BOX 内の右端にある小さな▼印をクリックして、「高度な検索」を選びます。新た
な「検索と置換の検索 BOX」が現れます(XP とほとんど同じ方式)。検索を進め、一サイクル
の検索が終了すると「文書の最後まで検索しました」と「先頭から検索を続けますか」と
表示(XP とほとんど同じ方式)されます。検索した対象物はグレー色で示されます。
26

XP(office2003)で作成した単語(用語)が、検索できない場合があります。
XP の Word(office2003)で作成した 用語によっては、８．１の Word(office2013)の検索機能で
は、検索できない単語(用語)があることが判明しました。８．１の Word (office2013)でインプット
し直し、改めて、検索したら正しく検索できました。したがって、コンピュターの問題ではない
と考えています。例えば、「所有権の更生」という用語です。他にも、いくつかの単語(用語)
で確認できた現象ですが、この原因は不明です。

27

Word(office2013)は、Windows XP(office Word 2003)では開けない?。
Word(office2013) (新バージョン)で作成したデーターは、そのままでは、旧バージョンでは開
くことはできません。メールなどの受信先が旧バージョン場合の着眼点です。
Windows8.1 には、Word(office2013)がセットされていますが、Word(office2013) (新バージョン)
で作成したデーターは、受信先の Word が旧バージョンの場合、Word (office 97～2003) (旧バ
ージョン)で作成したように擬制されていないと、開くことはできないということです。

旧バージョンとは Windows XP(office 2003 をセット)以前のバージョンであり、Windows XP
には、Office word 2003 がセッされていますが、Windows8.1(office Word 2013)としては、office
word 2003 を旧バージョン扱いはしていない(?機能の一部についてかもしれません)ようです。セ
ンターの Windows XP(office 2003 をセット)では、office Word 2013(新バージョン)で作成したデー
ターは開くことができました。
なお、office Word 97～2003 相互間では読み取りができることから判断すると、一概に、
旧バージョンは、新バージョンに対応できないということでもないようです。いずれにして
も、新バージョンは旧バージョンに対応できます。
旧バージョンで作成したように擬制する方法の一つは、Word 画面左上の「ファイル」リボ
ンを左クリックして、表示された「名前を付けて保存」を左クリックします。開いた画面の「コ
ンピュター」を選択し(すでに選択されている場合があります)右下の「参照」をクリックすると、「名
前を付けて保存」の操作画面(ウインドウ)が表示されます。「ファイルの種類」(T)の中(▼印をク
リック)から「word 97-2003 文章」を選んで、「保存」をクリックして完了です。

この操作をしてデーターを送ることが必要なのは、メールでの添付データーの受信先の
コンピュターが旧バージョンの office word(例えば Word 2000)を装備している場合です。
ただ、一抹の疑問点は残ります。「Word XP を使用していた時の経験ですが、Word 2007
のデータを開こうとしたとき、確か、互換機能パックのインストールを促すメッセージが表示
され、メッセージに従って処理を進めた結果、それ以後、Word 2007 のデータを開くことがで
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きるようになったと記憶しております。」との情報です。
以上が基本的な情報ですが、経験的には、Windows XP(office 2003 をセット)で作成したデ
ーター内の一部用語が Word(office2013)では検索できないといった現象はありました(参照:別
冊-p.687「Windows8.1 操作「ど」素人情報 26」)。

したがって、受信先のコンピュターが旧バージョン office word である可能性があるなら

ば、あるいは、Windows8.1(office Word 2013)データーを厳密な内容で送信したいのならば、
旧バージョンで作成したように擬制して送ることだと考えています。
そうすれば、Windows8.1 を含めて、ほとんどすべてのコンピュター(Word 97 以前を操作し
ている方はほとんどいないでしょうから)に対応できるはずです。

28

貼り付けオプションの選択方法
特定の文字をコピーして他の箇所に張り付ける作業をするには、特定の文字を右クリッ
クして、「コピー」を選択し、指定の位置で左クリックすると、何種類かの貼り付けオプション
を選択することになります。その際どのオプションを選ぶべきかに迷います。なお、オプショ
ンは、3 種類ではありません。状況によっては、「a」とい文字がついたオプションも現われ 4
種類になるときもあります。さらには、表などをコピーするとまた違ったオプションが現れま
す。
いずれにしても、一番簡単なのは、コピーする場所で、それぞれのオプションを選んで、
クリックしないで、しばらく待つことです。すると、コピーする場所に選んだオプションによる
仮表示がされるのです。移動してみて、自分が目的とする仮表示の表現方法を選べたら、
そのオプションをクリックすればよいのです。変化がなければ、どのオプションを選んでも同
じ結果が現れます。
次なる手立ては、一つ一つのオプションを選んで具体的クリックし具体的に表示してみる
ことです。一番適したオプションを選べばよいのです。
同一文章の中でのコピーは、一番下に筆の絵の描かれたオプションで解決されますが、
インターネットなどで表示された文章をコピーするようなときに、「それぞれのオプションを
選んで、クリックしないで、しばらく待つ」方法を選ぶとよいと思われます。一番下に筆の絵
の描かれたオプションを選ぶと、行間隔が広い文章としてコピーされる場合があります。
「法令データー提供システム」で選ぶ法律条文をコピーするときは、白紙のオプションを選
ぶと、割合うまくいくようです。

29

読みの分らない漢字や記号を入力したい。
イ. IME パットを右クリックする。
ロ. IME パットの画面の左側に注目。一番上のペンを握った絵をクリックすると、IME パッ
ト-手書きが表示されます。
ハ. 順番に下の図柄を検索していきます。それぞれの違った内容が示されます。
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二．IME パット-ソフトキーボードを検索すると、その以下の絵柄がなくなりますが、«の印
をクリックすると、総画数と部首の表示が現れます。
30

Word 原稿に連続ページ数を刻印したい。
イ． リボンの「挿入」を開く
ロ． 右に移動し、ヘッダー・フッター・ページ番号・ヘッダー・フッターの横書きが縦に並
んでいる中から、ページ番号をクリックする。
ハ． 表示されたページ数位置の「ページ下部」に矢印を移動すると、番号の位置が表示
された画面が現れ。
ニ．矢印を横スライドして番号表示画面にまで移動してから真下に矢印を移動して、目
的にあった画面をクリックする。
ホ．画面がぼけるので一旦保存をして終了する。再度目的の記述を開く。

31

「お気に入り」の表示方法
イ．最大化したインターネット画面の右上の星印をクリックします。
ロ．お気に入りの表が表示されます。
ハ．この表の左上の緑色の矢印⇐をクリックします。
最大化したインターネット画面の左側に「お気に入り」が表示されます。
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Windows8.1 操作「ど」素人情報 7 ―もう一歩進んで―
① 読みの分らない漢字や記号を入力したい。
ニ. IME パットを左クリックします。
ホ. IME パットの画面の左側に注目。一番上のペンを握った絵をクリックすると、IME パッ
ト-手書きが表示されます。
ヘ. 順番に下の図柄を検索していきます。それぞれの違った内容が示されます。
ト. IME パット-ソフトキーボードを検索すると、その以下の絵柄がなくなりますが、«の印
をクリックすると、「総画数」と「部首」の表示が現れます。
② Word 原稿に連続ページ数を刻印したい。
ニ．

リボンの挿入を左クリックして開きます

ホ． 矢印を右に移動し、ヘッダー・フッター・ページ番号・ヘッダー・フッターの横書きが
縦に並んでいる中から、「ページ番号」をクリックします。
ヘ． 表示されたページ数位置の「ページ下部」に矢印を移動すると、数種類の番号の位
置が表示された画面が縦に連続して並べられます。
ト．

矢印を真横にスライドして番号表示画面にまで移動してから、矢印を真下に移動し
て、目的に合った画面をクリックします。

チ.

表示される画面が霞んでしまうので、一旦「保存」を押して終了する。再度目的の
記述を開くと、番号の位置が表示された明瞭な画面が現れます。
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③ 文頭の文字の微小な動かし方
このことを知るために、ルールを決めましょう。リボンの表示の中のルーラーに✔を入れ
て、ルーラーが働くようにしてください。
ルーラーは、3 つのパーツ(「インデントマーカー」と称されているようです)で構成されています。
ルーラー上側の下向きの山形のインデントマーカーを①とします。下側のルーラーは二つ
の図形が重なっています。上の山形のインデントマーカーの頂部分(ここがポイントです)を②と
します。 下の四角のインデントマーカーを③とします。なお、下の二つのインデントマーカ
ーは一体となって動きますが、どちらを指し示して移動するかによって効果が変わります。
その上で、下の例題文章で説明します。
公法

国家と其の構成員たる個人との関係を規律するもの(民事訴訟法)。 国や地方公共
団体と市民との関係を定めた法律。国家機関や行政機関にかかわるもの。公権
力の在り方とその行使の方法を定める法(憲法、行政法、刑法等)

イ.

「国家」という字の前をクリックして縦線をちかちかさせます。真上の③を指し示して
左・右に動かすとすべてのインデントマーカーが連動して動き、文章全体が左・右に動く
ことが分ります。

ロ. 次に、「国家」という字の前をクリックして縦線をちかちかさせたまま、②を指し示して
左・右に動かすと、「民との関係…」以下の文章が左・右に動きます。
ハ. このことは、「民との関係…」という字の前をクリックして縦線をちかちかさせたまま、
②を指し示して左・右に動かしても同じ現象が生じます。
公法

国家と其の構成員たる個人との関係を規律するもの(民事訴訟法)。国や地方公共団
体と市民との関係を定めた法律。国家機関や行政機関にかかわるもの。公権力の
在り方とその行使の方法を定める法(憲法、行政法、刑法等)

公法

国家と其の構成員たる個人との関係を規律するもの(民事訴訟法)。国や地方公共団
体と市民との関係を定めた法律。国家機関や行政機関にかかわるもの。公権力の在り
方とその行使の方法を定める法(憲法、行政法、刑法等)

公法 国家と其の構成員たる個人との関係を規律するもの(民事訴訟法)。国や地方公共団体
と市民との関係を定めた法律。国家機関や行政機関にかかわるもの。公権力の在り方
とその行使の方法を定める法(憲法、行政法、刑法等)
※-1 ルーラーは知っていたのですが、インデントマーカーの細かい操作方法は知りませ
んでした。この結果は、必要性から操作をやり繰りしていて覚えたのですが、XP 時代
から同じなのかもしれません。
※-2 なお、文頭に①とか※がついた時の文頭での余白の操作はまだ戸惑っています。
④ 消えてしまうミニツールバーの再表示方法
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ミニツールバーは大変便利な機能です。文章を書くときリボンのホームを開かなくてもミ
ニツールバーを開くことで、文章作成のほとんどの機能が満たされます。ただ、文章を選択
してカーソルを合わせて横スライドし、手を放すとミニツールバーは現れるのですが、カー
ソルを大きく動かすと消えてしまいます。
このような場合は、その場で右クリックすると再びミニツールバーが現れます。こんど
は、クイックアクセスツールボタンと一緒に現れますが、左クリックするまで消えません。
なお、ミニツールバーでは、アンダーバーの処理ができない場合があります。そのような
場合は、リボンのホームを開くしかありません。
⑤ word 内に表をつくる
イ． リボンの挿入を左クリックして開く
ロ． 表を左クリックすると「表の挿入」の画面が現れる。
ハ． 表内の必要な桁数と行数の□を矢印で指すと、示された□の色が変わります。
ニ． そのまま左クリックすると画面に表が作成されます。
⑥ 表の罫線を引いたり、削除したりできます。
表を作成すると初めて、リボンのレイアウトが現れます。表を作成しないと現れません。
レイアウトを左クリックすると、筆の絵の付いた「罫線を引く」、消しゴムの絵の付いた「罫線
の削除」が現れます。後の操作は XP と同じです。
33

Windows8.1 操作「ど」素人情報 8 ―もう一歩進んで―
文字の検索方法は二通りあります。
ホームのリボンを開き、一番右端の検索をクリックします。左端にナビゲーションが表れ
ます。ここから検索方法が二手に分かれます。
① ナビゲーションの文書の検索の枠内に、キーボードで文字を打ち込みます。虫眼鏡の
絵をクリックすると目的の文字が黄色のボード上に表示されます。文書の検索の枠下
の▼▼をクリックすることで検索が繰り返されます。この枠内にキーボードでの文字打
ち込みがポイントであり、コピーされた文字を入力すると検索がうまく進みません。総検
索対象数のうちの何番目の検索であるかが分数で示されながら、検索はエンドレスに
続きます。
② コピーされた文字を入力したい場合は、最初から、ナビゲーションの文書の検索の枠
内の小さな▼をクリックし、「高度な検索(A)．．．」をクリックします。XP と同様の検索と置
換のダイアログボックスが現れます。コピーされた文字を入力します。XP と同様の操作
で文字が検索できます。もちろん、キーボードで文字を打ち込んでも構いません。目的
の文字が灰色のボード上に表示されます。
※ナビゲーションに検索用語を入力しても「一致なし」と表示される場合があります。念の
ため、右側の画面一度クリックしてみてください。反応する場合があります。
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Windows8.1 操作「ど」素人情報 9 ―もう一歩進んで―
① メ ールの第一段階での削除が簡単なった office2013
進化した操作方法の一つなのでしょう。XP と比較すると、第一段階での受信メールや発
送済みメールの削除がワンタッチでできるようになっています。
目的の受信メールや発送済みメールのボックスに⇒を当てると右側に×印が表示され、
その×印に⇒を当てると、赤くなります。その赤い矢印を左クリックすると受信メールは受
信トレイの削除済みアイテムへ、送信済みメールも受信トレイの削除済みアイテムへ移動
します。最終的には、削除済みアイテムでの赤い矢印の個別の左クリックか一括削除にな
ります。
② 電源オプションの表示のない画面の消去方法
コンピュターの操作中に、電源オプション(電源スイッチ)の無い画面が表示される場合があ
ります。そのようなときの画面の消去方法です。
キーボードの最下列左から二つ目の田の字(白い四角形が四っ組み合わされている)の絵の
付いたキイーを押します。スタート(またはアプリ)画面が表示されます。デスクトップ画面を
クリックします。何らかの電源オプション(電源スイッチ)のある画面に戻ります。
もっとも、キーボードの田の字(白い四角形が四っ組み合わされている)の絵の付いたキイー
を押せば、いつでも、スタート(またはアプリ)画面が表示されます。後の操作はご自由に。
③ 用語検索のポイントは一致なしの表示の有無にあるようです。
実例のトラブルですがナビゲーション検索機能で「送達証明」を検索しましたが、一致な
しの表示も、検索対象件数の表示もなく、検索が続けられませんでした。念のため、「高度
な検索」機能で「送達証明」の検索を試してみました。「送達証明書」が検索できました(「送
達証明」という単語はインプットされていませんでした。)。ナビゲーション検索機能と「高度な検索」

機能の両者で「悪意」を検索すると「悪意」の他に「悪意有過失」や「悪意占有」といった、連
続する用語も検索できました。
トラブルチェックのポイントは一致なしの表示の有無にあるようです。用語の検索が働か
なくて一致なしの表示も、検索対象件数の表示もない時は、検索をあきらめずに、「高度な
検索」機能を試してみる必要があるようです。もっとも、他にも同様の事例が生じるか試し
てみましたが生じませんでした。何かの一時的なトラブルだったのかもしれません。
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Windows8.1 操作「ど」素人情報 10 ―もう一歩進んで―
用語検索方法補追
用語検索のナビゲーションに用語を入力しても、時々、(一致なし)と表示されてしまう場
合がありま。これで諦めずに、一度デスクトップ画面をクリックしてみてください。(一致なし)
表示が消え、検索可能数を表す数字が表示され、検索可能となる場合があります。私の
場合の一例は、「コミュニティー」、「原本還付」という用語でした。
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Windows8.1 操作「ど」素人情報 11 ―もう一歩進んで―
① 印刷の仕方
リボンのフアイルを左クリック。次に「印刷」を左クリック。印刷のための仕様が表示され
ます。目的の箇所をクリックして、一番上の印刷をクリックすれば印刷が開始されます。
今までは、自宅に印刷機がないために、印刷方法を記録する必要がありませんでした。
今でも、印刷は外部でしています。印刷機を使う人のために、記録しました。
② 基本的な Word 文章の作り方――まったくの基本ですが--イ.まずはデスクトップ上の Word アイコンを W クリック。
ロ.お勧めのテンプレートのうち、「白紙の文書」の白紙の画面を W クリック
ハ.書き込むための画面が現れます。
ニ.後の操作は XP と同じです。
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Windows8.1 操作「ど」素人情報 12 ―もう一歩進んで―
①キーボードの Num Lock のランプは点灯(緑色)していますか
私だけのミスなのでしょうが、時々(本当にたまにですが)、数字がアウトプットできなくなるこ
とがあります。どうやら無意識のうちに、Num Lock の Key を押していたようです。Num Lock
のランプが消滅していました。他にも、キーボードでの Key の打ち込みがおかしくなったら
試してみてください。Insert の Key を押してみることをおすすめします。もし治るとすれば、
無意識のうちに Insert の Key を押していたのです。私は、よく Insert の Key を押す場合が
あるようです。真下の Delete Key を使うことが多いからかもしれません。
② PDF 画面の拡大方法
PDF 画面を開くと、文字が極めて小さい画面で表示される場合があります。XP のように
画面上の何処かに拡大するためのアイコンがないかと探しますがどこにもありません。
ただ、PDF 画面を開くと、最初、画面下の方に白抜きした○○％のアイコンと▽印含ん
だ黒い帯が現れます。▽印をクリックすると拡大リストが現れます。しかし、数秒後に黒い
帯は消滅してしまいます。そんな時、矢印⇦を画面の下に移動してください。先ほどと同じ
黒い帯か先ほどよりも大きめな黒い帯が現れます。その中の○○％のアイコン脇の▽をク
リックすると拡大リストが現れます。
なお、PDF によっては、コピーやズーム操作のためのアイコンや記号⊕⊖の表示された黒
い帯が表示される場合もあります。操作方法の基本は同じです。
③マイクロソフトアカウントの設定には注意を―失敗談-イヤーまいりました。マイクロソフトのアカウント作成作業でトラブル発生。最初の画面で
アカウントのパスワードを入力しないとそれ以上の操作ができない状況になりました。最初
のスタート画面にも戻せません。スイッチを消して再度入れ直してもアカウントのパスワー
ドを入力要求の同じ画面が出るばかりです。いくつものパスワードを試しているうちに無意
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識にアカウント作成作業を終了したために、有効なパスワードが分らなくなってしまったの
です。初期設定に戻すしかなくなったのかと慄然としてしまいました。メールアドレスを含め
て、作成中のすべてのデーターがなくなってしまうからです。やみくもに作ったパスワードを
入力しているうちに突然思わぬパスワードで問題が解決しました。やっとのことでスタート
画面が出現したのです。別冊-27 の作りかけのデーターも早く発信しておかなくてはと思い
ました。ただし、シャットダウンの場合もスリープの場合も、再開するときは、毎回、パスワ
ードを入れないとスタート画面にならなくなったのです。マイクロソフトのアカウント作成がど
のような意味を持つかを調べないで、興味本位でやった失敗のようです。メーカー(レノボ・ス
マートセンター)と連絡をとって、元の状態(アカウント作成以前の状態)に戻せました。
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Windows8.1 操作「ど」素人情報 12 ―もう一歩進んで―
「横長になったディスプレイには意味がある。」は誤解を生む記述でした
以前、別冊で書いた「横長になったディスプレイには意味がある。」の記述の中で、
「Word などで『検索』をすると、画面の左側に『検索』のためのウインドウが表示されます
が、その分 Word 本体の画面の幅が欠けてしまうのです。Word の画面全体を見るために
は、いちいちスライドさせなくてはなりません。」としましたが、この記述そのものは間違い
はないのですが、ちょっと誤解を生む記述でした。
これは Word の画面操作コマンド(右下の－――|――＋)の竪バー|を中央より右に移動し
て、Word の画面を拡大した状態にしたときの操作方法でした。
操作コマンドの竪バー|を中央に戻すと、Word の全体画面は小さくなりますが、「検索」の
ためのウインドウも Word の画面も全部がディスプレイ内に収まるようになります。
したがって、Windows XP にセットされていたディスプレイ(380×300)の再使用でも、
Word の画面文字の大きさにこだわらない場合には、全体画面を縮小することで、画面の
左側にでる「検索」のためのウインドウと Word の両者を一画面に表示することは可能なの
です。この操作に気が付いてからは、検索機能がたいへんスムーズにいくようになりまし
た。
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Windows8.1 操作「ど」素人情報 14―もう一歩進んで―
① 原稿の最初のコピー保存は、保存する箇所の再クリックを忘れずに
W①rd で作成した原稿を初めて保存するときは、現れる画面のフアイル名(N)の枠内の
文字がブルーのバック画面で表示される場合があります(バック画面がブルーでない場合もあり
ますがその操作上の違いは不明です。)。その際、改めて、保存場所の指定先である「デスクトッ

プ」等をクリックして、フアイル名(N)の枠内のブルーのバック画面がクリアーされて、文字だ
けの画面となることを確認してください。このことを確認してから、OK ボタンを押してくださ
い。目的の原稿は、指定された目的の保存場所に保存されます。
この確認を忘れて、フアイル名(N)の枠内の文字がブルーのバック画面で表示されたま
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ま、OK を押すと、目的の保存場所には保存されず、ファイルとして別保存されてしまいま
す。
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Windows8.1 操作「ど」素人情報 15―もう一歩進んで―
① 「表示ツール」タブは表をクリックしないと表示されません。
「罫線を引く」、「罫線削除」を表示するための「表示ツール」タブは「表」の作成された
Word 画面をクリックして初めて表示されます。逆に言うならば、「表」の作成されていない
Word 画面では、「表示ツール」タブは表示されないということです。

CD の操作上のトラブルを中心に、いろいろと実験した結果です。
①

CD の扱いについて
イ. 基本的に(昔は?)、CD-R に収められているデーターには、追加の書き込みができませ
ん。ただし、コンピュターメーカーによっては、追加書き込みができる仕様になっている場
合があります。具体的には、DELL、レノボは、追加書き込みができる仕様になっていま
す。他にも、そのようなメーカー製品があるようです。そのような機種の場合、CD-R の
CD-RW との相違点は、CD-RW は一旦インプットされたものでも消去できますが、CD-R
は消去できなくなります。それ以外の相違点はありません。
なお、CD-R は、表示された容量ぎりぎりまでコピー収納が可能ですが、CD-RW は、
収納するものによっては、CD-R と比べると表示されたコピー容量よりはるかに少ない段
階で収納が不能となり、可能収納量をオーバーすると予測なしに CD-RW そのものが破
損してしまいます。
ロ. XP(office2003)で制作した CD に 収めた Word 原稿は、8.1 のコンピュターでは、操作上
のトラブルが生じる場合があるようです。具体的には、当方のレノボの８．１では、CD に
収めた Word で作成したある特定の原稿が表示されず、再度入れなおそうとすると、すで
に収められていますとされ、一般には重複コピーができるのですが、その操作を拒否さ
れました。
しかし、この同一 Word 原稿を収めた CD が、ある異なるメーカーのコンピュターでは正
常に機能し、さらに異なる別のメーカーのコンピュターでは当方のレノボのコンピュターと
同様に、Word で作成したある特定の原稿が表示されないという現象が起きています。
レノボのサポートセンターに問い合わせたところ、具体的な内容はわからないようです
が、XP(office2003)で制作した Word 原稿は、8.1 のコンピュターではトラブルが生じる場合
があるようですと言われました。
ハ．CD を自動表示にする方法
コントロールパネル(表示方法をカテゴリーに変更・・・⑩参照)→「ハードウェアーとサウンド」
をクリック→「自動再生」をクリック→「リムーバブルドラッグ」および「空の DVD」につい
て、フォルダーを開いてファイルを表示を選択。「保存」をクリック。→「使用方法選択」の
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表示現れる。いずれかの○に印をつける。「OK」をクリック。
※ 以後、新品の CD を入れると、「使用方法選択」の表示が現れます。二つのいずれか
の使用方法を選択して○に印をつけます。「OK」をクリックすると、書き込みのできる
CD 画面が現れます。なお、すでに書き込みのある CD については、セットすると同時
に書き込める画面が表示されます。
二. 「書き込み準備ができるファイルがあります」を完了とするための手続
CD に書き込みをすると、「書き込み準備ができるファイルがあります」の下に、今入れ
た原稿が表示されます。画面上のタイトルバー上の「管理」をクリックする→「書き込みを
完了する」をクリック→※これにて CD に正式にコピーされました。
ホ. ある CD にコピー作業を終了し、次に新たな CD をセットすると、先にコピーした原稿が
すでに書き込まれているように見えます。そして、「書き込み準備ができるファイルがあ
ります」との表示があります。XP で、同じ原稿を違う CD に連続してコピーするときに表
示される機能と同じです。
「管理」→「書き込みを完了する」の手続きをしない限り CD へのコピーはされていませ
ん。不要であれば削除することができます。
②

CD の残容量の確認方法
CD をセット→「PC」の画面が表示されます。【お気に入り】の【PC】をクリック→下方に、
CD の絵とともに「DVD RW(D:)・・・」の文字が表示された下に、「空き領域 ○○○ MB/×
×× MB」と表示されています。
あるいは、CD をセットして、CD のコンピュター表示を一旦消します。CD をセットしたまま
の状態で、画面一番下のタスクバーの中にある、PC(ブルーのカタカナのコの字をヒック返した絵
のあるアイコン・・・レノボの場合) を左クリックすると、同様の画面が表示されます。その後の確

認方法は同じです。
③

CD 書き込み完了後にも表示される「デスクに書き込み準備のできたファイル(○○)があり
ます」(「レノボ」だけのことかもしれません)その 1
CD に書き込みをし「管理」のボタンを押して、「書き込みを完了」していても、再度 CD を開
くと「デスクに書き込み準備のできたファイル(15)があります」と表示され、すでに書き込みを
済ましたデーターがリストアップされてしまいました。「お気に入りの」の一番下に書かれて
いる「DVD RW ドライブ(D)」を左クリックしたところ、自動的に「デスクに書き込み準備ので
きた・・・・」に代わって、「現在デスクにある・・・・」と表示され、すでに書き込みを済してある
データー (15)がリストアップされました。
以後は、「現在デスクにある・・・・」とされて、すでに書き込みをしたもの(15)だけが表示さ
れるようになりました。
どうやら、CD の書き込みを完了した後で、このような表示が出たら(出ない場合もあるようなの
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で)正しく書き込みが終了していることを確認する意味で、「DVD RW ドライブ(D)」を左クリッ

クしておく必要があるのかもしれません。
④

CD 書き込み完了後にも表示される「デスクに書き込み準備のできたファイル(○○)があり
ます」(「レノボ」だけのことかもしれません)その 2
不思議な現象です。この現象が CD にたった一つのデーターを追い書き込みをしたとき
にも生じました。すでにデーターが書き込まれていることは、再書き込みをした時に「すで
に書き込まれていますと」の表示が出ることで確認できました。
このときは、「お気に入りの」の一番下に書かれている「DVD RW ドライブ(D)」を左クリッ
クとしても、クリック効果そのものがありませんでした。すなわち、「DVD RW ドライブ(D)」が
開かないのです。念のため、「デスクに書き込み準備のできた・・・・」の下に表示されてい
る、この追い書き込みをしたデーターを削除(すでに書き込まれていることを確認済みなので)して
みました。
データーを削除した CD には、自動的に、すでに書き込みを済ましたデーターが正しくリ
ストアップされました。一応は、問題が解決しました。
この現象の考えられる根拠(証明できませんが)は、この追い書き込みをしたデーターの大部
分は XP で作成したもの(新しいコンピュターで追記はしています)であることです。今後の様子を
見てみますが、コンピュターの故障は考えられないので、データーの大部分が XP で制作さ
れたことから生じた現象かもしれません。

⑤

CD 書き込み完了後にも表示される「デスクに書き込み準備のできたファイル(○○)があり
ます」(「レノボ」だけのことかもしれません)その 3
結論が一応出ました。レノボ・スマートセンターに確認したところ、この現象は、CD に XP
で作ったデーターを収めていること自体で生じる場合があるようです。
したがって、XP で作ったデーターを CD に収めてこのような現象が生じたときの解決方法
は、いったん CD にデーターを収めうえで、「その 1」の方法あるいは「デスクに書き込み準
備のできた・・・・」の下に表示されている追い書きしたデーターを削除(「その 2」)してみてくだ
さい(中野の実験結果から)。
(追)メーカー(レノボ・スマートセンター)の相談センターでも遠隔操作(無料)が簡単にできるよう
です。マイクロソフト(有料)の専売特許かと思っていました。きっと、どのメーカーでもできる
のでしよう。

⑥

CD トラブルの元凶は、XP で作った「表」にあると特定
トラブルを起こすデーターは、「表」の中に文字の書き込みのあるようなデーターでした。
すなわち、XP で作ったデーターに「表」が作成されているものを CD に収めると、トラブルが
生じる場合があることが確認できました。文字データーではトラブルは生じませんでした。
トラブルには何種類かあるようですが、その一つが、XP で作成している「表」のあるデー
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ターを新品の CD に収納しようとしても、新たな収納そのものができず、収納画面に移動で
きないうえに、無理にコピーしようとすると、既存のコピーがありますとされてしまうことでし
た
すでに XP で作成している「表」のあるデーターを、8.1 で CD に収めるための解決策とし
ては、データーの「表」だけを 8.1 で作成しなおして、XP で作成した文字データーをコピー移
動することです。文字データーまで 8.1 で作り直す必要はありません。こうして作成されたデ
ーターは、8.1 上の CD に正常に収められました。
XP で作成している「表」のないデーター(文字だけのデーター)では、トラブルが生じません
が、かといって、XP で作成している「表」のあるデーターは必ずトラブルが生ずるというわけ
ではないですが、トラブルの生じる可能性が強くなるということのようです。
こんなトラブルの実例として、XP で作成した「表」のあるデーターを含んだ「別冊目次」と「別
冊大目次」があります。中身は同じなのですが、「別冊大目次」ではトラブルが生じ、題名を
「別冊目次」(「大」という文字を削除)と変えただけで、トラブルなく CD に収納できました。なぜ
収納できるようになったのかの理由は分りません。
⑦

CD 内で、Windows ⅩP で作ったデーターと Windows8.1 で作ったデーターが混ざっている
と生じるトラブルの解決方法
CD 内でトラブルが生じるのは、Windows XP(office Word 2003)(あるいはそれ以前の旧バージョ
ン)で作ったデーターと Windows8.1 で作った(新バージョン)データーが混ざっている場合であ

ることが分ってきました。その解決方法としては、CD に収めるデーターをどちらかに統一す
ることのようです。
そのための操作は、Word 画面左上の「ファイル」リボンを左クリックして、表示された「名
前を付けて保存」を左クリックします。開いた画面のコンピュターを選択し(すでに選択されて
いる場合があります)右下の「参照」をクリックすると、「名前を付けて保存」の操作画面(ウインド
ウ)が表示されます。「ファイルの種類」(T)の中(▼印をクリック)から「word 97-2003 文章」(旧バ
ージョン)を選んで、「保存」をクリックするか、「word」(新バージョン)を選んで「保存」するかで

す。
「word 97-2003 文章」(旧バージョン)を選べば、Windows XP(office Word 2003) (あるいはそれ以
前の旧バージョン)で作ったデーターに擬制され、「word」を選べば、Windows8.1 で作った(新バ
ージョン)データーに擬制されます。

全てのデーターをどちらかに擬制して CD に収納すれば CD でのトラブルは生じなくなり
ます(配慮すべきなのは、受信コンピュターの Word バージョンです)。
どちらを選ぶかは、CD を開くコンピターが Windows8.1 であるか、Windows XP(office Word
2003) (あるいはそれ以前の旧バージョン) であるかによって選択すればよいことになります。

Windows XP(office Word 2003) (あるいはそれ以前の旧バージョン)である場合は、「word 97-2003
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文書」(旧バージョン)に統一すべきですが、Windows8.1 の場合には、どちらかに統一されてい
れば、どちらでも構わないはずです。
(参照：Word 2013 操作手順書内の「文書に名前を付けて保存する。」について)
(追) これらの情報は Windows ８．１をベースにしたものです。したがって、Windows XP の後続と思われる
Windows 7 や Windows８で採用できる情報であるとの確認はしていません。

⑧

CD-R への追加書き込み方法は、メーカーによって操作方法が異なるようで
す。
以前、別冊 p.695①「CD の扱いについて」で「基本的に(昔は?)、CD-R に収められている
データーには、追加の書き込みができません。ただし、コンピュターメーカーによっては、
追加書き込みができる仕様になっている場合があります。具体的には、DELL、レノボは、
追加書き込みができる仕様になっています。他にも、そのようなメーカー製品があるようで
す。そのような機種の場合、CD-R の CD-RW との相違点は、CD-RW は一旦インプットされ
たものでも消去できますが、CD-R は消去できなくなります。それ以外の相違点はありませ
ん。」としてお知らせしましたが、メーカーによって移動保存の操作方法が異なるようです。
レノボの場合は、CD-R 内のデーターを一旦デスクトップ上に移動し、CD-R をいったん閉
じ、再度 CD-R を開いて、上書き保存したデーターを CD-R 内に移動するといった手順が必
要です。CD-R 内に収めたままで、上書コピーデーターを保存しようとすると、「保存できま
せん」と表示されてしまいます。
もっとも、デスクトップに移動されている上書コピーしたデーターを CD－R 画面に移動保
存する手順は DELL も同じですが、データーが CD-R 内に収めたままで上書コピーデータ
ーを保存する段取りが進む DELL とは異なります。この点が、DELL の操作に慣れていた当
方の戸惑いでした。もっとも、他のメーカー(富士通等)のコンピュターは、また、違った操作方
法かもしれません。

⑨

C D への再コピー方法 2
書き込みのある CD を開くと、リストが表示され、ドライブツールのリボンが表示されま
す。リスト内の原稿(word)をデスクトップ上に引っ張り出すと、ドライブツールのリボンが消
えます。
デスクトップ上で開いた原稿(word)に追加書き込みをして、その原稿(word)を再度 CD 内
に収める方法です。二通りあります。
CD をセットし直す方法は以前お知らせしました。今回の方法は、CD をセットし直すこと
なく、ドライブツールのリボンが消えた CD 画面に追加書き込みをした原稿(word)を入れ込
みます。
デスクに書き込む準備ができたフアイル(１)と表示された下にその入れ直した原稿
(word)が表示されます。その入れ直した原稿(word)を再度デスクトップ上に引っ張り出すと
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再びドライブツールのリボンが表示されます。そこで、また、改めてその原稿(word)を CD
内にセットし、ドライブツールのリボンをクリックします。書き込みを完了するをクリックして、
再コピーは完了です。
※ コンビュターはレノボです。メーカーによって操作方法は異なるようです。使用する CD は、CD-R でも
CD-RW でも対応は同じです。
※ 新規 CD の書き込みは、CD/DVD プレイヤーで使用にセットしています。USB 対応があるようですが、
USB 対応方式の方がコピー操作が簡単のようです。どちらを採用するかは各自実験して決めてください。
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あとがき
「実践 区分所有法 など」〔改訂版〕の訂正すべき記述や知識の隙間埋め的に補充した記述を、かれ
これ一年間、思いつくままに記述してきました。本編と別冊を通して読んでいただくと、どのように訂正
修正したのかも理解できるかもしれませんが、所詮自己満足のものかもしれません。
ただ、時々読み返して感じるのですが、本人がよく理解していない部分もある反面、マンション管理
士試験に対応した部分も結構あるようにも感じています。
また、そういう観点でよんでいただけるかどうかは分かりませんが。マンション管理の運営上では、
理事会が区分所有法や規約を正しく理解し、絶えず組合員に対して啓蒙活動を行い、より健全な管
理組合運営を目指している管理組合がある反面、区分所有法も正しく理解せず、むしろ自己流で理
解し、規約等があっても無きが如き管理組合も存在します。
そして、まだまだ、このような正しいルールに基づかない管理組合も多数に上ると考えられます。ま
た、管理業者に対する規制法であるマンション管理適正化法が成立しているといえども、マンション管
理適正化法違反の行動をする管理業者についての情報も多数聞きます。
これらの疑問点や解決すべき課題にぶつかったとき、拾い読み的に「実践 区分所有法 など」〔改訂
版〕とともに、この別冊を覗いていただければ、対応策についての答えや問題提起もあり、一定の役割

を果たす場合もあるのではないでしょうか。
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