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本書（第４版）を推薦する

千葉大学名誉教授・弁護士　丸山英氣

　『わかりやすいマンション判例の解説』の第４版が、新しい判例、新しい

書き手が加わって出版されるのはうれしい限りである。

　本書の初版は、平成14年、北九州マンション問題研究会、福岡マンショ

ン問題研究会の会員によって編まれたものである。その後、本書の執筆陣は

全国マンション問題研究会のメンバーに拡大して執筆されている。全国マン

ション問題研究会は、マンション法に関して、わが国で最も大きな情報量を

もった法律家集団である。

　収録されている判例も、初版では72であったが、第４版では98となって

いる。いくつかの判例が落とされ、いくつかの判例が新たに入れられている。

落とされたものでももったいないものもあるが、収録数には限りがあるから

やむを得ないであろう。

　本書の特色の第１は、初版以来、章を紛争の類型ごとに分けていることで

ある。法律家向けないし学習用の判例解説では、法律、条文に従って章を区

分している。本書のように紛争の類型ごとに判例を配置すると、紛争全体が

見えてくる。こうした並べ方は、実務家、特に管理組合、管理会社などの関

係者にわかりやすい。この分け方は、類型のつくり方は多少異なるが、以後、

類書でも採られている。

　第２は、事実関係が比較的詳しく述べられ、それに対応する判断も的確に

記述されていることである。そもそも紛争が生じ訴訟にまで至る事案では、

多くの場合、当事者は多岐にわたる事実に関係する争点を有している。そこ

では、紛争の解決にとって重要な事実もあるし、そうでない事実もある。弁

護士には、それを汲み取り、整理し、争点化していく能力が求められる。本

書では、このような訓練を受けた弁護士が解説しているので、事案での事実

と争点とが整理して述べられている。

　そして、これらの争点についての判断が対応して書かれている。このこと
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も重要であって、判例というものは、当事者が争った事実への判断のみがそ

れに値するものとなる。ときどき、大上段に一般論について述べた文言を判

例だとする向きがあるが、正確とはいえない。

　さらに第３に、本書の最も重要な特色であるが、判例として公刊されてい

ないものが相当多く採録されていることである。

　ちなみに、ここでいう公刊されている判例とは、最高裁判所によって選択、

公刊された最高裁判所民事判例集（民集）だけでなく、判例時報や判例タイ

ムズなどの判例雑誌を含んでいる。

　インターネットなどの発展、普及によって、以前より判例へのアクセスも

容易にはなってきている。しかし、それでも限界がある。また、いくつかへ

のアクセスが可能だとしても、採取された判例の位置づけをはかることが難

しい。

　判決は、さまざまな裁判所で毎日膨大な数が出されている。判例雑誌で、

誰が、どのような基準で採録しているかは明らかではない。採録された判例

にはコメントが付されている。採録者とコメントの書き手が同じ、ないし両

者に関係があるとすれば、裁判官、それも有能な裁判官であろうと推測される。

　しかし、これらの採録者ないしコメント担当者は、すべての社会に通じて

いるわけではない。

　本書では、マンションの世界やその紛争に通じている編者によって公刊さ

れていない判決のいくつかが採り上げられている。第４版でのその代表的な

判例が、「72　修繕積立金と専有部分」である。築45年のマンションで、管

理組合が管理規約を改正して、修繕積立金から専有部分である配管だけでな

く、トイレ、バスまで１人あたり380万円支出して改修してしまった事案で

ある。これに反対して規約変更決議、予算決議等の無効を主張し、２人の区

分所有者が提訴したものである。第１審、控訴審で棄却、上告受理申立ても

不受理で結審したものである。分譲初期のマンションで、専有部分としての

配管のみならずトイレ、バスも修理せず使っており、ここからの漏水などが

あるとマンション全体に影響するが、漏水した専有部分の区分所有者に対応

できないことが予想されるので、管理組合は修繕積立金を使って改修してし
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まったものである。すでに自分で改修してしまった区分所有者、改修した中

古マンションの取得者との間で問題が生ずるのである。

　建築後、40年～ 50年経過したマンションでは、このようなことが今後頻

繁に起こりそうである。管理組合の団体でも検討していると聞いている。

　どうしたわけか、判例集はどこも採用しているところはないようである。

管理組合や管理会社などの関係者にとって資料的価値は極めて高いといわな

くてはならない。

　本件でのいずれの裁判所も修繕積立金の専有部分補修への転用を認めてい

るが、判決の論理は原告（控訴人）の論理を否定するだけで、是認を支持す

る積極的な法理は提示されていない。採録者は、判例とするのに躊躇したも

のと思われる。

　また、「91　保存行為と原状回復請求」も重要である。この判例は第３版に

おいてすでに採録されていたものである。

　事案は、区分所有者の１人が所有する隣接専有部分の間の隔壁（共用部分）

を取り壊したので、他の区分所有者が共用部分の保存行為として原状回復を

求めたものである。第１審は棄却したが、控訴審は認容したものである。共

有者としての区分所有者の共有権に基づく妨害排除請求権ないし保存行為の

射程距離を測る重要な判決である。

　マンションに関する判例は、今後もますます多くなっていくであろう。そ

れに対応して、本書も新しくしていかなくてはならない。

　住宅法の分野では、マンション法はすでに社会的ウエイトにおいて借地借

家法と並び、その法理論の困難さは借地借家法を超えている。

　本書が、マンション関係者の机上に置かれ、参考とされることを願っている。

　　令和元年11月吉日



第４版はしがき

4

第４版はしがき

　本書は、北九州マンション問題研究会と福岡マンション問題研究会との編

集で平成14年２月８日に発刊した『わかりやすいマンション判例の解説』の

後継書であり、第３版（平成23年10月発行）からは全国マンション問題研究会
（全国Ｍ研）編として出版しました。その間の経緯については、第３版のはし

がきで触れていますので参照ください。

　第４版の出版に向けて作業を開始したのは昨年（平成30年）９月でしたが、

初版からすでに16年以上が経過し、判例も著しく増大するとともに内容的

にも変遷し、区分所有法を取り巻く立法も随分と変遷してきました。その間

全国Ｍ研のほうも、昭和63年に設立されたのですから、すでに30年以上も

の歳月が過ぎたことになります。

　今回も合宿をしましたが、編集作業は前回にも増してますます苦しいもの

でした。

  さて私事にもなりますが、平成21年以来全国Ｍ研の代表幹事であった中村

仁弁護士のことに触れさせていただきたいと思います。

　私自身は福岡県北九州市在住であり、本書の初版および改訂版を福岡マン

ション問題研究会と共同で編集した北九州マンション問題研究会のオリジナ

ルメンバーです。その設立以来の仲間である中村仁弁護士が本年年明け早々

に亡くなられました。

　思えば私にとってのマンション問題とは、ほとんど中村仁弁護士と二人三

脚で取り組んできたようなものでした。本書等の初版以来の執筆・編集会議、

駐車場専用使用権をめぐる一連の平成10年最高裁判決、平成14年区分所有

法改正の際の法制審議会や日弁連PTでの議論、また多くのマンション事件

もいっしょに取り組んできました。他方でそのような取組みの中で、たとえ

ば本書発行の出版社である株式会社民事法研究会の田口社長と３人で深夜ま

で議論したこと等、酒を酌み交わしながらの思い出も尽きません。本年３月

にお別れ会を開催した際も、全国Ｍ研の諸先生から思い出話を寄せていただ

きました。この場を借りて、ご報告と全国Ｍ研きっての理論家であった中村
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仁弁護士のご冥福をお祈りする次第です。

　さて第４版では、第３版から削除したのが11項目、新たに加えた項目が

14項目、結果的に全体で98項目になり、さらに分量が増してしまいました。

管理組合の役員さんや管理会社の方々にも手に入れやすいという初版のコン

セプトからは、かなりずれてきたという憾みはありますが、何とか皆様のお

役に立つことを念願しつつ、本書を世に送り出したいと思います。

　　令和元年11月

全国マンション問題研究会

代表幹事　山　上　知　裕
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�　会計帳簿類の閲覧撮影の可否

各区分所有者は、規約に明文の定めがない場合で
あっても、管理組合保管文書の閲覧・写真撮影を請
求できるか

▲

情報開示等請求事件〔大阪高判平成28・12・９判時2336号
32頁・判タ1439号103頁〕

　Ａマンション（昭和50年築、総戸数301戸）は大規模マンショ

ンであり、管理組合Ｂは権利能力なき社団の要件を満たし

ているが、Ｂ管理組合は、同じ理事長Ｃが長年留任し、運営にもさまざまな

問題があった。

　Ａマンションの規約には、各組合員は、①総会・理事会の議事録、②会計

帳簿、③組合員名簿、④什器備品台帳の閲覧を請求できる旨の規定はあるが、

⑤会計帳簿の裏づけ資料の閲覧を認める規定はないし、①～④についても、

謄写（コピー）や閲覧の際の写真撮影を認める規定はない。

　本件訴訟前に、区分所有者であるＤらは、Ｂ管理組合に対し、過去５年分

の①議事録と②会計帳簿、③組合員名簿、⑤修繕工事関係見積書等の裏づけ

資料の閲覧・謄写を請求したが、Ｂ管理組合からは、①②の閲覧には応じるが、

謄写は認めないし、③⑤については閲覧も認めない旨の回答があり、実際に、

９回にわたって、①、②とその他一部の閲覧がなされた（いずれも管理会社の

担当社員が立ち会い、写真撮影は認められなかった）。

　そのため、Ｄらは、Ｂ管理組合に対し、過去５年分の①議事録、②会計帳

簿、④什器備品台帳、⑤裏づけ資料の閲覧・写真撮影を求め、③組合員名簿

の閲覧を求める本件訴訟を提起した。

　１審判決は、規約に定めのある①議事録、②会計帳簿、③組合員名簿、④

什器備品台帳については、１回限りの閲覧を認めたものの、規約に定めのな

い⑤裏づけ資料の閲覧および①、②、④の閲覧の際の写真撮影を認めなかっ

事案の概要
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たため、Ｄらが控訴し、Ｂも認められた部分を不服として附帯控訴した。

　本判決は、Ｂ管理組合が権利能力なき社団（以下単に、「社団」

という）であることを認定したうえで、以下の根拠から、社

団である管理組合と個々の組合員（区分所有者）との間の関係には、民法645

条の定める受任者の報告義務の規定が類推適用され、その一環として、①～

⑤の閲覧および③組合員名簿以外の閲覧の際の写真撮影をいずれも認め、Ｂ

の附帯控訴を棄却した（すなわち、Ｄらの請求を全部認容した。なお、③組合員

名簿の写真撮影は、Ｄらが訴訟上請求していなかったためであり、請求していれ

ば認められた可能性もある）。

　まず、Ｂ管理組合は、他人（各組合員）の費用負担の下に、その他人が保有（共

有）する不動産（Ａマンションの敷地・共用部分）を管理する社団であり、Ｂ管

理組合（受任者）とＤら組合員（委任者）との間には、準委任の場合と類似の

法律関係があり、民法の委任に関する規定を類推適用すべき基礎がある。

　次に、マンションの管理の適正化の推進に関する法律（以下、「マンション

管理適正化法」という）３条所定のマンションの管理の適正化に関する指針（以

下、「適正化指針」という）は、二４において、管理組合に対して、帳票類の作

成・保管とともに、組合員への速やかな開示を義務づけ、経理の透明性の確

保を求めており、同法および同指針に沿った解釈適用をすべきである。

　また、社団の内部関係については、社団法人に関する法律の規定が類推適

用されるのが通説であるところ、一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律（以下、「一般法人法」という）32条、97条、129条は、個々の社員が法人に

対して社員名簿、計算書類や事業報告書の閲覧謄写請求権を、同法121条は、

一定の社員については、原資料の閲覧謄写請求権までも認めており、社団で

ある管理組合への適用を否定する理由はない。

１　本判決の意義

　１審判決も含め、従前の下級審裁判例が、規約自治・団体自治論を過度に

尊重し、管理組合と各組合員（区分所有者）との間の権利義務については、規

約に定めがあるものは認められるものの、規約に定めがないものはいっさい

判決要旨

解　説
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�　管理組合理事長を解任する方法

理事の互選によって選任された理事長について、理
事長を解任するときはどのような方式が必要か

▲

福岡久留米マンション事件〔最判平成29・12・18民集71巻
10号2546頁・判時2371号40頁・判タ1448号56頁〕

　本件マンションは福岡県久留米市に所在する。建物の竣

工は平成24年８月で、管理組合Ａは平成25年１月の創立

総会において発足し、理事９名が選任された。同年３月の理事会で初代理事

長Ｂが互選により選任された。この頃から理事会内では、管理を委任する先

の管理会社の選定問題で、理事長Ｂとその他の理事との間で意見の対立が

あった。

　平成25年８月の通常総会で５名の理事が追加選任され、同年10月に理事

長を改選するための理事会（理事数14名）を開催しようとしたところ、Ｂは

その理事会を突然理由もなく欠席した。そこで出席した理事だけで理事会が

開かれ、この理事会は、Ｂの理事長職を解任し（Ｂは普通の理事になった）、

さらに理事の中からＣを第２代の理事長に選任した。

　Ｂは、この理事長解任について無効を主張した。Ｂは、Ｃが平成26年７

月に招集した臨時総会における決議も無効であると主張した。Ｂは平成26

年10月、管理組合Ａを被告として福岡地方裁判所久留米支部へ総会決議無

効確認請求の訴えを提起した。

　１審は、理事長職の解任は総会が決めるべきだとして、理事会が互選でＢ

の理事長職の解任を決めたことを無効であるとした。Ａの控訴に対する２審

の判断も、１審と同様であった。そのためＡが上告受理の申立てをした。

　理事を組合員のうちから総会で選任し、理事の互選により

理事長を選任する旨の定めがある規約を有するマンション管

理組合においては、理事の互選により選任された理事長につき、同規約に基

事案の概要

判決要旨
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柴山　真人 柴山真人法律事務所 092-406-9436 092-406-9437
島　　晃一 島総合法律事務所 092-474-5245 092-474-5255
清水　隆人 清水隆人法律事務所 092-781-1185 092-781-0030
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髙橋健一郎 髙橋健一郎法律事務所 045-650-4670 045-650-4671
田坂　　幸 092-734-1553 092-722-1405
田中　佑一 時枝・渡邉法律事務所 093-512-5233 093-512-5277
時枝　和正 時枝・渡邉法律事務所 093-512-5233 093-512-5277
鳥居　玲子 近江法律事務所 092-714-3444 092-771-1502
中島　繁樹 中島法律事務所 092-721-4312 092-761-3976
中村　匠吾 中村匠吾法律事務所 092-737-2552 092-737-2560
中村　　仁
中村　広明 五岳法律事務所 075-212-1633 075-212-1643
中村　　宏 中村宏法律事務所 045-341-4905 045-348-9025
野上　裕貴 野上裕貴法律事務所 093-562-8863 093-562-8867
畑中　　潤 畑中潤法律事務所 093-562-3131 093-562-3132
花井　増實 万朶総合法律事務所 052-220-7061 052-220-7062
花房　博文 創価大学法科大学院 042-691-9476 042-691-8507
原田　美紀 原田・川原法律事務所 093-383-8751 093-383-8772
東　　敦子 黒崎合同法律事務所 093-642-2868 093-642-2856
廣重　純理 木﨑法律事務所 093-967-2381 093-967-2382
松坂　徹也 松坂法律事務所 092-781-6370 092-781-7662
松本　知佳 ナリッジ共同法律事務所 093-531-3515 093-531-3553
宮下　和彦 吉野・宮下法律事務所 092-751-6001 092-751-9279
村山　博俊 村山博俊法律事務所 092-741-6325 092-741-6355
安原　伸人 昭和通り法律事務所 092-713-4762 092-713-4763
山上　知裕 ひびき法律事務所 093-581-2022 093-581-8410
山本　　寛 ウィル合同法律事務所 06-6147-8705 06-6147-8706
油布　　剛 ひびき法律事務所 093-581-2022 093-581-8410
吉田　大輝 松坂法律事務所 092-771-1679 092-781-7662
吉原　　洋 福岡セントラル法律事務所 092-260-8211 092-260-8363
渡辺　晶子 ナリッジ共同法律事務所 093-531-3515 093-531-3553
渡邉　浩司 時枝・渡邉法律事務所 093-512-5233 093-512-5277
渡邊　典子 渡邊・城戸・馬場法律事務所 093-591-2022 093-591-2113
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