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本書を推薦する

　本書の初版が発刊されたのが平成27年であり、６年経って第２版が発刊さ
れることになる。それだけマンションをめぐって現場や法の動きが激しかっ
たからであろう。令和２年の円滑化法の改正で、耐震性の低いものに認めら
れていた敷地売却が外壁の剥落等により周辺に危害を生ずるおそれのある維
持困難なマンションまで拡大した。また、同年の適正化法の改正で、国がマ
ンション管理の適正化を図るための基本的な方針を策定し、地方公共団体が
管理適正化推進計画の作成、管理組合の管理計画の認定制度、管理組合に対
する管理適正化のための指導・助言等の措置を講ずることを推進しようとし
ている。建物の老い、区分所有者の老いに対する措置である。そして、新し
い判例も次々に現れている。改訂は、これに対応しようとしたものである。
　そもそもマンションは、法律によってつくられた仕組みといってよい。こ
の点が戸建て住宅と異なる。たとえば、室内をリフォームしようとしても自
由にできるわけではなく、規約により、設計図などを添えて管理組合の理事
長に届け出て、その承認をもらわなくてはならない（標準管理規約17条１項
参照）。建物の主要構造部への影響を避けるためである。また、玄関ドアを
自分の好きな色に塗り替えようとしても、当然にそれができるわけではない
（標準管理規約22条・別表２参照）。ドアが所有者の自由に取り扱える専有部分
か、区分所有者全員の共有である共用部分かで異なってくるからである。
　このように、マンションで生活するには、最低限、区分所有法の規約、専
有部分、共用部分、管理組合、理事長などの知識が必要となる。本書は、マ
ンションにおける最低限必要な情報から最先端の情報にまで及んでいる。

＊　　　　＊　　　　＊　　　　＊
　本書は、マンション実務に取り組み、マンション法に興味をもつ若手弁護
士を中心に執筆された、この領域の実務書である。執筆者は、いずれも全国
マンション問題研究会（全国Ｍ研）に属している。全国Ｍ研は、マンション
の研究団体である日本マンション学会といわば兄弟のような関係で発展して
きた。全国Ｍ研の創立者の何人かは、日本マンション学会の発起人であった。
そして現在も、全国Ｍ研のメンバーは、日本マンション学会で建築部門と双
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璧をなす法律部門の主要メンバーである。したがって、本書の執筆者は、お
そらく日本でマンション法に通じている最強集団といえるであろう。
　裁判実務に携わってみると、一般の弁護士がマンション法をあまり知らな
いことがわかる。弁護士だけでなく、実は意外に裁判官も知らないのである。
　このようなマンション法の状況で、本書は、まず裁判実務の指針となるで
あろう。のみならず、現実にマンション管理実務に携わる管理組合の理事長
や理事、管理会社の関係者、マンション管理士などの実務への指針となるで
あろう。
　本書は、Questionとそれに対するAnswerの形式で構成されている。その
内容は、マンション法に関する初歩的ないし基礎的なことから、判例や実務
によって支持され確定されていること、そして問題が発生しているが解答が
確定していないこと、さらには問題が発生していないが将来必ず発生するこ
と、までが扱われている。まだ確定した解答がない問題まで踏み込んでいる
ことが、類書にない強みであり、本書の存在価値を高めている。
　考えてみると、マンションという制度は第２次世界大戦以降に世界的に普
及してきた若い制度である。しかし、世界中で研究されているとはいえ、こ
の制度を支えるマンション法は法技術的によくわからないところが残ってい
る。
　仕組み自体、１棟の建物の部分に財産権を認めるものであり、その余の部
分が共用部分として共有と構成されている。そこで、１棟の中に複数の所有
権が共存するので、区分所有者相互の関係がどうなるかが問題となる。加え
て、わが国では、建物と土地が別の不動産となっているので、敷地もこの制
度の必須の構成部分となる。ここでも敷地所有（共有）者相互の関係も問題
となる。
　このような仕組みの中で、制度の構成部分をどうみるか、その相互の関係
への見方の違いで、具体的な事例で解答を一義的に出すのが難しくなる。
　本書で取り上げられている例を１つアトランダムにとってこれを考えてみ
よう。Ｑ５－15で、管理組合の理事会が管理組合に損害を与えるようなこと
を決めた場合、組合員１人で理事長に対して責任追及ができるかと問うてい
る。
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　ここでの執筆者の解答は、管理組合が法人化されている場合と法人化され
ていない場合とに分けて、前者では、一般社団法111条以下、278条を使って
法人の被った損害について個々の組合員から理事長の責任追及ができると
し、後者では一般社団法の適用は難しく、保存行為だとした個々の組合員の
主張を退けた判例が紹介されている（共用部分の修繕工事で理事長が不適切な
処理をした事例）。
　私は、個々の組合員が責任追及できるという執筆者の解答に結論で賛成で
あるが、それを導き出すためにいくつか基本的に考えておかなくてはならな
いことがある。
　第１は、マンションにおいて法人化された管理組合と法人化されていない
管理組合とを別々に処理するのが妥当かである。立法過程の議論から法人化
に大きなウエイトをもたすべきではないのではないか。第２は、管理組合に
団体自身の財産があるかどうかの検討が必要ではないか。区分所有者は出資
していないからである。第３は、個々の区分所有者の有している財産（所有権、
共有持分権）から理事長への損害賠償請求権を認めることができないかの検
討が必要ではないか。そのためには、マンション法を構成する所有権、共有
持分権、団体法上の権利（私見では構成員権）、そして建物と土地との関係に
つき、個々の構成要素の分析、相互の関係の位置づけの検討が必要である。
　要するに、マンション法では、個人法理と団体法理が交錯しているが、ど
こでその交錯を断ち切るかの境目がはっきりしないのである。この問題は、
借家権のような政策論では割り切ることができない。この解決のためには、
「区分所有権像」の構築が不可欠である。現在のマンション法をめぐる議論
にはそれが欠けている。
　本書では、そこここで、若い執筆者たちは未解決の具体的な問題を前にし
て法律上の結論を求めて苦慮している。Ｑ５－15の問いと解答もその１つで
ある。本書にはそうした問いと解答がいくつかみられるが、ここにマンショ
ン法理論の展開の端緒がある。本書での踏み込んだ記述が、さらに法律上の
議論を呼び、実務家も参加して、新しい法理が形成されることを期待する。
　その意味で、本書は、実務書であるとともにマンション法のエポックメイ
キングな展開書と位置づけることができる。
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＊　　　　＊　　　　＊　　　　＊
　第２版においても、社会状況の変化、法律の改正、新しい判例の出現に伴
って補充がなされている。たとえば、Ｑ10－３は、高経年化したマンション
で、分譲当時のままの状態の専有部分であるトイレやバスを共用部分である
給排水管やガス管の交換の際に修繕積立金を使って取り換えようとするもの
だが、かなりの修繕積立金のあるこれらのマンションで今後も頻繁に生じて
くることが予想され、公平性が問題となる。また、Ｑ５－17は、組合員であ
る区分所有者が管理組合の理事長に対して、組合員名簿や領収書、請求書、
契約書の閲覧請求をしているものだが、個人情報保護法の平成29年改正で管
理組合が個人情報取扱事業者となったことで微妙となり、高裁判決で会計帳
簿を裏づけるこれらの書類の閲覧を認めたことが新たな波紋を呼んでおり、
今後の動向が注目されている。
　第２版での補塡、補充によって本書がアップツーデートなものとなり、マ
ンション法の有力な指導書となったことを喜びたい。
　　令和３年11月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大学名誉教授・弁護士

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸　山　英　氣
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第２版はしがき

　本書は、『マンション紛争の上手な対処法〔第４版〕』、『わかりやすいマン
ション判例の解説〔第４版〕』（以上、いずれも民事法研究会刊）とともに、全
国マンション問題研究会（以下、「全国Ｍ研」と略します）編としての３冊目
の書籍です。まずは全国Ｍ研について紹介させていただきます。

＊　　　　＊　　　　＊　　　　＊
　全国Ｍ研は、昭和63年９月に東京弁護士会館で第１回の研究会が開催され、
それ以来33年の歴史をもつ団体です。
　第１回の研究会の出席者は約20名、うち11名が弁護士、その他の参加者は
学者、建築士、管理組合団体４名などこぢんまりとしたものでした。
　その後徐々に出席者数は増えていきましたが、組織的には恒常的な代表者
や事務局等を持たず、次期研究会開催地へ幹事持ち回り制として、以後平成
元年３月第２回京都からは、平成元年９月札幌、平成２年３月福岡、平成２
年９月大阪、平成３年３月北九州、以後平成４年10月第９回名古屋まで毎年
春と秋に２回ずつ都合９回全国で持ち回り開催されましたが、その後は全国
Ｍ研が母体となって設立された日本マンション学会（以下、「学会」といいます）
内の法律実務研究会となり、いったんは発展的に解消されました。
  このような全国Ｍ研でしたが、全国各地の都市部で自立的に成長した管理
組合団体から継続的に相談を受けるようになった弁護士が、各地でそれぞれ
研究会や弁護団をつくって区分所有法固有の困難な問題を討議する中で、全
国的な意見交換の必要性が痛感されて設立されるに至ったものといえます。
　したがって、徐々に弁護士および管理組合団体のみならず他の参加者も増
えていったとはいえ、本来的に管理組合を依頼者とする弁護士の弁護団会議
としての性格が濃厚であり、内容的にも現在進行形の具体個別事件における
訴訟技術論が議論のかなりの割合を占めていました。他方でこの全国Ｍ研の
日程と相前後して、全国マンション管理組合連合会（全管連）代表者会議も
開催されるようになって、より一層連携関係が深まっていきました。
  学会法律実務研究会は広島で平成５年６月第１回目が開催され、平成９年
10月北九州まで５回開催されましたが、内容的には旧来の全国Ｍ研と同じで、
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具体個別事件における訴訟技術論が中心でした。しかし、学会の下部組織と
しての位置づけから、管理組合とは利害相反する関係者の参加や発言がみら
れるようになり、参加弁護士から守秘義務との抵触、利敵行為になりかねな
いとの意見が出され、学会の下部組織として継続することは困難となりまし
た。そこで、平成10年10月、熊本で復活後第１回目の全国Ｍ研が開催され、
以後令和元年の大阪大会まで毎年秋に開催されてきました。しかし、令和２
年秋の愛媛大会の予定が新型コロナウイルス感染症の拡大で延期され、令和
３年も延期となり今日に至っていますが、令和４年の秋には何とか再開でき
ることを願っているところです。

＊　　　　＊　　　　＊　　　　＊
　さて、本書自体については、平成17年３月に株式会社ぎょうせいから出版
した『Ｑ＆Ａマンション法ハンドブック――トラブルから学ぶ管理のコツ』
（以下、「旧ハンドブック」といいます）という書籍を叩き台として、全面的に
書き改めたものです。
  旧ハンドブックは、私と北九州の弁護士仲間たち（小倉知子、畑中潤、渡辺
晶子、時枝和正）とで執筆し、資料の引用のみならず、原稿の全般にわたっ
て国のマンション行政の窓口である財団法人マンション管理センターに編集
協力をいただいてできあがった書籍でした。当時、同センターの坂田隆史専
務理事をはじめ多くの方々に丸１日がかりで最終校正段階のチェックをして
いただいたことが特に記憶に残っています。
　そもそも旧ハンドブックは、当時すでに絶版になっていた折田泰宏弁護士
の『マンションの法律100章』（鹿島出版会、平成元年３月）の後継本をつくっ
てみたいとの想いで作った書籍でした。折田100章はコンパクトでマンショ
ン相談の現場で使い勝手のよい書籍でしたが、旧ハンドブックも使い勝手の
よさをめざしました。幸いにして好評をいただき重版いたしましたが、さす
がに10年も過ぎると判例の集積も著しく、時代遅れとなってしまいました。
　民事法研究会から平成27年10月に出版した本書旧版は、全国Ｍ研に所属す
る若手を中心に全国各地の弁護士で執筆を分担し出版しました。
　あれから早いもので６年が経過し、さらに新しい判例が集積するとともに、
新型コロナウイルス感染症拡大という想定しなかった事象などへもマンショ
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ンは対応を迫られ、民事法研究会から改訂を督促されました。しかし、私個
人的には気力が衰え、前向きな返事ができなかったのですが、幸いなことに
小倉知子弁護士を中心に皆ががんばってくれたおかげで、ようやく改訂作業
の完成をみるに至ったのです。

＊　　　　＊　　　　＊　　　　＊
　なお本書の内容・見解については、各設問ごとに明記した執筆者のもので
あり、全国Ｍ研としての統一的な見解を明らかにしたものではありませんの
でご了承ください。
　また、本書の中で『わかりやすいマンション判例の解説〔第４版〕』（略語「わ
かりやすい」）をしばしば引用していますが、同書は全国Ｍ研の有志による共
同討議と合宿を経て作成したものです。実務的に参考となる判例をコンパク
トにまとめて解説していますので、あわせて参考にしていただければと思い
ます。
　　令和３年11月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　執筆者を代表して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山　上　知　裕
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　マンションの歴史について教えてください

●マンションとは

　ひと言でマンションといっても、賃貸マンションや分譲マンションという
言葉にみられるように、その時々で必ずしも定義は一致しません。辞書を引
くと「中・高層の集合住宅。多く、分譲形式のものをいう」（大辞林）とさ
れており、これが一般的な用法といえるかもしれません。ここでは、マンショ
ンは「中高層の分譲型共同住宅」と定義します。「大邸宅」を意味する英語
の「mansion」が語源となっているのは、日本のディベロッパーが、高級志
向の集合住宅を販売する際のイメージ戦略のために用いたことが由来ともい
われています。

●マンション法制定以前

　マンション建設に欠かせない技術である鉄筋コンクリート造（RC造）で
すが、これが初めて中高層の共同住宅に用いられたのは、大正５年に三菱鉱
業の鉱員社宅として建てられた長崎県端島（軍艦島）の30号棟です。その後、
大正14年に建設されたお茶の水文化アパートがわが国で最初の本格的な中高
層の共同住宅です。
　関東大震災の義援金により内務省によって設立された財団法人同潤会によ
り、震災後の住宅供給を目的に、大正15年以降、いくつものRC造のアパー
トが供給されています。戦後、同潤会アパートが居住者に払い下げられ、分
譲型の共同住宅になりました。
　当初は公営の共同住宅が中心でしたが、昭和30年、生命保険会社によって、
社員向けに、民間で初めての分譲マンションが神奈川県川崎市に建築されま
した。翌31年には、民間で初めての一般個人向け分譲マンションとして「四
谷コーポラス」が建築されました。

QQuestion  １－１uestion  １－１

Answer



Ｑ１－１　マンションの歴史について教えてください

3

　当時のマンション供給量は5000戸程度であったともいわれていますが、マ
ンションに関する規定は棟割長屋を前提とした旧民法208条しかなく、法的
規制が不十分であったことから、昭和37年、マンション法が制定されました。
これによりマンションに関する法律上の位置づけが明確となり、あわせて登
記制度も整備されたことによって、住宅ローンを利用した購入も可能になり
ました。

●マンション法制定後

　昭和38年～ 39年頃、東京オリンピック景気が刺激となり、最初のマンショ
ンブームが起きました（第１次マンションブーム）。当時のマンションは富裕
層を対象としていて、高級住宅としてイメージづけられていました。昭和43
年～ 44年には、住宅ローン付きのマンションも供給され始め、いざなぎ景
気を迎えたこともあり、第２次マンションブームが起こりました。昭和43年
当時、約5.3万戸だったマンションは、以降、おおむね年間５万戸を超えるペー
スで新規供給されていきます。
　昭和45年に住宅金融公庫（当時）が分譲マンションに対する融資を始めた
こともあり、「列島改造論」による不動産ブームに乗って、昭和47年には第
３次マンションブームが起き、マンションの大衆化が進みました。昭和52年
～ 54年には、第４次マンションブームが起きました。
　マンションの供給が進むにつれ、住民間での利用をめぐる問題、日照権を
めぐる問題、欠陥マンション問題など、マンションをめぐる紛争も多様化し
ていきました。その結果、昭和57年には、標準規約が策定され、翌58年には
マンション法が改正されました。

●マンションの多様化

　昭和61年からは、バブル経済に乗り、第５次マンションブームが到来しま
す。バブル経済を象徴する超高額物件が供給される一方、この頃からマンショ
ン設備の質的向上がみられるようになり、投資用のリースマンションや大都
市近郊の温泉地、海浜地、スキー場などにリゾートマンションが建築される
など、新しい形態のマンションも登場し始めました。バブル経済崩壊後、し
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ばらくマンションの供給量が急激に落ち込みましたが、平成７年以降は、都
心部の地価下落や住宅ローン金利の低下などにより都心回帰現象がみられ、
第６次マンションブームが起きました。
　その後、おおむね、毎年18万戸以上のマンションが新たに供給されていま
したが、平成20年に起こったリーマンショックをきっかけに、供給量が急激
に落ち込み、平成22年以降の年間供給量は10万戸前後で推移しています。令
和２年末時点でのマンションストック戸数は約675.3万戸で、都市住宅とし
てなくてはならない重要な役割を担っています。
　近年では、都心の超高層タワーマンション、ペット可能物件、高齢者向け
住宅など、生活様式の多様化にあわせて、マンションの設備やサービスなど
も多様化してきています。他方で、居住者の高齢化、空き住戸の増加などに
よる管理不全の問題や、建物の老朽化などの問題、民泊の問題等も指摘され
ています。

〔難波泰明〕
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　管理組合の理事長とマンション法上の管理者とはどう違うのですか

●マンションの管理制度の歴史と沿革

　現在のマンション法には、法人化されていない管理組合について、管理組
合、理事会、理事長などの規定は全くありません。あるのは、管理者の規定

（マンション法25条から29条）だけです。では、なぜマンション法には管理組
合や理事長などの規定がないのでしょうか。
　元々管理組合制度は、アメリカ（ないしフランス）、管理者制度はドイツ（な

いしフランス）に沿革があり、両制度は全く別の制度でした。昭和37年にわ
が国最初のマンション法が制定された当時に新制度を導入するにあたり、管
理者制度を選択したのです。つまり、管理組合を組織できない区分所有者の
団体も対象にすることから、専門的な能力を有する者（職業的専門家、管理

会社など）に管理を委ねる必要があり、そのためにわが国では管理者制度が
選択されたのです。
　しかし、その後実際にマンションが分譲されてみると、予想に反してアメ
リカ方式の管理組合制度のほうが定着していったのです。そこで、昭和58年
改正の際には管理組合を法的にも認知することが課題になりましたが、残念
ながら管理組合を正式に認知するという課題は今ひとつ明確ではなく、平成
14年改正でも同様でした。そのため、管理組合、理事会、理事長などは、規
約上の制度のままで、マンション法上の制度とはなっていないのです。

●管理者と理事長

　管理者とは、共用部分や建物の敷地および附属施設を管理するために集会
の決議により選任された者のことをいいます。管理者の業務は、①共用部分、
建物敷地、附属建物の保存、②集会決議の実行、③規約で定めた行為をする
ことです（マンション法25条１項、26条１項）。

QQuestion  ５－１uestion  ５－１

Answer
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　管理者には、損害保険契約に基づく保険金額や共用部分などについて生
じた損害賠償金などの請求や受領について区分所有者を代理する権利（マン

ション法26条２項）や、区分所有者のために訴訟を追行する権利（同条４項）

があります。また、集会は少なくとも年に１回、管理者が招集しなければな
りません（同法34条１項・２項）。
　これに対して、理事長は、管理組合の代表者として管理組合の業務全般を
執行する者のことをいいます（標準規約38条１項）。

●管理者と理事長の違い

　それでは、管理者と理事長はどう違うのでしょうか。まず、選任および解
任の手続が違います。理事長は、理事会の決議によって選任および解任され
ますが（標準規約35条３項）、管理者は集会の決議で選任および解任されます

（マンション法25条１項）。選任される資格も、理事長は区分所有者（組合員）

に限定されていますが（標準規約35条２項、Ｑ５－６参照）、管理者は区分所
有者に限定されていませんし、また法人（管理会社など）でもかまいません。
管理者については、管理者に不正な行為その他職務を行うに適しない事情が
あるときは、区分所有者が単独で裁判所に管理者の解任を請求することもで
きます（マンション法25条２項）。なお、区分所有者の１人が管理者解任請求
訴訟を提起して勝訴した場合における弁護士報酬等の費用について、他の区
分所有者に対し、事務管理に基づく有益費の償還請求として、分担を求める
ことができるかが争われた事案において、これを否定した裁判例があります

（東京高判平成29・４・19判タ1451号93頁・わかりやすい�）。
　さらに、管理者には、前述のとおり、区分所有者を代理する権利（マンショ

ン法26条２項）や区分所有者のために訴訟を追行する権利（同条４項）があり
ますが、理事長にはこのような権限はありません。
　両者にはこのような違いはありますが、多くのマンションでは、規約上に
理事長を「法に定める管理者とする」（標準規約38条２項）といった規定があ
りますので、管理組合のあるマンションであれば、理事長はイコール管理者
と理解してかまいません。また、特に規約上に定めがなくても、理事長はマ
ンション法上の管理者と考えられています（東京地判平成２・５・31判タ748
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号159頁・わかりやすい�）。

●管理者の解任が認められた事例

　区分所有者が、管理者（理事長）にマンション法25条２項に定める不正な
行為があったとして裁判所に管理者の解任を請求した事案について、東京高
判平成25・７・10判例集未登載は、管理者があらかじめ総会の決議を受ける
ことなく自らの役員報酬30万円を不正に支出したこと、本来管理者個人が負
担すべきこの裁判の弁護士費用100万円を管理組合に支出させたことなどを
理由に管理者の解任を認めました。

〔時枝和正・田中佑一〕
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