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	 2012年 5月 26日（土）～27日（日）「日本マン
ション学会 2012北海道大会」を開催しました。当
日は天候にも恵まれ、200名を超える参加者があり
ました。 
	 本大会では、①メインシンポジウム「被災マンシ

ョン復興支援のための法制度改革を巡って」：26日
午後、②分科会(10 テーマ)：26 日午前および 27
日午前、③懇親会：26日夕刻、④見学会：27日午
後、を実施しました。 
	 特に、メインシンポジウムは東日本大震災から１

年が経過し、被災マンションの復興支援に関する法

制度改革を中心に議論されました。 
	 また、特徴的な分科会としては第 10分科会の「実
務・管理報告」において、実務・管理の実績および

提案事例などが報告されました。 
	 一方、見学会では、エネルギーの自給を目指した

コージェネレーションシステム・排熱利用の集中給 
 
 
 
 
 
 
	 当学会では、震災特別研究委員会を組織して、東

日本大震災における被災マンションの復旧・復興に

向けた課題を検討してきました。その成果を踏まえ

た政策提言がまとまりました。 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

湯システム、集中ゴミ処理システムを導入したマン

ションとともに、北海道ならではのマンションにお

ける外断熱改修の現場を見学しました。	 

	 全般を通じ、多くの問題を抱えるマンションの運

営管理に対し、有益な議論と知識の共有が図られま

した。 
	 皆様のご協力、ご支援に感謝申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
マンションが多い大都市での震災に備えるため

にも、緊急に取り組むべき内容です。各方面で参考

にしていただければ幸いです。 
（学会ホームページよりダウンロードできます） 
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	 マンション学会北海道大会メインシンポジウム

「被災マンション復興支援のための法制度改革を

巡って」が 5月 26日に開催されました。	 
	 前半は、震災特別研究委員会から、①マンション

解体・処分に関する法整備、②マンション再建支援

のための行政対応、③地震保険法改正、④マンショ

ン防災対応の各テーマについて、担当委員より 終

報告がなされました。これらの内容については、マ

ンション学 42号に、さらに、同委員会の研究成果
である、「被災マンションの復旧・復興に向けた政

策提言」については、マンション学会ホームページ

に掲載されています。合わせてご覧下さい。	 

	 後半は、このうち 大の問題である①マンション

解体・処分に関する法整備に絞り、フロアからの発

言も含めて、活発な議論が展開されました。以下で

は、この議論の概要を報告します。	 

…………………………………………………………	 

	 

	 ■コーディネーター：折田泰宏（本学会震災	 

	 	 特別研究委員会委員長・弁護士）	 

	 ■パネラー：小林秀樹（本学会会長・千葉大	 

	 	 学大学院教授）、鎌野邦樹（早稲田大学法	 

	 	 科大学院教授）、長谷川洋（国土交通省国	 

	 	 土技術政策総合研究所）	 

	 

	 

	 小林：マンションの解消制度（区分所有関係の解

消）についての試案についてご紹介します。一個人

の研究者としての発言です。	  
	 私の意見は被災マンションに限らず、老朽マンシ

ョンについても多数決による解消制度というもの

を早急に検討したらどうかというものです。老朽マ

ンションについては特にそうですが、リゾートマン

ション、あるいは既存不適格マンション、さらに郊

外にあるマンションは、実質的には建替えが不可能

に近い状態です。被災マンションとか仙台に限らず、

全国にこれからたくさん生じる可能性があります。

そうするとマンションの 後のあり方として、やは

り出来るだけ長持ちさせた後は、多数決によって解

消できるという制度を作っておく必要があるだろ

う。そうすると区分所有者の皆さんも、マンション

の購入から、マンションを長持ちさせる維持・管理、

あとは多数決で解消させるという、一生の道筋が描

けることができ、そうすると安心が高まるのではな

いかという主旨です。 

 
 
 
 
	 ただし、この老朽マンションを含む多数決制度に

は、確かに異論があります。まず一番大きいのが、

「老朽度が進んだ場合に多数決を認める」というと

きの「老朽度が進んだ場合」というのは客観的条件

と言いますが、この客観的条件を付けるかどうかと

いうこと。付けるとしたら、どのように付けること

が出来るのかということです。すなわち、何でもか

んでも多数決でというのでは無く、非常に老朽度が

進むとか、破損度が進んだ場合に多数決を認めたら

どうかという提案があります。しかし私の個人的意

見としては、老朽化した場合にそのような客観的条

件を定めるというのは、実は非常に困難だと思って

います。老朽度を客観的な基準で規定して、この基

準を超えたら多数決ができ、この基準を超えなかっ

たら多数決が出来ないというのは、極めてトラブル

のもとになると考えております。その結果、私の提

言（マンション学第 42 号 41 ページ参照）では、
基本的にそのような条件を定めず、５分の４の多数

決で解消ができる。ただし、解消の場合には、建替

え後のマンションに居住できる、あるいは抵当権を

建替え後のマンションに移し替える、そういうこと

はできませんので、客観的要件を無くす代わりに、

反対者の保護、抵当権の保護について 大限配慮す

るということが構成のテーマになります。 
	 折田：老朽度まで含めるかどうかという議論の前

に、被災マンションの場合も含めて、多数決による

解消、あるいは解体という制度が必要かどうか、ま

たは被災マンションに特定するのか、ここに焦点を

当ててディスカッションを行っていきたいと思い

ます。今回の解消制度の議論は、アメリカの法律の

紹介が一つのきっかけになっています。アメリカ法

の状況を花房先生よりご説明頂きたいと思います。	 

	 花房博文（創価大学法科大学院教授）：コンドミ

ニアムの規定では 80％で多数決解消ができるとい
う規定がありますので、この規定に端を発して、終

焉の選択肢として解消ができるのではないかとい

うことが問題になりました。しかしながら、実際に

は、それが適用されたことがほとんど無いという状

況です。	 

	 決定的に我が国と比較して違うところは、アメリ

カのコンドミニアムの場合は、土地と建物が別々の

不動産という取扱いになりませんので、団体は建物

が壊れても、そのまま団体の統一性を持って解消し、

また建て替えていくという形になってきます。その

根本が違いますので、アメリカではその解消合意が

北海道大会 メインシンポジウム・パネルディスカッション 
｢マンション解体・処分に関する法整備試案を巡って」の概要 
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なされたあと、共有関係になるのですが、従前の権

限をそのまま保有した状態の共有関係という非常

に特殊な共有関係になり、建替えを推進していく管

理組合は受託者の地位になります。 
	 では本当に、多数決同意だけで解消していくのか。

ある論文によると、コンドミニアムの解消手続きに

は３つの要素が求められるそうです。①建物自体が

経済的価値を持たなくなった場合、②管理団体が経

済的破綻をしてしまって管理行為が出来なくなっ

た場合、③周辺地域が劣悪になってきて、そこに住

んでいることが問題になってきた場合。これらの場

合に、解消の手続きが意味を持つと説明されていま

す。しかしながら、その論文の結論部分にあります

が、多数決の割合は問題にならない、結局のところ

多数決を８割にしようが、４分の３にしようが、

終的には担保権者や用益権者が承諾をしない限り

においては、それが実現できなくて、非常に高いハ

ードルになっているという現実があります。 
	 このように、アメリカは多数決で解消ができる規

定はあるのですが、実際の運用を見ますとなかなか

簡単な話ではありません。 
	 折田：アメリカ法の詳細な説明は今回が初めてだ

と思います。非常に貴重な報告になりました。アメ

リカでは、端的にいかなる理由があろうと、多数決

で解消処分が出来ると伝えられてきたことが、必ず

しもそうではないということがこれで分かります。	 

	 松澤陽明（本学会東北支部・弁護士）：マンショ

ンが老朽化しようと災害であろうと、マンションを

解消するときに、それを所有者の意思に委ねること

が果たして妥当なのかということを、考えなければ

ならないと思っています。	 

	 行政というのは、建物が老朽化していけば、所有

者の人達が一生懸命建替えをするようにしてくだ

さいと、全て所有者の責任に投げるわけです。果た

してそういうことを投げさせて良いのか。	 

	 災害で危険になる、老朽化して危険になる、危険

になった建物については本来的には、行政の責任と

して、建築基準法に基づいて措置命令を出すという

ことも出来ます。でも現実の世の中を見れば、措置

命令を出して建物を取り壊させるということは、耐

震偽装事件の時くらいなもので、なかなかそのよう

な強権は発動しないわけです。強権は発動しない代

わりに円滑化法のように、勧告をした上で援助しま

す、補助を出しますということで何とか落ち着かせ

ようという形になっています。	 

	 でも、それで本当に良いのだろうか。災害で本当

に危険になった時には、災害救助法なり、工費で解

体するといったことを行政が行います。老朽化の場

合は、老朽化したのは管理が悪いからだと決めつけ

て、全てを区分所有者に押しつけて良いのだろうか。	 

	 多数決でなければ何も出来ないというような建

物を政策として進めて、マンションという制度をつ

くったことに行政も多少は後ろめたさを感じて、

「少し補助を出すから何とか建て替えてください」

と勧告するだけではなく、管理が出来なくなってし

まったマンションに関して、何らかの形で買い取り

をする、行政自身がマンションの後始末する制度を

設ける必要があると考えます。	 

	 折田：必要性論に対してはいろいろ議論がありま

す。少し、私の意見を述べさせて頂きますと、被災

マンションについては解消制度の導入は必要だと

考えていますが、老朽化までは必要ないという意見

を持っています。先ほど、いろいろな必要な場合を

あげられていましたけれども、基本的に財産権を奪

うということですので、極力、選定については絞る

必要があります。老朽化の場合は、客観的な要件は

適用されにくいということで、老朽化は避けるべき

ではないか。	 

	 そして、松澤先生がおっしゃったように、スラム

化が進んでいった場合には、区分所有者の意思・決

断ではなく、社会的に危険な状態になるため、行政

的な措置で対応するべきではないかと考えていま

す。先ほどのアメリカの例でもありましたが、実際

に管理がなされない状況で老朽化していった場合

に、はたして解消制度をつくったとしても、区分所

有者が集まって解消決議をする能力を持っている

かどうかは大きな疑問です。また、実際に多額の解

体費用を出せるかというと、まず無理だと思います。

しかも、そういう場所については、仮に更地にした

としても買い手がいるのかどうか。	 

	 解消制度を作った場合に、老朽化の場合に同意さ

れるのかというと、現実的に厳しいのではないかと

思います。	 

	 松本恭治（地域再生研究所）：老朽化しているマ

ンションを見ると管理組合運営が破綻しているケ

ースが非常に多く、そうすると修繕積立金や管理費

も集められなくなって、電気が止まったり、受水槽

が止まって便所が使えなくなったりなどで、人がい

なくなるということは具体的にあるわけです。そう

いう所に今日の老朽化したマンションの解散手続

きをやってくれと頼んだところで、管理組合がもと

もと崩壊しているわけですから、管理組合を結成す

ること自体がまず問題になってしまいますし、管理

組合を結成する努力ができるくらいなら、マンショ

ンの再生さえできてしまうということです。	 

	 それから、本当の老朽化マンションというのは、

修繕積立金の記録も無くなってしまいます。それで、

滞納記録が無いとマンションの再生は不可能にな
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ります。滞納者をほったらかしにしておいてマンシ

ョンの再生が出来るかということになりまして、大

体、再生する時に一番つまづくのは修繕積立金の未

納の問題になります。	 

	 全国にマンション学会の会員がいらっしゃるか

ら、具体的な老朽マンションの事例を外側からこっ

そりと当てはめて、具体的なイメージで議論しない

とまずいと思います。	 

	 小林：「完全に管理組合が崩壊した時には解消決

議が出来ない」という今のお話しは、その通りだと

思います。しかし、今検討しているのは、そうなる

前の段階で、 終的に管理組合が崩壊する以前に自

助努力で解決する。その手段を少なくとも選択肢と

してはとっておこうという議論だと思います。	 

	 実際に、九州のマンションですが、一部の強硬な

反対で建替えが出来ず、結局、いまゴーストマンシ

ョンというのがあります。もし解消制度があれば、

その前におそらく一括売却が出来ていたと予想さ

れます。実際は分かりませんけど。ですから、実際

には完全なスラム化を防ぐ、ないし管理組合の崩壊

を防ぐという前段階のお話しです。	 

	 それでもダメであれば、 後は皆さんがおっしゃ

られる様に、行政の様々な対応が必要だと思います。

しかし、自助努力で解決する手段が無いと、行政対

応というのは、その税金は誰が出しているかという

と、それはマンション住民だけではなく、一戸建て

の住民も出しているわけです。ですから、行政対応

の合意を取るというのは非常に大変なことで、出来

るだけ努力しましたということがあって初めて行

政対応が可能になるのだという風に思います。	 

	 長谷川：自助努力で何も出来なくなった段階で行

政が出てくるのは当然だと思います。それこそ、住

宅地区改良事業をかけるだとか、いわゆる再開発の

密集事業のようなものをかける。あるいは 近では、

空き家の問題に対して、解体の強制代執行ができる

ような条例をつくりはじめている地方自治体も増

えてきています。さらに国の方でも、建築基準法

10 条のもとでの解体だとか改善の命令が、事実上
今機能しておりません。機能してない理由はよく分

かっているのですが、そこを機能させる為の取り組

みの検討もいま始めているところです。	 

	 このように、政策予防的な観点がものすごく大事

になってきます。	 

	 吉田邦彦（北海道大学法学部教授）：自助努力と

言われましたが、やはり私としては違和感を感じま

して松澤弁護士さんの意見に惹かれるところがあ

ります。もともとの発端は、仙台の場合にこういう

制度要請が出てきたと、折田さんが言われたように、

被災マンションというコンテクストのもとで、しか

も公費解体というような制度的バックアップのも

ので、どうも全員合意では要件がうるさいので、そ

れを何とか緩和するというのが実際的な要請です。	 

	 さらに、それを飛び越えて、より一般的なかたち

で制度作りをされようと。自助努力と言われますが、

これは日本のようにそもそも住宅問題について、公

的支援が弱いところで、住宅市場任せで開発を委ね

るという場合に、被災マンションさらには老朽化マ

ンションで何のために解体費用を出すのかという

ことになります。	 

	 午前の萩原さんの貴重な報告を伺っていて、神戸

ではどうして建替えの方が進んでいて、仙台では進

まなかったのかという背景分析が大事だと思いま

す。今回の震災では被災マンションは建替えに進ま

なかったから二重ローン問題が出なかったという

ことだと思うのです。そういう場合に今求められて

いるのは、出来るだけ被災者の負担が軽くなるよう

にすることです。被災者の公費解体的な公的な支援、

バックアップをどうしていくのか。	 

	 そしてもし、被災マンションより一般的な老朽化

マンション解消手続きの検討をされるのでしたら、

公費投入をワンセットで行う必要があると思いま

す。アメリカでは解消制度がありますと言われても、

先ほどのご紹介のように、それは現実的にはあまり

使われないわけです。一応解消制度という見取り図

があっても、きっとその通りには進まない。何らか

の形で公的支援、居住福祉的な公的な支援をしてい

かないと、本当の意味での老朽化マンションの更新

というのは出来ないのではないか。こういうところ

で違和感を感じています。	 

	 小林：皆さんに是非お考え頂きたいことのですが、

建替え制度がありますね。いま吉田先生がおっしゃ

ったように建替え制度には支援があります。建設費

で言うと２割くらい出ます。今ある全体の制度はど

うなっているかというと、マンションについては

後は建替えてくだい、という制度だけがあって、そ

れ以外は何もなく、そして 後はスラム化した場合

はスラム改良法で対応すると、そういう仕組みにな

っています。それに対して、それでいいのかという

のが、老朽マンションに対する議論だと思います。

後に建て替えるか解消するかという選択肢を設

けても良いのではないかと、当然解消する場合は公

的補助とセットになり、そういう解消区分になると

思います。	 

	 いずれにせよ、建替えが出来るマンションがどれ

くらいあると思いますか。私たちの試算では、実際

に建替えが出来るというのは、容積が３倍かつ土地

の値段が 80万を越える地域にほぼ限定されると考
えてもよいくらいです。それ以外の地域では経済的
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負担が大きすぎて、建替えにいくら決議要件を緩和

しても経済的に無理だというのが、一応私たちが考

えている結論です。そうすると、そういうマンショ

ンが圧倒的に多いので、それに対して解消制度とい

うのをやはり検討していくべきではないかと考え

るわけです。	 

	 萩原孝次（宮城県マンション管理士会会長）：い

ろいろな制度を考える時に、小林先生からもお話し

がありましたように、税金の投入のお話しが必ず出

てきます。確かに税金は公のお金ですから、戸建て

の方も負担しているし、だから、よほどの理由が無

いと出せませんというのは、ごもっともなお話しで

す。ところが実は制度の中で切り離して外されてい

るのがマンションだということも、同時にきちんと

ご理解頂きたいと思います。	 

	 本来的に戸建ても税金を払っているのだから、マ

ンションだけは優遇できないというのは、大変その

通りなんですが、逆に現行の制度の中では、同じよ

うに税金を払っているのだけれども、マンションは

ほとんど還元率という観点からみると冷遇されて

いるという実態。これは固定資産税の計算の方法か

ら還元率の話しまで、言えばきりがない話が山ほど

あります。	 

＊	 

	 折田：もう一つの論点で議論を進めていきたいと

思います。団地の問題です。被災マンションの適用

をしようとした場合に、団地についての規定はまっ

たく置かれていない。今回の東日本大震災では被災

マンションの適用は無かったわけですれども、今後

発生する可能性がある大地震があった場合、被災マ

ンション法は団地については適用がない、機能しな

いという状況になっています。それを前提にして、

今回の解体、解消の制度で団地をどのように取り入

れるか、敷地を処分するということになれば不動産

登記上の問題が障壁としてあるわけです。	 

	 その辺の指摘を今回のマンション学の論文（マン

ション学第 42 号 49 ページ）で指摘をしている松
岡さんからお願いしたいと思います。	 

	 松岡直武（土地家屋調査士）：単独棟のマンショ

ンであるよりも、団地型マンションの内の１棟、あ

るいは数棟が解消となる場合について、より課題が

多いと感じています。段階的に棟数が減少したり、

あるいは増加していく場合には、従前の団地関係を

一端、解消して新しい団地が誕生するものとして取

り扱われていると考えます。	 

	 団地の数棟が解消する場合、敷地持分の割合の再

配分の問題とか、あるいは団地共用部分にあたる規

定をはじめ、それまでの管理規約によって定めた管

理規約の有効性あるいは継続性が検討される必要

があるし、さらには団地全体で積み上げている修繕

積立金とか積立基金の分配についても検討される

必要性があるのではないかと思います。	 

	 一団の共有土地の内、当該解消棟の直下の部分、

あるいは当該建物を区分所有者が有していた土地

所有持分に該当する部分を分割した上で売却する

場合には、建築基準法により一団地の総合設計制度

あるいは連単建築物設計制度の対象とされている

建物群の一部の棟である場合は、建築基準法等の各

種関連法令での対応が必要なのではないかと思い

ます。	 

	 また分筆の手続きを経て、共有する土地を残存棟

の区分所有者グループの共有する部分と、解消する

旧区分所有者グループの共有することとなる土地

に分ける必要があるわけですが、この場合の共有物

分割の登記実務においては、そのほとんどの場面に

おいて、土地を共有する区分所有者全員はもとより、

担保権者の全員が参加した、とても煩雑なものにな

るのではないかと考えられます。	 

	 実際には不在区分所有者、地主さんの問題とか、

あるいは抵当権者の問題、相続の発生、登記添付書

面の取り付け、印鑑証明の取り付け等、想像以上に

複雑な手続きが必要になります。そういった手続き

は現法の手続法令のままでは実務上可能かどうな

のかといったことは、とても疑問に思います。	 

	 折田：単純化して考えて頂きたいのは、例えば被

災マンションの適用の場合は全部滅失の場合適用

されるのですが、そうすると団地の中で、１棟が全

部滅失した、そうするとその棟について被災マンシ

ョン法で行けば、今規定は無いのですけれど、そこ

で建替えがもし出来るとすれば、どういうことが問

題になるのか。というのは団地の場合は、典型的な

団地は敷地を全員が共有しています。つまり全部滅

失した建物の区分所有者だけが持っているのでは

なく、団地全体の敷地をみんなで共有している訳で

す。その共有された状態のところに、もし建て替え

るとすれば、単棟の場合ですと、その敷地の共有持

分権者の多数決で建替えができるというのが被災

マンション法です。ところが、団地になってくると、

一体、誰の議決権行使なのか、全体で全部の団地の

区分所有者が持っていた権利なのか、その辺が曖昧

になってくるわけです。たぶん、そういう問題もあ

って、団地の問題は被災マンション法から外したと

思うのです。	 

	 これも割り切って考えれば、確かにその敷地は対

象建物の所有者以外の権利も入っていますけれど

も、その人達を外しておいて、共有持分ではなくて、

敷地利用権という概念をもしうまく使えば、敷地利

用権を議決権として数えてやれば、その敷地、その
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対象土地だけの敷地利用権を持っている人たちの

多数決で、建替えというものが、再建というものが

出来るのではないかと思われます。そういう風な敷

地利用権という概念をうまく活せないかどうかと

いうことがあるわけです。	 

	 さらに今度は解体処分となっていくと、もっと難

しい問題は、そこに建物があるわけですが、解体し

て売るというわけですが、当然購入する側も、そこ

が綺麗に分筆されて、なおかつ、そこの所有権を全

て自分のほうにもらえると、普通は思いますよね。

そうでないと手を出さないと思います。そうすると、

その敷地の中には、建物の所有者の持分だけではな

く、団地全体の区分所有者の持分も入っていますか

ら、その売買は団地全体の区分所有者から買うとい

うことになるのですが、実は、他の土地、対象土地

以外のところにも共有持ち分は残っていますから、

これをどうするのかという話になります。その分は

逆に団地の区分所有者の方に買い取ってもらう必

要がある。そういう交換分合の手続きが必要になる

ということです。果たして、そういうことは可能か

どうか、やるとしたとしても団地全体の区分所有者

を巻き込んでやらないと解決しないという問題が

あります。	 

	 それをどうするかということで今、議論している

訳ですが、これについて一つは、区画整理とか、あ

るいは再開発という考え方で一端土地を全部一つ

にしてしまって、改めて線引きをして、所有権者を

そこで明確に決めるという、そういう手続きは出来

ないだろうかというのが、長谷川さんの論文（マン

ション学第 42 号 30 ページ）に書かれているとこ
ろです。	 

	 私としては、先ほどの敷地利用権というものを、

権利としてもう少し活かして考えることができな

いかと思っています。仮に第三者にその土地を売る

場合でも、それは共有持ち分のものにしてもらって、

権利としては敷地利用権だけを権利として得られ

る。敷地利用権を使って、その土地に、土地は共有

持ち分でしかないけれども、そこに、その土地を利

用して、建物を建築できる。このように処分するこ

とは出来ないかということです。	 

	 鎌野：被災マンション法では、団地の再建につい

て特に規定はないということで、全員合意の世界に

入っていくということですが、これはある意味では

立法上やむを得なかったと言えます。別に何かの考

慮があってそのようになった訳ではありません。	 

	 被災マンション法は 1995年阪神淡路大震災の後
にできました。いわゆる団地規定ということで、一

括建替え、棟別建替えという 69条、70条が入った
のが 2002 年の区分所有法の改正です。ですから、

そういう意味で被災マンション法で団地の再建に

ついて何ら手当がなされていないというのは立法

的な経緯から言いますと当たり前だと思います。	 

	 ですけれども、今回マンション学会が全部滅失の

場合にも、大規模一部滅失の場合にも、この団地の

場合はどうするのかというのは、たぶん一番大きな、

なおかつ重要な問題、またこれ無しには解消という

制度もなかなか上手くいかないだろうと思います。	 

	 そこで２点申し上げたいのですが、一つは、そも

そも、（一部の棟が全部滅失した）団地の場合には

（再建が）全員合意になるのか、共有物分割が出来

ないのか。一般的な共有というのは、いわゆる分割

請求権ということで誰からでも全ての共有者に対

して分割しろという請求をすることができます。で

はなぜ団地の場合は出来ないのかと言うと、敷地を

団地の建物所有者全員で共有している。建物管理の

ために敷地の分割請求ができない、自分の持分の千

分の一の土地の共有持分だけ欲しいというのを、そ

の持分の区分所有者が請求するということは実際

上、あるいは法制上も難しいかと思われます。あく

までも管理の為に区分所有法ではそういうこと（分

割請求ができないこと）を設けているわけです。	 

	 そうすると、ある棟が被災マンション法によって

再建する。あるいは解消するといった時に、実際の

管理が不能になっている訳ですから、建物管理のた

めという前提を欠くわけです。そういった意味では

全然、全員一致というわけではなく、棟に関して分

割請求、それに準じた制度がどうしても必要になっ

てくるわけです。	 

	 折田先生のご提案というのも、なるほどと思いま

した。ただこの場合に一方で考えなくてはならない

のが、敷地利用権ということで、共有持分はあるけ

れども、そのことによって、なお新しい購入者とい

うのは、団地関係に拘束されるということです。	 

	 新しい購入者があえて団地関係に拘束されたく

ない、そこだけを全く独自で開発したいという様な

時に問題が生じてきます。そのような問題をどのよ

うに考えるかということで、そういった問題を考え

た場合に一方で思い切って敷地分割という制度が

考えられます。なんか絵空事のようですが、外国の

例を紹介しますと、フランスではそういった敷地分

割という制度があります。今韓国で改正法の検討が

なされていますけれども、その内の も大きな課題

の一つというのは、管理組合の分離、いわゆる敷地

分割ということなので、これは日本のみならず、諸

外国でもそういう先例はありますし、また韓国など

の立法の大きな課題だということです。日本マンシ

ョン学会としても大いに考えていかなければなら

ないと思います。	 
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	 丸山英氣（千葉大学名誉教授・弁護士）：団地関

係というのは大変分かりにくい制度です。私は折田

先生が言われた、団地関係の中に継続して含まれる

という、そういう説に大変魅力を感じます。それは

花房先生が言われた、日本の区分所有法では土地と

建物が別だということで、建物がなくなると団地関

係といいますかね、共同関係がなくなるというその

理屈自体に無理があるだろうと思います。	 

	 しかし、土地と建物は別の不動産だということを、

継続してやってきた場合にはしょうがないとする

と、ではどうしたら良いのかという時に、折田先生

が言われたような方法でいくしかないのかもしれ

ません。完全に分割してしまうと、さきほど松岡先

生が言われたような、極めて困難な、不可能に近い

ようなことを考えなければいけない、実行しなけれ

ばいけない。そういう立法が成り立つかどうかとい

うことです。	 

	 私はこの団地の解消といいますか、区分所有権の

解消については、団地の観点の問題は絶望に近いよ

うな困難な法律問題だと思っています。恐らく解決

の手法としては、いま折田先生が言われたようなこ

とがヒントになるのかもしれないという気がして

いますけれども、恐らく世の中からすると何言って

んだと。鎌野先生が批判されたように従前の全く関

係のない形でつくりたいというものに、どう答えて

いくのかというのが非常に難しいと思っておりま

す。そう簡単に解決出来るような問題とは相当レベ

ルが違うんです、ということを思っております。	 

	 長谷川：マンションに行政が関わる程度は、いわ

ゆる収用型で、スラム化したマンションを 終的に

は処理をするような関わり方があれば、一方では、

区分所有者の一定の意思判断のもとで、それを行政

が支援をしながら、区分所有者の意思を注視しなが

らやっていくという関わり方もあります。	 

	 あるいは、団地は区分所有法から外してしまって、

団地こそ、事業法の中で処理するという考え方もあ

るかと思います。解消だけでなく、建替えも、ある

いは建替えや解消をミックスしたような再生も、一

本の行政の団地再生法のような枠組みの中で対応

しようという議論もあるかと思います。例えば解消

にしても、郊外の団地であれば、空き家が出てきた

ら、１棟、２棟だけ、再生事業の中で棟を間引くよ

うな発想での解消というのも、当然考えられること

にもなるかもしれません。いずれにしても、そうい

う諸処の問題に対して、どのような行政の介入のレ

ベルがあるのか、あるいは行政の支援のレベルがあ

るのか、そこに区分所有者の意思というのがどのよ

うに反映されるのか、その辺りを少し整理をしてい

くことが重要なのではないかと感じました。	 

	 鎌野：今後の課題ですが、やはり言えることは、

老朽化という概念は非常に不明確であって、これこ

そ紛争を招くのではないかということです。	 

	 建替えの場合は、居住の継続が確保されています。

それは、５分の４以上の賛成による大多数の者に対

してであって、少数者に対しては言えないことが非

常に問題ではありますけれども。一方、解消の場合

には、居住の継続が確保されていないわけです。要

するに、効用増どころか利益の増加、金銭で分けよ

うということです。	 

	 本来、マンションに居住を始めて、そのマンショ

ンを使い尽くそうと、相当な期間、解消をせずにこ

れを維持していこうと、おそらく黙示にそういうこ

とで区分所有関係が成立していると思います。です

ので、居住を始めたあとに、いたずらに解消を認め

るべきではないと思っております。	 

	 とは言っても、「相当な期間使い尽くす」という

時に、「相当な期間」というのは永久的（いつまで

も限りなく永く）なのか、それとも永続的（できる

だけ永く）なのか、という問題があります。	 

	 ヨーロッパの法制では、永遠に修復を繰り返して

いくという考え方で、土地と建物が一体としての不

動産としてありますので、極論を言うと、建替えの

場合も改修の延長線上だということです。一方、わ

が国では、土地と建物が別々のものですので、なか

なかヨーロッパのようには言えないのです。	 

	 相当な期間使い尽くすというのが本来のマンシ

ョン法制のあり方ですが、そればかりでは上手くい

かなくなる可能性があるということで、選択肢は多

様であって良いのですが、解消制度を考えるときに、

老朽化を要件とすることは恐らく難しいと思いま

すので、この辺りでどういう概念を使っていくのか

が、今後の課題になると思います。	 

	 マンションが相当な期間を経過した後、未来永劫

ではなくて、どこかで解消ということを考える必要

があります。その時に、区分所有者の自治がなかな

か機能しないということであれば、むしろ行政が前

面に出ることで問題を解決することになり、この点

が一番大きな課題だろうと思います。	 

＊	 

	 折田：今回の学会の政策提言の内容は、被災マン

ションに限定し、老朽化については今後の課題とし

ています。今日の議論でも、被災マンションについ

ては異論が無かったと思いますが、老朽化について

はパネラーの意見が分かれていまして、老朽化につ

いてはなかなか意見が出ないと思います。	 

	 みなさんの協力を得て活発な議論が出来ました

ことを深く感謝致します。どうもありがとうござい

ました。
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日本マンション学会「被災マンション調査報告会」

が、平成 24年 6月 23日（土）、茨城県青少年会館
第研修室にて開催されました。 
	 午後 1 時 30 分から 3 時 30 分に開催された調査
報告会では、小林秀樹当学会会長の挨拶に続き、千

里金蘭大学名誉教授の藤本佳子氏と弁護士の折田

泰宏氏（いずれも日本マンション学会東日本大震災

特別研究委員会）が講師を務め、茨城県を中心とし

た東日本大震災の調査報告を行いました。参加者は、

約 40人でした。なお、総合司会は、茨城県マンシ 
 
 
 
 
 
	 本年 6月より、日本マンション学会の事務局業務
を、民事法研究会さんから引き継ぎ、私ども都市住

宅とまちづくり研究会（略称：としまち研）で受託

することになりました。不慣れな点も多いと思うの

ですが、今後、どうぞよろしくお願いいたします。 
少し自己紹介をさせていただきます。としまち研は、

2000 年 8 月に設立し、この夏で 13 年目を迎える
ＮＰＯです。設立当初より、東京都千代田区神田を

拠点に「高齢者や障害のある人にとっても、安全で

快適、かつ個性ある都市住宅の供給と、暮らしやす

い地域コミュニティの構築と再生をめざす」ことを

目的として、共同建替えやコーポラティブ方式を中

心とする住まいづくり（これまでに 16棟）に取り
組んできました。 
	 近年では、耐震偽装マンションの建替えや大規模

修繕コンサルタント、管理規約改正の支援など、団

地・マンション再生の分野にも力を入れています。

マンション学会事務局のお手伝いをする中で、更な

る勉強をさせていただければと思っております。 

 
 
 
ョン管理士会事務局長の櫻岡直樹氏（日本マンショ

ン学会会員）が務めました。 
 午後 3 時 40 分から 5 時に開催された管理組合交
流会では、水戸市内及びひたちなか市内の管理組合

の代表者５人が積極的に発言を行うなど、活発に交

流が進められました。また、発言はありませんでし

たが、その他の管理組合からも数人参加しており、

水戸周辺における管理組合ネットワークへの第一

歩が踏み出せたものと思います。 
	 以上のように、大盛況で終えることができました。 
 
 
 
 
 
	 また現在、昨年の東日本大震災で被災した宮城県

東松島市で、市の委託を受けて被災者の今後の住ま

いに関する意向確認に取り組んでいます。今後、移

転希望の方による集団移転先の計画づくりと住ま

いの再建に向けてお手伝いができればと考えてい

ます。 
	 としまち研の事務所は神田で、 寄り駅はＪＲ神

田駅、秋葉原駅、都営新宿線岩本町駅等です。ぜひ

お気軽にお立ち寄りいただき、神田のまちの風情や

お店もお楽しみいただけたらと思います。 
…………………………………… 
■新事務局	 〒101-0042 
東京都千代田区神田東松下町 33 
COMS HOUSE 2階 
都市住宅とまちづくり研究会内 
Tel：03-6206-4668 
Fax：03-5294-7326 
e-mail：jimu@jicl.org 
写真：としまち研事務所のある COMS HOUSE 

	 

■事務局通信	 会員の動向（2012年 3月 1日〜2012年 6月 30日、（	 ）内は支部・地域委員会名） 
【入会会員】	 「正会員」	 小林久子（関西）、南ゆうひ（関西）、倉本孝子（関西）、佐藤潤平（北海道）、小泉有（関東）、 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 大橋周二（北海道）、峯岸健太郎（関東）、佐藤正芳（東北）、中村健（関東）、平川秀樹（北海道）、 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 亀石由之（関東）、山本幸治（関西） 
【退会会員】	 「正会員」	 飯倉道雄（関東）、山森芳郎（関東）、薬袋奈美子（関東）、中村長治郎（関西）、坂上実（関西）、 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 竹内章子（関東）、椿久美子（関東）、一棟宏子（関西）、若井希水子（関西）、石賀健勝（関東）、 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 野田司（関東）、河合睦博（関西）、隅河内一美（中国・四国） 
	 	 	 	 	 	 「賛助会員」	 独立行政法人都市再生機構技術研究所 
 
■編集後記	 論争は学問の面白さの一つだと思います。今回特集した解消制度のＰＤでも、興味深い論争が展開されました。	 

	 	 	 	 	 	 それぞれの論がよって立つ背景や価値観の多様さが「マンション学」の醍醐味だと実感できる機会でした。（Ｋ）	 

日本マンション学会事務局担当  五 十 嵐 敦 子 

新事務局からのご挨拶 

千里金蘭大学名誉教授  藤 本 佳 子 

日本マンション学会「被災マンション調査報告会」開催報告 


