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縮小都市における「住居所有権」の在り方

（判官回大学才去学学術1完耕受）

鎌野邦樹

本稿では， 「住居所有権Jの何吏（使用 ・収益・処分・放置）の観長から，わが国の「縮ノj都市」における居住はどうあるべきかに

ついて考察する。戸建てに関しては，現状では，住居所有権の行使としての「放置jを容認した上で， 「縮ノj者日市」における再生のあ

り方につき地域を中心とした社会全体で考えるべきであるとした。マン、ンョンの住居所有権に関しては，諸外国の立f剖列をも検討した

結果，わが国の最重要の課題は，マンションの継儲句な維持・管理により徹底的に長寿命化・延命化を図り，マンションの「放置」を

未然に防止することであるとしたが，他方では，建替えだけではなく， リモデリングや解消（一括売却）等を，団体的決定によって可

能とすることによって，管思組合が自力で「放置」を防止し再生ができるようにすべきであるとした。
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THE STATE OF RESIDENTIAL OWNERSHIP IN SHRINKING CITIES 
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In this伊perI consider th巴idealstate of housing in Japan’s shrinking cities from the viewpoint of閃：sidentialownership. Concerning detach吋 ho凶 es,

once one considers abandonmentぉaform of exercising the right to ownership, it seems neces鈎tyto elucidate effective me甘1吋sof urban rege-neration 

in society as a whole.町出respectto ap訓 nentownership, a review of foreign legislations shows that the most pr官ssingissue for Japan is p陀venting

abandonment of aprutmen白血roughcontinuous maintenance and cat官.It is also n民 俗 鈎iyto enable management associations to make collective 

decisions, in m伊色tonot only I官constmctionsbut also terminations. 

1. 都市の変容と住居所有権

1. 1 縮小都市論の社会的背景

近年，建築学，都市計画学等の分野において「縮ノト都

市論」が語られる ようになってきた。これは，わが国に

おいて第2次世界大戦後 1990年代に至るまで高度経済

成長や人口増加等を背景に都市が拡大してきたが，それ

以後の経済の低成長や人口減少 ・少子高齢化等の社会的

背景の下において，それまでとは逆に，都市を縮小させ

っつ，他方で生活の豊かさは維持しようという考え方で

あると思われる。このよう な「縮ノト都市論」は，地球環

境問題の認識の下での資源の有効利用や省エネルギ の

推進と結びつき，また，地域の衰退や福祉・雇用・農業

等の今日の多くの社会問題と関係付けられ，そして，具

体的には，例えば，なお進行を止めない部分的な郊外開

発，中心部で、の超高層マンションの乱立，地方の中心市

街地の疲弊，農地の荒廃や農業の停滞等を問題としてい

る（なお， 「縮ノト都市論」の内部においては向かうべき

都市像やそこに至る方法等について差異があるが，本稿

はその点は取り 上げなし、） 。

本稿は，以上のような「縮小都市論Jの脈絡の中にお

いて， 「居住j ないし 「住居」に焦点を絞り，既存ない

しは現存の住宅について，それが所在する地域を含め，

現にどのような問題を抱え，また，今後どのような問題

を抱えるのかを想定しつつ，法律学の立場から若干の提

言をするものである。

1. 2 縮小都市論における問題認識と住居所有権

法律学の立場から考察を加えるにあたっては，敷地を

含めた住宅の所有権（以下では， 「住居所有権j ともい

う。）の在り方を中軸に据える。住宅は，その居住者の

生存の基盤ないし生活の場であり ，私有財産（収益をあ

げたり融資をうけたりすること等を可能とする。）であ

ると共に，都市基盤や都市施設と密接に関連した地域の

重要な構成物であり， また，地域コミュニティの要素で

ある。したがって，住居所有権については，法律上も住

宅ないし不動産以外を対象とする所有権一般とは異なる

様々な保護または制限を受けている （都市計画法，建築

基準法，税法，不動産登記法，借地借家法，区分所有法

等による様々な保護または規制） 。

さて，縮小都市論においては，既に工学系の論者等か

ら住居所有権の在り方とも関連する主張がなされている。

一例として， 『縮小都市における居住』 （「すまいろ
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ん」 2009年秋号別冊） 29頁以下掲載の福川裕一（司

会），阿部明子，角野幸博，明石達生，大野秀敏の各氏

による討論の中から，本稿での議論とも関係する発言を

要約して（若干の加工を施して）拾い上げていく（以下

の各発言について発言者名は省略する）。①空き家を高

齢者のディケア施設にしたり，空き地を地域で管理する

動きが各地で生まれている，②全体のパイが縮まるなか

で，エリアごとにエリアマネジメントをやるところとそ

うでないところが出てきて結果的に強いところが勝つと

いうことについてどう考えるべきか，③遠隔地に住む子

が，親の不動産の相続人として資産価値（売却価額）を

高めるためには，相続人が町の魅力を理解して主体的に

マネジメントに関与する仕組みを考えることが必要であ

る，じE休耕田，休耕作地，空き地にしてしまう，荒れ地

にしてしまうという，個人の所有者側の責任を法的に追

及しなければならない，⑤地方都市のマンションは，い

まも所有権放棄という状態が戸数の何パーセントかを占

めるような状態に現実に至っている，⑥新しいものがど

んどんつくられると，古いものは放置されるということ

が起こる，これをどういう姿にしたらよいか，⑦各住宅

の敷地が狭いことが阻害要因となるために，隣地買いが

推進される必要があり，土地が集約されるためには現在

の所有者の権利がもう少し制限されてもよいのではない

か，③そこに住まなくなった人は土地を所有しているこ

とが苦痛かもしれないので，地域全体でコモンのように

管理するとしづ発想が必要ではないか，⑨個別には現実

に，畑を店舗のお客さん用駐車場に使用したり，中心市

街地の再生において個別の所有権をある程度放棄しなが

ら利用を共有化する という形が進んでおり ，個別に起こ

っている状況を支える観点が必要である，⑩都市が拡大

してし、く過程において，空き家や空き地にしておくこと

は社会悪で利用が促進されるべきだとしづ議論をしたが，

土地が余っているという現況の下において同じような議

論ができるか，⑪縮小都市を，権利の制限をかけたり，

収用まで辞さない形で能動的に進めるとしたら，マーケ

ットと行政の支出との関係ではどうしたらよいのか，⑫

所有していることが苦痛となるような社会にするという

ことは，固定資産税等の保有に関する税率のようなコス

トをもっと上げていくことが縮小都市の大事な課題では

ないか，⑬建物であれ土地であれ所有している以上は適

切に維持する義務を課す仕組みを考えるべきである。

以上のような縮小都市論で、の各論者の問題認識におい

て，住居所有権は，どのように位置付けられるべきか，

また，住居所有権は，今後どうあるべきか。以下では，

このような問題意識を出発点として，戸建ての住宅とマ

ンションとに分けて考察をしていきたい。両者を分けて

考察するのは，両者において問題設定の仕方が異なると

考えるからである。

2. 縮小都市における住居所有権

2. 1 戸建て住宅における住居所有権

1）使用・収益・処分・放置の自由

所有者は，自己の所有物に対して，その所有権の内容

として「使用」 「収益j 「処分」の自由が保障されてお

り（民法 206条），所有権の行使として，これらのい

ずれを選択するかは基本的に所有者の自由である。さら

に， 「未使用」すなわち何ら利用せずに 「放置j してお

くとしづ選択も許される。

住宅の所有権についても例外ではなく，それが戸建て

住宅の場合には（本稿では「住宅」を中心に検討するが，

以下の検討は基本的に建物一般に当てはまる。），当該

住宅の所有者のみの自由な判断に従って上の 3つないし

4つの所有権行使の方法が決定される。すなわち，当該

所有者の判断により，①維持 ・改良しつつ自らが利用し

たり（「使用J），②賃貸等により第三者に利用させた

り（ 「収益」）， ③自らで建物を再築等して当該不動産

を再利用したり（継続「使用」），④当該不動産を第三

者に処分し第三者が建物を再築等して当該不動産を再利

用したりするだけではなく（元所有者にとっては「処

分」），⑤空き家として管理を放棄したり（「放置」），

⑥建物を取り壊して従前の敷地を空き地として未利用の

ままにしておくことも（建物廃棄後の土地の「放置」），

所有権の行使の方法として許容される。このような選択

が，個人レベノレにおいて現実に特に問題となるのは，住

宅所有者が，高齢化し，それと共に家族構成員が減少し，

または死亡して当該住宅が相続人の所有となる場合であ

って，さらに，建物が経年劣化ないし老朽化している場

合である。

ただ，上のような所有権行使の方法は，住宅所有者の

自由な選択に委ねられているとはいうものの，実際には

一般的に社会経済状況によって規定される。少子高齢化

が進行すると同時に人口が減少し，また，経済の高い成

長が見込めないような社会（ここでは，このような社会

を「成熟社会」と名付けよう。）を基盤とする「縮小都

市Jにおいては，一般的に，住宅需要が減少することか

ら，②の賃貸や④の売却の選択は限定的とならざるを得

ず（とは言っても都市が存続する限り一定数ないし相当

数は存在する。），また，①の維持 ・改良や③の建替え

の選択に関しては，③よりも①に多くがシフ トすること

となる（建替えをしたくても費用面からそれができな

し、） 。そして，より利便性の高い地域への住居の移転や

住宅所有者の死亡を契機に，上述のように②の賃貸や④

の売却の選択が実際上難しいこ とから，⑤の空き家また

は⑥の空き地として放置するといった選択を余儀なくさ

れる。

ハh
u

q
J
 

住総研研究論文集No.38, 2011年版



2）所有権放棄の自由はあるか

ここで，当該不動産の管理を放棄して空き家にしたり

空き地にすること（「未利用」ないし「放置」）と不動

産等の所有権の「放棄」との関係について述べておきた

い。所有物の「放置」は，必ずしも所有権の放棄（「廃

棄J）を意味しない。所有権の放棄は，単なる「放置」

の事実（「未利用J）ではなく，所有者によるその旨の

意思表示（黙示による場合も含む。）を必要とする。 し

たがって，法的には「放置」と「放棄」とは異なり，前

者にあっては，当該物に対する所有権はなお当該放置者

に留保されている。それでは，不動産等について，所有

権の放棄の自由はあるのか，すなわち住居所有者の当該

不動産の放棄とし、う選択は認められるのか。

所有権の放棄すなわち所有物の「廃棄Jの自由がある

かについては，法律学上議論があり得るが，基本的に認

められないと考えるべきである。所有者は，基本的には

所有物に対してそれが消滅するまでの責任を負うと考え

るべきであり，自己の下で消滅させずに，消滅の責任を

第三者に委ねることができる場合（市町村による一般廃

棄物の処理等）および第三者に当該所有物を譲渡するこ

とにより第三者に当該所有物を消滅させる責任を負わせ

る場合以外は，所有権放棄の自由は認めるべきでないと

考える（後者の場合は厳密には次に述べるように「所有

権放棄」ではなし、） 。もっとも，自己の所有物につき事

実上，明示的または黙示的に所有権放棄の意思表示をし

た場合において，第三者がこれを無主物として占有する

ことにより所有権を取得すると見られる場合があるが，

このような場合については，元所有者の所有権の放棄が

認められると解するべきではなく，元所有者の意思表示

は，不特定多数の第三者に対する当該所有物の無償譲渡

の意思表示（「ご自由にお持ち下さし、」）であり，第三

者が当該所有物を占有した結果として譲渡による所有権

の移転があったものと解すべきである（占有する第三者

が出現しない限りは所有権の帰属に変化はなく所有権は

消滅しない 1）。 したがって，債権等の権利一般につい

ては放棄が認められるが，所有権の放棄は基本的に認め

られず，土地・建物等の不動産についても「放置」の自

由はあるが， 「放棄j の自由は認められない。

3）空き家・空き地の法的無答責と縮小都市での再生

それでは，住居所有権の放棄は認められないとして，

⑤または⑥の「放置」に対して法的責任は問題とされな

いのか。成熟社会の下での住宅所有者の上の①～⑥の選

択は，一般的には，個人レベルにおいてそれぞれが置か

れた状況によって規定されるので，結果としてどのよう

な選択がなされたか，または，なされるべきであるかに

ついての是非を論じることは余り意味をなさず，⑤また

は⑥の選択自体について，住宅所有者に対して，倫理的

責任や直接的な形での法的責任が問われるべきではない

と考える。また，これらに対して強力な公法的規制は望

ましくないと考える。成熟社会における当該不動産の未

利用のままの所有ないし保有は，一般的に，当該不動産

に対する賃貸や売買の需要があるにもかかわらず地価の

上昇を見越した利益の確保を目的とするものではないと

思われる。ここで問題とすべきは，⑤または⑥が発生す

ること自体ではなく（もちろん，②の賃貸や④の売却の

方向に誘導するような税制上の措置や流通市場の整備は

必要とされよう。），それらの発生を前提とした上で

（まずは住居所有権の行使の方法としての「放置Jなし、

し「未利用」の自由を容認したうえで），これらの未利

用不動産を「縮ノト都市」の中に調和的に取り込む手法を

考えることが肝要であると思われる。

4）規制的手法と創設的手法

それでは，空き家や空き地になっている未利用不動産

を「縮ノト都市」において調和的に取り込む手法はどのよ

うなものであるべきか。思うに，まずは，未利用不動産

の状況に応じて，規制的手法と創設的手法が考えられる。

前者は，従来の手法であり，現行法規を適用して，例

えば，未利用不動産が保安上危険で、あったり衛生上有害

な建築物等である場合には特定行政庁により除却等の勧

告がなされたり（建築基準法 10条），倒壊により隣地

所有者の権利を害するおそれがある等の場合には隣地所

有者は倒壊のおそれのある建物の所有者に対して倒壊の

予防を請求することができ（民法 199条），また，倒

壊等により現に損害が生じた場合には損害の賠償を請求

することができる（民法 198条， 709条） 。そして，

今後は，関連法令の適用にあたり，危険や有害の概念ま

たは侵害や損害の概念を拡張して，当該不動産の所有者

が管理を十分に行わないことなどために地域の環境に，

例えば防災上や美観上悪影響を与えるような未利用不動

産に対しては，積極的に規制を行っていくべきであると

考える。ただ，未利用不動産を「縮小都市Jにおいて調

和的に取り込む手法として，主として役割を担うのは次

の創設的手法である。

5）創設的手法における多様性・柔軟性

創設的手法は，基本的には，多様な主体が未利用不動

産の所有者との聞で各種の契約を締結することを通じて，

全体として健全な「縮小都市」を実現をめざすものであ

る。未利用不動産の所有者との問で契約を締結する前提

としては，契約を締結する側において「縮小都市」に相

応しい当該土地の利用目的が必要であり，また，その目

的に応じて多様な者が契約主体となり得る。思いつくま

まに若干の例を示すと，①当該地域に相当数，空き家が

存在している場合において，当該地域の自治体なり Np 
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0 （必ずしも当該地域で活動している必要はない。）等

が，別の地域で地震等で住宅を失った者を被災地域のコ

ミュニティをある程度維持したまま集団で移住し一時的

または相当な期間にわたり居住するための住宅として，

あらかじめ組織的に当該地域に所在する住宅を確保して

おくための契約を締結すること（使用貸借や名目的賃料

による賃貸借または公益信託等の設定） （の近時の阪

神 ・淡路大震災や東日本大震災の状況を想起された

い。），②当該地域において相当数または相当な面積に

わたり空き地が存在している場合において，当該地域の

住民等が，当該空き地に風力発電設備や太陽光パネル等

を設置して自らの需要のために電力を供給したり，電力

会社に電力を売るために契約を締結すること（賃借権ま

たは地上権の設定），③当該地域の自治体なり住民等が，

当該未利用不動産を爾後の管理コストが最も低減できる

形態の「自然J （森林や草原等）に戻すための契約の締

結（使用貸借，名目的賃料による賃貸借または地上権 ・

地役権の設定等）が考えられる。以上の①～＠は，あく

までも例示であり（現時点では実現が難しいものもあり，

また，場合によっては贈与や売買による所有権の移転に

よるものもあろう。），それぞれの地域の状況に応じて，

また，契約当事者双方のニ ズに応じて， 「縮小都市」

における多様な未利用地の再生があり得るし，それが模

索されるべきである。ここで肝要なことは，健全な「縮

小都市」の創設・実現にあたり，対象地域の多くは，近

代的合理主義の尺度に照らすと元来「衰退Jの過程にあ

る地域であることから， 一般的には，そこで指向される

べき再生については，それが画一的な拡大型の事業によ

るものではない。したがって，少しでも良い方向へ転換

することや一つひとつの積み重ねが重視されるべきであ

り，また，試行錯誤や状況に応じた柔軟な対応も許され

よう。そして，最終的には，このような活動が都市計画

に吸い上げられるべきである（そのような都市計画法制

が構築されるべきである） 。

2. 2 マンションにおける住居所有権

1)使用（建替えを含む） ・管理放棄の自由と収益 ・処

分の制限

経年劣化ないし老朽化した戸建て住宅に対する所有権

行使の方法の選択は，上で述べたように，住宅所有者ひ

とりの判断によって，または夫婦等の少数の所有者（共

有者）聞の合意によって通常は円滑になされるが，マン

ションの場合には単純ではない。①の維持 ・改良（「使

用」）に関しては，通常の管理に該当する事項であれば

普通決議（過半数決議） （区分所有法 18条）により，

改良（変更）に該当する事項であれば特別多数決議（4

分の 3以上の多数決議） （同 17条）により ，団体（管

理組合）としての選択が可能である。②の賃貸（「収

益J）に関しては，個々の住戸（専有部分）の賃貸は各

区分所有者のみの選択によるが，管理組合による管理が

不能になったことなどを理由とするマンション全体の賃

貸については，区分所有者全員の合意が必要である 2）。

③の建替えについては5分の4以上の特別多数決により

（同 62条），団体としての選択が可能であるが，④の

マンション全体の売却および⑤の建物の取壊しについて

は，団体としての選択はできず区分所有者全員の合意が

必要である。⑤に関し，当該マンションにおいて空き住

戸が多数を占めるようになったことなどから維持 ・管理

を放棄することについては解釈論上の議論があり得る。

各区分所有者には条理上相互にマンションを維持 ・管理

していく権利と義務があることから，本来このような団

体的決定（多数決議）はできず，また，各区分所有者は，

管理者または他の区分所有者に対して維持 ・管理を請求

しうるとする立場もあろうが，現行法では各区分所有者

に対し必ずしもマンションの維持・管理が義務づけられ

ておらず（区分所有法3条参照），管理組合として管理

放棄の明示的な決議ができるかどうかはともかく，事実

上，管理を放棄することは許容されると解されよう（立

法論としては，筆者はこのような立場には賛成しなし、） 。

以上のように，戸建て住宅の場合には上記①～⑥の選

択が住宅の所有者によって円滑になされ得るが，マンシ

ョンの場合には，その所有者による団体的な決定（多数

決議）が可能なのは①の維持・管理（改良も含む）と③

の建替え（および⑤の管理放棄）だけであり，②一括賃

貸，④一括売却および⑥建物の取壊し（土地のみの共有

状態の創出）については いずれも区分所有者全体の合

意が必要であり，団体的な決定を行うことはできない。

1人でも反対者がいれば，大多数の区分所有者がし、ずれ

かの選択を望んでもその実現は不可能となる 3）。

このようにわが法制上は，マンションの住居所有権は，

戸建て住宅の場合とは異なり，管理組合により現実に選

択可能な団体的決定（区分所有者全員の合意ではなく多

数決議による決定）として，①の維持・改良（「使

用」），③の建替え（「使用Jの継続）および⑤の管理

の放棄（「放置J）でだけであり，②の賃貸（「収

益」）および④の売却（「処分」）は制度上存在しない。

所有権の行使の面（換言すれば「所有権の自由」の面）

から見ると，マンションの住居所有権には， 「使用j と

「放置」しか認められず， 「収益」と「処分」は認めら

れない。しかし，後述のように，このようなマンション

法制は，比較法的に見ると必ずしも普遍的ないし標準的

なものではない。

2) 「縮小都市」におけるマンション住居所有権の問題

マンションの住居所有権について第一に問題とすべき

は，基本的には，上述の戸建て住宅の場合のように⑤の

円。
門
〈
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空き家や⑥の空き地の発生を前提としてこれを「縮小都

市Jの中で再編するということではなく，マンションに

おいては，どのようにして⑤の「放置j （管理放棄）の

状況になる ことを事前に防止するかという ことである

（そこでは制度上，⑤の選択肢が存在することが間われ

なければならなし、）。戸建て住宅の場合とは異なり ，マ

ンションにあっては老朽化した場合においても，通常相

当数の区分所有者が使用を継続しており，そうである限

り管理を放棄することはできなし、からである（使用しな

い区分所有者が管理義務から離脱することは許されな

し、） 。また，事実上，建物の規模の点でマンションを

「放置」することは地域への影響が大きく，これを「縮

小都市」の中で再生に生かすことは容易でなし、からであ

る。

第二の問題とすべきは，現行法制上に存在する③の建

替えについて，これが「成熟社会」において実際上どれ

だけ機能し得るかということである。これが実際上機能

しない場合の団体としての選択肢は，①の維持 ・改良か

⑤の放置しかなくなり，さらに①の選択肢が後述のよう

に事実上は意味をなさない場合が考えられることから，

⑤に至ることが想定されるからである。

第三に問題とすべきは，第二の点と関連するが，現行

法制度上に， （②の賃貸の選択肢が欠けていることはと

もかく）④の売却の選択肢が存在しないことである。

「縮小都市j におけるマンションの住居所有権の在り方

を考えるに当たっては，以上の①～③の 3つの視点が重

要である。

わが国の法制の下では，①の維持 ・管理が現実に効果

的に機能している限りは問題はないが，老朽化等の原因

で費用面（「過分の費用」を要する場合）で建物の維持

が不合理となるに至ったときにおいて，団体的な決定が

③の建替えしか用意されていないこと（戸建て住宅の場

合のように，②の賃貸および④の売買の選択肢が団体的

決定としては用意されていない。），また，何らかの事

由により十分な管理が現実になされなくなった場合にお

いて，心機一転して①または③に向けての団体的決定が

なされない限り ，⑤の「放置」の状態を甘受せざるを得

ないといった問題が生じる。換言すると，わが国の現行

法制の下では，老朽化等の原因で費用面で維持 ・管理の

継続が不合理となるに至った場合や何らかの事由により

十分な管理が現実になされなくなった場合において，⑤

の「放置」の状態に至るのを回避するためには，団体的

決定として①の維持 ・改良か③の建替えの選択肢しかな

いところ，①の維持・改良を選択することは，前者の場

合については無意味であるとも思われ，後者の場合につ

いてはそのような場合に至った経緯からして現実的には

困難であると言える。また，③の建替えを選択すること

は，当該場面においては実際上高齢者が相当数存在して

いることが想定できるから，費用負担の問題等から一般

的には相当な困難が伴う。わが国の法制の下では，この

ような臨路に陥る可能性がある。

それでは，わが国が遭遇している成熟社会の下で，都

市部の主要かっ重要な構成要素で、あるマンションに関し

て，戸建て住宅の場合とは異なった観点から健全な「縮

小都市」を実現していくためにはどのようなマンション

法制が望ましいか。以下では，諸外国の立法例を参照し

つつ比較法的視点も交えてこの点を検討いきたい。

3. 経年・老朽マンションに関する諸外国の法制

諸外国の立法例としては，まず，わが国と同様に建替

え制度（上記③の建替え関連）を有している韓国法を参

照して，同制度はどのような社会において適合的な法制

であるかについて考察する 4）。 その上で， 「成熟社

会Jないし「縮小都市j における建替えの可能’性につい

て検討する。次に，建替えや解消（上記④の一括売却関

連）を認めず，また，管理の放棄（⑤放置関連）を許容

せずに維持 ・管理（①の維持 ・改良関連）を徹底させる

制度を採用しているドイツ法を参照して 5），わが国の

法制の方向性を検討をし，さらに，基本的にはドイツと

同様な立場を採りつつ，⑤に関して特別の立法措置を講

じているフランス法 6）を参照して，上記の検討を続け

る。以上に加えて解消制度（上記④の一括売却関連）を

採用しているイギリス法 7)およびアメリカ法8）を参照

し，最終的に， 「成熟社会Jないし「縮小都市Jにおけ

る今後のわが国のマンション法制のあり方を考える。

3. 1 韓国法におけるマンションの維持・改良等と建替

え

1）集合建物法と整備法

韓国法における区分所有建物の維持 ・修繕，変更（改

良），建替えについては，次の①～⑪に要約することが

できる。

①韓国では，区分所有建物に関する民事の基本法は

「集合建物の所有及び管理に関する法律（1984年）」

（以下， 「集合建物法」という）であり，同法は，日本

の区分所有法（1983年改正法）を継受したものである。

ただし，同法の制定後において，後記2）で述べるよう

な住宅事情を背景に，区分所有建物の建替えおよび再生

（リモデリング）に関しては行政法である「都市及び住

居環境整備法（2002年） J （以下， 「整備法j とい

う）および「住宅法（2002年） Jが制定され，建替え

および再生についてはこれら 2つの行政法が優先的に適

用される。

②区分所有建物の通常の維持管理については，集会で

の過半数決議に基づいて実施され（集合建物法 16条 1

項），変更（改良）については，集会での特別多数（4

Q
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分の 3以上）決議に基づいて実施される（同 15条 1

項）。

③集合建物法によると，建替えについては，①老朽ま

たは一部滅失等による過分の費用を要するか，または②

建替えによって効用が増加するかのいずれかの要件を前

提に，集会での 5分の 4以上の決議が必要である（47

条1項・ 2項）。建替えのためには，①過分性，または

②効用増といった客観的要件を必要としていることに特

徴があり，この点は，次に述べる行政法規においても形

を変えながらも受け継がれている。

④建替え後の建物の住戸数が 20以上の場合（以下，

「中・大規模区分所有建物Jという。）には，集合建物

法の適用は排除され，行政法規たる整備法が適用される

（整備法施行令6条） 。

⑤上で述べたように「中・大規模区分所有建物j の建

替えは整備法によるが，整備法の目的は，都市環境の整

備と「老朽・不良建築物」の効率的改良（ 1条。リモデ

リングも含み得る（33条 1項））であるが，個々の区

分所有建物（「中・大規模区分所有建物」）の建替えに

ついてもこのような行政上の枠組みの中で（のみ）実施

される。この点が韓国法の最大の特徴である。

⑥整備法の基本的なスキームは，市長等が，基本計

画・整備計画を策定し，整備区域の指定をすることから

始まる（同指定区域では建築が制限される。） ( 3条，

4条， 5条） 。 「中・大規模区分所有建物」の建替えは，

整備区域内，または同区域外における住宅再建事業（整

備事業） ( 2条2号ウ， 6条 3項）でのみ可能となる。

建替えの対象となる建物は，基本的に「老朽・不良建築

物」であるが，この中には建替えによる効用増が予想さ

れる建物も含むとされている（ 2条3号イ（ 2））。

⑦市長等が整備計画の策定又は住宅再建事業の施行の

可否を決定するためには市長等による「安全診断」が必

要とされ（12条），その対象となる建物は，整備法施

行令により，竣工後 20年以上の期間で市・道の定める

期間（ソウル市条例で、は，建物の建設時または階数によ

って定められる 20年以上～40年以上の期間）が経過し

た建物である必要がある。建替えが可能となる整備区域

ないし住宅再建事業指定のためには，上の経過年数要件

の充足を前提として，構造安全性，設備老朽評価， 住居

環境評価，費用等を総合評価され，建替えの必要性が行

政により判断される。

③区分所有建物の建替えを実施するためには，そのた

めの推進委員会の設立の承認，および，その後の組合設

立の認可を市長等により受ける必要があるが，組合設立

認可を受けるためには，区分所有建物の所在する団地の

各棟の区分所有者の3分の 2以上（かつ土地面積割合の

2分の1以上）の賛成，および団地全体の区分所有者の

4分の 3以上（かっ土地面積割合の4分の 3以上）の賛

成が必要である（16条2項）。

⑨組合は，建替えに賛成しない区分所有者に対しては，

売渡請求権を行使し（39条） （売渡の価格は「時価」

とされる。），また，上の多数決要件を満たすために必

要がある場合には，団地内小規模店舗営業者等の反対者

に対して，土地分割請求をすることができる（41条） 。

⑮市長等による事業施行認可（28条）および管理処

分計画の認可（48条）を経て，建替え工事が着工され

る。

⑪韓国では，建替えと並んで，行政法たる住宅法に基

づくリモデリング（建物の老朽化抑止または機能向上な

どのため増築・改築または大修繕をする行為（建築法施

行令6条 1項5号，整備法 33条1項参照））の制度が

ある。同制度は，使用検査後 10年以上が経過（増築の

場合は 15年以上）した区分所有建物である場合に（こ

のような客観的要件を充足することが必要である。），

区分所有者の 5分の4以上の賛成があることによって，

市長等の認可を経た上で実施されるもので，反対者に対

しては売渡請求が認められる（住宅法 18条） 。

2）韓国の建替え実績と社会的背景

日本での 2009年現在の建替え実績は，阪神・淡路大

震災を原因とする建替えの約 100件を除いた，いわゆ

る老朽化を理由とするものは 138件である。これに対

して，韓国における区分所有建物の建替え実績は，

2008年まで組合数 1501組合（そのうちソウル市が

1108組合）であり，この建替えにより，住戸数は全国

ベースで従前戸数 23万5千戸から供給戸数約 41万8

千戸となり（約 1.8倍の増加），特にソワル市において

は新規供給の約 3割がマンション建替えによるものであ

る。

このような背景には，韓国のかかえる住宅事情があり，

2005年時点で韓国の普通世帯総数 1589万戸に対して

住宅ストックは 1322万戸であり，このような住宅不足

を解消するために毎年 30万戸から 40万戸の住宅供給

を目指す住宅政策がとられた。その主要な政策のひとつ

として，区分所有建物の建替えによって未利用容積を活

用した住宅供給を図るという政策がとられ，その政策実

現のために前記の整備法が制定されたと思われる。この

ような社会事情の下では，住宅需要が高いことから建替

えに伴う余剰床の売却が容易であり（上記政策の狙いは

正にこの点にあったと恩われる。），したがって，建替

えを実施する従前区分所有者にとっては開発利益を見込

める状態にあった。

-40一

3) 「拡大都市」における建替えの促進

以上のことを踏まえつつ，韓国の区分所有建物の建替

えに関する現行の法制度については，以下のようにまと
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めることができる。

韓国の区分所有建物の建替えに関する法制度の社会的

背景として，同国では，①住宅全体に占める共同住宅の

割合が高く（マンションが現在7～8割を占める。その

割合は， 1970年には 2.2%に過ぎなかったが， 2000年

には 57.8%と急速に増加した） 9) , しかも，その多く

が大規模な団地型のマンションであること（平均建替え

前住戸数 211戸で， 20戸以下のものはほとんどなし、），

②住宅需要が高く，これに対応する住宅政策として，建

替えによる未利用容積を活用した住宅供給が必要であっ

たこと，③区分所有者は，建替えによりその開発利益な

いし効用増（負担と比べ多くの利益）を取得することが

できるといった事情があった。

このような社会的状況を背景として，行政（法）によ

る住環境整備および不良・老朽建築物の改良という政策

の下にマンション建替え（私的自治に係わる行為）を組

み入れ，整備法の前身である住宅建設促進法（1987

年）制定以来今日まで建替えを推進してきたものと言え

よう。そして，ここにおいては，特に上記②を前提とす

る③が存在したからこそ，建替えに賛成する多数決議が

成立したものと理解できる。

他の側面から見れば，行政（法）による住環境整備お

よび不良・老朽建築物の改良としづ政策の下で私権の制

限に係わるマンションの建替えを位置付けようとする場

合において，韓国では，公共ないし公益的見地からの

「区域指定又は事業指定Jないし「当該建物の老朽化・

不良化（安全性の欠如等）」が前提とされ，このような

公益的見地からの行政規制の下において緩和された多数

決による私人間の決定がなされるとし、う仕組みを採って

いる。ここにおいては，多数決割合の緩和など建替えを

推進する制度（相当数の建替え反対者に対する財産権の

制約）も，一定限度で正当化されよう。ただし，このよ

うな制度の下でも，最終的には建替え決議（多数決議）

の成立にかかっており，現実に建替え決議が成立するか

否かは，既に述べたように，上記②を前提とする③の存

在ないしは区分所有者の多くが建替え費用の負担に耐え

られるか否かという点が大きいと考える。

4) 「縮小都市Jにおける建替えの可能性

以上から，今後，韓国において②を前提とする③が縮

小する状況になれば，建替えの成立件数は減少するもの

と思われる。ちなみに釜山市では， 2005年に 324箇所

に整備区域の指定をしたが，2010年 9月までに事業が

完成しているところは 15箇所にとどまり， 84箇所は推

進委員会の構成もできずにいる事情の下で，区域指定が

原因と見られる土地価格の急騰（逆に周辺地域の価格の

下落），事業の収益性確保の困難性，地域共同体の崩壊

等を理由として3 市当局が，整備区域制度の廃止案を国
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土海洋部に提出したとのことである IO）。

以上のことから，日本における「成熟社会j ないし

「縮小都市」の下で経年ないし老朽化マンションに対す

る立法上の措置を検討するにあたり，韓国における区分

所有建物の建替え制度と多数の建替え実績の経験から学

ぶべきことは，基本的には，前記のような社会的背景

（住宅供給の推進等）の下において，都市環境の整備と

「老朽・不良建築物」の効率的改良を目的とする行政

（法）によって現実には建替えが推進されてきているこ

と，および，建替え制度は，そのような「拡大都市」に

おける公益目的に適合的な制度であることを認識すべき

ことである。わが国の建替え実績件数は前記のとおりで

あるが，例えば，東京都において 2009年（平成 21

年） 5月末現在で、マンション建替え円滑化法に基づく建

替え認可がなされたのは 19件（平成 15年度～平成 21

年5月）であるが，その全てが建替え後には建替え前と

比べて住戸数が増加しており（し、わゆる余剰床を産み出

すことができる。），住戸数の平均の増加率は 182%で

ある nl。一般的に余剰床の創出が困難である「成熟社

会」 ・ 「縮ノト都市」において，建替えによって都市の再

生ないし更新を一般的な手法として図ることは極めて困

難であると言えよう（もちろん震災等による建物の滅失

後において，また，限定的に特定の地域において，建替

えにより都市の再生・更新を図ることは可能かっ有益で

あり，そのこと自体が否定されるべきではなし、） 。

3. 2 ドイツ法およびフランス法におけるマンションの

維持・管理

1) ドイツ法の概要

建替えの制度を有していないドイツ法における区分所

有建物の維持・修繕，変更，復旧，解消（共同関係の廃

止）等については，次の①～③に要約することができる

（なお， ドイツでは区分所有権のことを「住居所有権」

と呼んでいるので，本稿ではこの用語を用いる） 。

①「住居所有権 WohnungseigentumJは，土地およ

び地上建物を一体の不動産とする法制の下で，住居に対

する特別所有権（単独所有権ないし区分所有権）と土地

および建物共用部分の共有持分とが不可分に結合した権

利であり，民法上の共有の特別の一形態である。

②住居所有権法（WEG）は，民法上の持分による共

同関係とは異なり，まず，共同関係の非解消の原則

(WEGll条）を定め（例外につき後記③参照），また，

建築の変更のうち， 一定のものについては特別多数決で

足りるとする（2007年改正による WEG22条 1項・ 2

項） （後記⑦参照） 。

③共同財産の管理は，住居所有権者が共同して行う

(WEG21条 1項。BGB744条 1項参照） 。共同の管理

は，規約または集会での決議によって行う。
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④各住居所有権者は，規約及び決議に適合する管理を

請求することができ，もしこれらが存しないときは，公

平な判断に照らし「住居所有権者全体の利益に適合する

管理」を請求することができる（WEG21条4項） （日

本法と比較し， 明文上この請求権を認める点に特徴があ

る） 。 「住居所有権者全体の利益に適合する管理」とは，

「共同財産の秩序ある維持及び修繕」や「適当な維持準

備金の積立て」等がこれに該当する（WEG21条5項2

号.4号） 。

⑤住居所有権者が法律上必要な措置を行わないときは，

当該措置が法律，住居所有権者の規約文は決議に基づい

て生じない限りにおいて，住居所有権者に代わり裁判所

が， WEG43条の規定に基づく訴訟において，公平な裁

量に基づいて裁判をすることができる（WEG21条8

項） 。

⑥管理者は， 住居所有権者及び住居所有権者の共同体

に対して， 「共同財産の秩序ある維持及び修繕j に必要

な措置をとる権限を有し，義務を負う（WEG27条 1項

2号） 。

⑦「共同財産の秩序ある維持及び修繕」は， 過半数決

議により，又は各住居所有権者の請求が可能であるが，

「共同財産の秩序ある維持又は修繕」の範囲を超える建

築上の変更 ・出費に関し 「近代化措置 ・技術水準への

適合化のための措置」は，住居施設の特性を変更しない

限り，特別多数決議（住居所有権者の4分の 3以上で＼

かつ共有持分の過半数）により行うことができる

(WEG22条1項・ 2項） 。

③建物の大規模一部滅失 ・全部滅失（建物の価格の 2

分の lを超える滅失）の場合には，その損害が保険その

他の方法により填補されないときは，復旧の義務はない

(WEG22条4項）。復旧ができるのは，全員の合意が

ある場合に限る。他方，共同関係の廃止（共有物の分割

請求）ができるのは，規約に予め定めがある場合に限る

(WEGll条1項。②の共同関係非解消原則の例外） 。

ただい学説は，一般に，規約に予め定めがない場合で

も，共同関係の廃止が「秩序ある管理」に当たるときは，

過半数で廃止を決議でき（WEG21条3項），または各

区分所有者が廃止を請求できるとする（WEG21条4

項） 。廃止の決議または請求がなされた場合には，民法

の規定に従って土地および滅失建物についての分割がな

される（BGB752条， 753条） 。

2) 「非『解消の原則』 Jと「永続的な『秩序ある維持

管理』 J

ドイツ法では，民法上の共有において，共有者は，共

有物の「秩序ある管理」について多数決で決することが

できるだけではなく，前述のように，各共有者が請求で

きるとしており，いわば「秩序ある管理」が共有者相互

に権利および義務とされており（BGB745条 1項・ 2

項），これが区分所有関係にも引き継がれている

(WEG21条4項） 。

このような法制上の前提に立ち， ドイツの住居所有権

法は，区分所有建物（区分所有不動産）について，それ

に対する共同関係の性質上，一般の民事法の原則を破っ

て， 「非解消性の原貝lj」を掲げ（WEGll条），それゆ

えに，基本的に永続的な「秩序ある管理」を義務づけ

(WEG21条） ，必要に応じて特別多数決による「変

更Jを認めた（WEG22条1項 ・2項） 。この 「非解消

性の原貝lj」が解かれ， 「秩序ある管理Jが義務づけられ

なくなるのは，建物の大規模一部滅失または全部滅失の

場合で，かっ「再建」が不可能となった場合に限られ，

この場合には， 「共同関係の廃止Jへと方向づけられる。

区分所有建物の老朽化の場合においては， 「再建」 （建

替え）は予定されていない。次には，この点についてさ

らに検討しよう。

3）老朽化マンションに対する措置

日本法は，客観的な理由のし、かんを問わず特別多数決

による建替え，すなわち多数決議による「老朽化による

建替え」も認めているが（62条），このような建替え

について ドイツ法の下ではどのように理解されるのであ

ろうか。再度，検討してみよう。

まず，前提としてドイツ法では，前述のように，住居

所有権者，管理者および共同体（管理組合）には， 「秩

序ある管理j の義務があるので，相当な期間にわたり，

区分所有建物を老朽化に至らせない継続的な維持管理・

修繕義務がある。建替えは，建物の取壊しを前提として

新たに建物を建設するために まずもって， 「維持・修

繕の範囲を超える建築上の変更 ・出費」 (WEG22条 1

項参照）であるため， 「秩序ある管理」には該当しない。

それでは， 「変更」 (WEG22条1項・ 2項） に該当し

得るか。 ドイツ法上の「変更Jについては，①「近代化

措置 ・技術水準への適合化のための措置J，②「住居施

設の特性の不変更」，および③「住居所有権の権利の不

侵害」を要件していることから，建替えは， これらすべ

ての要件に抵触するから，法文上， 「変更」に該当する

余地はない。次に， ドイツ法では，建物の一部大規模滅

失または全部滅失の場合において，保険等により再建が

可能で、あるとき以外は，再建義務はない（「秩序ある管

理Jの義務（WEG21条3項 ・4項）を免れ， 「共同関

係の廃止Jへと方向づけられる） 。しかし， 「一部大規

模滅失または全部滅失」の中に，建物の「老朽J （ない

し朽廃）が解釈上盛り込まれる余地はなく ，再建（建替

え）や「共同関係の廃止Jが方向づけられることはない。

以上から， ドイツ法は，各区分所有者に管理が義務付

けられ，管理組合として管理を放棄することは許されず，
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適宜，改良がなされつつも，徹底的にマンションの維持

が図られる法制である。わが国の「成熟社会Jないし

「縮小都市j においては，現実には最も参考にされるべ

き法制であると思われる。ただ，ひとつには，団体的決

定としての建替えが一切認められないこと，ひとつには，

現実には，建物の維持を継続することが費用面から不合

理となったり，管理が放棄される場合が想定できること

から，この点においてドイツ法にも課題があると思われ

る。特に後者でいう現実には管理が放棄される場合に関

してはフランス法が参考になる。次にはフランス法を参

照しよう。

4）フランス法における荒廃マンションに対する措置

老朽化した区分所有建物に対してフランス法がし、かな

る態度をとっているかといった問し、かけについては，次

のように解答することになろう。区分所有建物の大規模

一部滅失については，多数決議による建物の再建（ここ

での再建は， 「復旧」と「建替えj の両方を含むが，原

状回復という意味での再建であるので，基本的には，

「建替え」の場合においても，従前の建物と基本的に同

ーの形状および用途の建物の再築であると解される。），

または，再建提案の否決による区分所有関係の終了 （そ

れに伴う清算ないし補償）の制度が設けられている

(1965年法 38条2項， 41条）が認められているが，

老朽化した区分所有建物については，もっぱらそのよう

な老朽化（効用の減退）の進行を食い止め，さらに回復

を図るための「維持 ・管理」ないし「改良」のみが認め

られ，建替えまたは区分所有関係の解消は認められてい

ない。したがって，基本的にはドイツ法と同様の立場を

採っている。

しかし，区分所有者相互間の調整（純粋私法の領域）

によっては，上のような「維持・管理」ないし「改良J

が主として財政的な事情によって実現できないような場

合（荒廃（前）区分所有建物） Jには，管理者等の請求

により裁判所により特別受任者や仮管理者が選任され，

まずは区分所有建物の健全な維持 ・管理の回復が図られ

るべき措置が立法上用意されている（29条の lA条以

下） 。また，行政法規（建設 ・住居法典L 129条の

1）に基づき， 市町村長は，暖房やエレベ タが作動し

ないなど，共用施設の機能に欠陥があるかまたは管理が

なされない場合には，共用設備の安全のための修繕命令

を当該居住目的区分所有建物に対して出すことができ，

最終的には，裁判所による所有者欠如の宣言を経て，荒

廃区分所有建物を公用（住居もしくは他の使用目的，ま

たは建物の取り壊し等）のために収用することができる

（同L.615条の6以下） 。このように老朽化が進行し，

区分所有者が自力でそれを食い止められない場合には，

荒廃区分所有建物（または荒廃前区分所有建物）として，
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第 1には司法を通じて当該区分所有建物の維持・管理 ・

回復が図られ，また，行政による是正命令がなされ，第

2には，それらが効を奏しないときには，公用のための

収用がなされる。

わが国の「成熟都市」 ないし「縮小都市Jにおけるマ

ンションの最重要の課題は，徹底的な維持・管理・改良

を図ることであるが（立法上は，各区分所有者に維持 ・

管理の権利を認め，またその義務を課する。），それで

も，管理が放棄されるマンションが現実には出現するで

あろうから，フランスの荒廃前または荒廃後の区分所有

建物に対する制度は大いに参考とされるべきであろう。

3. 3 諸外国法制と日本の法制lとの比較

1) 老朽化した区分所有建物をめぐる区分所有者間の最

終的な権利の調整

老朽化した区分所有建物に関する法制度に関し，日本

の法制では，区分所有者は， 一方では，共用部分の管理

(18条）または変更（17条）の規定に従い，集会での

多数決議（過半数決議または特別多数決議）に基づいて，

維持（定期的な大規模修繕を含む。）または改良を行う

ことを予定しており，他方では，建替えの諸規定（62

条～64条，69条，70条）に従い，特別多数決議に基

づいて建物を取り壊して新たな建物を再築することを予

定している。 日本の建替え制度については，建替え決議

までは従前の管理組合（区分所有法 3条でいう区分所

有者の団体）が管理の一環としてその決定（区分所有者

による共同決定）を行うのであり，その決定の反対者も

当該決定に拘束されるが，反対者は，建替え事業（建物

の取壊しと新たな建物の再築）に参加する必要はなく，

売渡請求を受けることにより「時価」による金銭給付

（「区分所有権についての金銭補償」と「共用部分およ

び敷地についての共有物分割としての価格賠償」）を受

けて，従前の区分所有関係から離脱する（建替え事業は，

反対者を排除した建替え参加者（買受指定者も含む。）

のみによって行われる） 。したがって， 日本法は，老朽

化した区分所有建物をめぐる区分所有者間の最終的な権

利の調整（清算）の方法として建替え制度を設けており，

区分所有者による新たな建物の再築を前提としない「区

分所有関係の解消ないし終了Jの制度を採用していない。

この点に関して，諸外国の法制度を見ると，老朽化し

た区分所有建物をめぐる区分所有者間の最終的な権利の

調整（清算）の方法として建替え制度を設けているのは，

韓国のみである（既に述べたように韓国は，同制度を日

本法より継受した。なお，近年，中国も同制度を採用し

た） 。これに対して，英米法系のイギリス（コモンホー

ル ド法）とアメ リカ（統一法および大多数の州法） は，

「区分所有関係の解消ないし終了」の制度を採用してい

るが，大陸法系の ドイ ツおよびフランスは，私法におけ

住総研 研究論文集N"38, ZOil年版



る区分所有者間の最終的な権利の調整（清算）の方法と

しての解消ないし終了自体を，建物の大規模滅失（全部

滅失も含む。）以外については認めていない。いずれに

しても，イギリス，アメリカ， ドイ ツ，フランスにおい

ては，区分所有の法制度上，建替え制度を採用していな

し、。

なお，特筆すべきは，老朽化した区分所有建物をめぐ

る区分所有者間の最終的な権利の調整（清算）の方法を

有していないドイツおよびフランスだけでなく，イギリ

スおよびアメリカにおいても，当該区分所有建物を継続

的に維持・管理していくこと（いわゆる「長寿命化J) 

が，区分所有者聞における義務として，その方法は異な

るが法制上明確に位置付けられていることである。これ

に対して， 日本（および韓国）においては，この点につ

いては，実態ないし政策上はともかく，法制上は明確な

位置付けはなされていない。

ここで＼ 「老朽化した区分所有建物をめぐる区分所有

者聞の最終的な権利の調整（清算）の方法」について，

比較法上の類型化を試みると，①建替えによるとする立

法例（日本，韓国，中国），②区分所有関係の解消ない

し終了によるとする立法例（イギリス，アメリカ等），

③最終的な権利の調整（清算）を予定しない立法例（ド

イツ，フランス等）と言う ことになる。さて， 「成熟社

会」ないし「縮小都市」においては，どの方向を中心に

据えるべきか。 後に改めて検討しよう。

2）普遍的なモデルの不存在と多様な法制度

人聞が集合住宅に居住するようになったのは，たとえ

ば古代ローマの 「インスラJと呼ばれる 2階～7階建て

の「賃貸集合住宅」以来， 2000年近い歴史があるが，

「区分所有」としづ形で 1棟の建物を複数の者が所有し

居住するようになったのは約 100年前からであり，こ

の形態の集合住宅が欧米を初めとする世界の都市部で普

及してからは 50年～70年程度しか経過していない。し

たがって，大量の老朽化した区分所有建物の「終末」に

ついては，いまだどの国も経験していない。むしろ，今

後の各国においての大きな社会的問題になるものと思わ

れる。

このよ うな状況下にあって，現時点では，諸外国にお

いて，大量の「老朽化した区分所有建物」を想定して，

言い換えれば「成熟社会」ないし「縮小都市j における

マンションを対象として，当該マンションに対する区分

所有者聞の権利の調整および地域との関係を明確に規律

した法制度，したがって，そのための普遍的なモデ、ルと

なり得る法制度は存在しないと考える。いわば，日本を

含め「各国各様」の法制度を有しているとも言える（た

だ，前述のとおり大きく 3つに類型化することができょ

う） 。ただ， 「終末」についての明確な経験はないもの

の，各国それぞれに，そのような場合を想定し，また，

そのような場合をも包含し得る法制度は存在しており，

特にわが国において喫緊の問題を解決するために参考と

すべき事項は少なくないと思われる（なお，蛇足ながら

付言すると，わが国には「建替え」 制度が存在するがゆ

えに， 「老朽化した区分所有建物Jについて喫緊の問題

「建替えが円滑に進まないのではないかJという問

題 となるという構図があると考えられる） 。

3）最終的な権利の調整が建替えである場合の課題

老朽化した区分所有建物をめぐる区分所有者聞の最終

的な権利の調整（清算）の方法として，これを建替えに

よるとする日本（および韓国）の立法例においては，そ

のための多数決議の成立を前提とする。特に韓国の法制

度およびそれを支える社会的背景が明らかに示している

ように，多数決議が成立するためには，多数の区分所有

者が，従前建物の解体のための費用，新建物の建設費用，

新建物建設工事期間中の居住費用等が必要とされること

から，まず，相当額の費用負担に耐えられなければなら

ない。次に，それだけではなく，建替え反対者（不参加

者）に対する f補償」の分担（多数決要件が緩和される

に従ってその分担の割合は高くなる。）を少なくても一

時的には（最終的には 「補償J相当額の売却益等を取得

できたことにより，分担額を回収できたとしても。）し

なければならない。したがって，基本的には，建替えに

よって余剰床を産み出すことによって，多数の区分所有

者が賛成できる程度まで各自の費用負担が軽減されなけ

ればならず，多数決要件が緩和されればされるほど，建

替え反対者（不参加者）に対する「補償」の分担の割合

が増加することから，より多くの余剰床の創出が必要と

される。余剰床の創出は，実際上はその需要の程度に依

拠することから，既に多くの論者によって指摘されてい

るよ うに，需要が見込める相当条件のょいところでない

限り，多数の賛成者を得て建替え決議が成立することは

困難となる。今日の社会経済状況（人口減，高齢化，低

成長等）を勘案すると，全体の住宅需要には限りがある

ことから，多数の（仮に現行の 5分の4以上としづ割合

でない場合でも）賛成者が得られるのは，マンション全

体から見れば，そのうちのごく一部ということになろう。

比較法的に見て， 「建替えj としづ法制度は，老朽化し

た区分所有建物をめぐる区分所有者間の最終的な権利の

調整（清算）の方法としての一つの有用な制度であり，

これが実行可能である場合には（近年の韓国において見

られたように）活用すべき制度ではあるが，以上のよう

な実際上の限界も十分に認識すべきであり，今日のわが

国の社会経済状況下（「成熟社会」ないし「縮ノト都

市」）においては，この制度を活用できる区分所有建物

は限定的なものであると思われる。
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4）最終的な権利の調整が建替え以外の方法による場合

の課題

それでは，老朽化した区分所有建物をめぐる区分所有

者間の最終的な権利の調整（清算）の方法に関して，

「区分所有関係の解消ないし終了によるとする立法例J

（イギリス，アメリカ）および「最終的な権利の調整

（清算）を予定しない立法例（ドイツ，フランス）」の

下においては，どのような課題があるのか。今後のわが

国の「成熟社会」ないし「縮小都市」における制度設定

を考えるにあたり，ごく簡単に比較法的考察をしておき

たい。

まず，前者においては，たしかに建替えの場合のよう

な費用負担の問題は存在しないが，多数の区分所有者に

とって，現住建物は老朽化しているものの当該建物と同

程度以上の住居を獲得するに足りる清算金の受領が見込

めない限りは，一般的には解消決議（ 5分4以上等の賛

成を要する）に成立せず，同決議は成立しないと思われ

る。ここでも開発利益の有無が決議の成否を決すること

になると思われ，イギリスでは間決議の成立はO件（も

っともコモンホールドによる建物は現時点ではほとんど

普及していない。），アメリカでも，筆者は正確なデー

タを把握していないが，災害等による建物の滅失の場合

を除くと，間決議の成立はごくわずかであると推測でき

る。以上の点がイギリスおよびアメリカの立法例の課題

であると思われるが，しかし，両国とも次のドイツおよ

びフランスのような立場を基本とし，例外的にのみ解消

決議を認めるという立法例であると理解した場合には，

この課題はそれほど問題視するに値しないことになる。

次に， ドイツおよびフランスの「最終的な権利の調整

（清算）を予定しない立法例」の下では，徹底的に建物

の老朽化を予防し，また，時代に適合させた改良を施し

つつ維持・回復が図られることが予定されているものと

思われる。このような立場だからこそ， ドイツの立法例

には見られないが，フランスの立法例に見られるように，

前述のように，建物の荒廃の兆候が顕在化した場合には

司法および行政が積極的に介入して荒廃の予防を行い，

また3 最終的に回復しがたい荒廃に至った場合には，区

分所有者自身による解消（決議）といった制度を持たな

い以上，公用のための収用という手段をとらざるを得な

いと思われる。 ドイツおよびフランスの立法例（特にド

イツの立法例）の課題を挙げるならば，前述したように，

現実において，建物について徹底的に老朽化を防止し回

復を図っても，それ以上の延命化が特に社会経済的見地

から見た場合に非効率的であるといったこと（わが国の

2002年改正法の前に存在した 「費用の過分性」要件の

視点）は考慮、しなくてよいのか，その具体的な制度とし

て区分所有者自身による解消等の決議といった選択肢を

設けなくてよいのか，さらには一定の要件の下での，大

規模滅失の場合に準じた各区分所有者からの解消請求や，

行政による解消命令（当該不動産を処分して売却代金を

分割すべしとする命令）等の制度を設けなくてよいのか，

といった課題である。

4.結び

4. 1 まとめと若干の補足

本稿では，わが国の「成熟社会」ないし「縮ノト都市」

において居住はどうあるべきかについて， 「住居所有

権」の行使（使用・収益・処分・放置）を中軸に据えて，

戸建てとマンションとに分けて考察してきた。

若干の補足をしつつ結論を述べると，戸建てに関して

は，できるだけ空き家や空き地が発生しないような立法

上・政策上の措置（個人レベルで「放置」の選択に至ら

ざるを得ないような状況を防止する措置）を講じながら

も，同措置が特に講じられていない実状においては，住

居所有権の行使として「放置」の自由を容認して，すな

わち，空き家（ないし老朽建物）または空き地の発生を

前提として，その後の「縮小都市」における再生のあり

方を地域を含む社会全体で考えるべきである。再生のあ

り方は，多様な目的に応じて，多様な主体が基本的には

当該住居所有権者との個別の契約を通じて（「創設的手

法」）， 「縮小都市」ないし 「成熟社会」にふさわしい

形で展開されるべきであり ，そして，その動きが各地域

の都市計画に吸い上げられ，結果的に，そのような都市

計画に基づいて住宅所有権の自由が制限されることにな

るべきである。動的に見れば， 「個人の自由な住居所有

権j から都市計画における「公共に義務づけられる所有

権Jへと上昇する過程L 都市計画の側から「個人の自

由な住居所有権j が制約される過程との相互作用によっ

て，健全な「縮ノト都市Jが形成されることになる。

マンションの住居所有権に関しては，諸外国の立法例

を参考にするなどして得られた（暫定的な）結論として，

「縮小都市」ないし「成熟社会j の下での最も重要な課

題は，マンションの維持・管理ないし改良により徹底的

に長寿命化・延命化を図り，マンションの「放置」を未

然に防止することであり，立法上は各区分所有者に維

持・管理の権利を認め，またその義務を課すべき法制を

確立することである。ただ，他方では，実効性はそう高

くはないとも思われるが，副次的な制度として，建替え

だけではなく解消（一括売却）を，団体的決定（多数決

による住居所有権行使の選択）によって可能とすること

によって，管理組合が自力で「放置」を防止して再生な

いし消滅を図ることができるようにすべきである。ここ

では，前者の区分所有関係の継続義務（建物の維持義

務）と後者の区分所有関係の解消（建替えを含む。）と

の関係が問題となり得るが，後者についての団体的決定

「
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（特別多数決議）がなされた場合には同決定が優先する

が，それがない限りは，前者が徹底して貫かれるべきで

ある。

以上の法制度が確立したとしても，それでも現実には

（区分所有者相互の建物維持の義務が制度上創設されれ

ば，現実にはそれほど多くは発生しないと思われるが），

管理が放棄され「放置Jされるマンションが出現するで

あろう。その場合には，フランス法の荒廃前または荒廃

後の区分所有建物に対する措置を参考として， 何らかの

司法上ないし行政上の措置が必要とされよう。

4. 2 残された課題

本稿の考察により， 「成熟社会」ないし「縮小都市」

における今後の住居所有権のあり方について一定の結論

は得られたが，特にマンションに関しては，その「放

置」を防止するための区分所有者の団体（管理組合）内

部での制度のあり方，およびその「放置」前と後におけ

る行政の制度面での係わり方など，その細部については

課題とすべきことが少なくない。また，マンションの

「放置」を防止する（副次的な）制度としての建替えに

ついては，今日わが国の自治体で広まりつつある建物の

高さ規制との関係が問題となる。以下では，これらにつ

いて， 今後の課題と して検討するための覚え書きとして

若干のことを述べておこう。

1) マンションの「放置Jを防止するための多様な制度

の検討

上で述べたように， 「縮ノト都市」ないし「成熟社会」

の下でのマンションの最も重要な課題は，維持・管理 ・

改良によってマンションの長寿命化・ 延命化を図りマン

ションの「放置」を未然に防止することであるが，マン

ションの空室化が進行した場合には，空室の区分所有者

も管理費等の支払を免れるわけではないが，事実上管理

費等の支払が滞りがちになり ，また，戸建て住宅の空き

家の増加による地域の停滞や地方都市の中心市街地の衰

退の場合と同じように当該マンションから活気が失われ，

定期的な大規模修繕や必要に応じた改良の実施が阻害さ

れ（そのような決議が否決される。），その結果として

ますます空室化が進み，最終的には管理放棄によるマン

ションの「放置」に陥るおそれがある。ここでも戸建て

住宅における場合と同様にマンションの空室化自体は容

認しつつ（もちろん管理慨怠に起因する空室化は食い止

めなければならないが），発生した空室については，当

該管理組合が，戦略的 ・組織的に再利用を図って当該空

室の区分所有者と契約を締結し，これを通じてマンショ

ン全体を再生させる手法が考えられる。そこでの契約の

内容は，管理費等の管理組合に対する債務（管理費等の

定期的な債務のほか，改良等のための将来負担する可能
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性のある債務を含むこともある。）と賃料とを相殺する

形で管理組合が当該空室の賃借権を取得したり，または

同債務と売買代金とを相殺する形で管理組合が区分所有

権を取得するとしづ方法等が考えられる。管理組合が賃

借権を取得した場合には，当該空室を他の区分所有者や

それ以外の第三者に賃貸（転貸）して賃料を取得しそれ

を維持・管理のための費用に充て，所有権を取得した場

合には，それを売却してその代金を維持 ・管理のための

費用に充てたり，または当該空室部分を規約共用部分

（所有権の帰属は管理組合法人または区分所有者全員）

として区分所有者全員のための有益な施設として管理組

合において管理すること等が考えられる 12）。 ここにお

いて管理のための団体である管理組合が特に賃貸や売買

に関する業務を行 うことができるか否かに関しては議論

のあり得ると ころであり，以上の脈絡の下では賃料や売

却代金が維持 ・管理のための費用に充当されること，お

よび空室を減少させマンションを維持・管理を活性化さ

せることから管理に関する業務と解される余地もあるが，

なお検討が必要である。

その他，マンションの「放置」を未然に防止するため

の措置として，現行の建替え制度だけでなく， リモデリ

ング（建物の老朽化抑止または機能向上などのために専

有部分の増築 ・改築 ・減築・大修繕を含む再生の方式）

13）や，再生のための信託制度（再生のために区分所有

権を受託者に移転し，委託者たる区分所有者は，受益権

として新たな建物の区分所有権，賃借権，または補償金

を取得する方式） 14）など様々な制度を検討する必要が

あろう。また，以上のような私法上の制度と共に，フラ

ンス法に見られる公法上の制度（荒廃前または荒廃後の

区分所有建物に対する措置）の検討も欠かせないであろ

う（なお，仮に荒廃区分所有建物の収用制度を採用する

とした場合には， 収用後の再生については前述の戸建て

の場合の空き家 ・空き地の再生が参考になろう） 。

2）マンション建替えと高さ規制

マンションの「放置」を防止する（副次的な）制度と

しての建替えについては 今日わが国の自治体で広まり

つつある都市計画高度地区の最高高さ制限との関係が問

題となる。これに対しては，マンションの建替えにおい

て容積率を有効活用できなくなり戸数を増やす計画が制

限されて費用負担が増え，しいては建替えの実現を困難

にするとの有力な反対意見がある（このような反対意見

に対しては，周辺の住環境への配慮、等がなされた建替え

計画については地区計画を決定し高さ制限を緩和すると

の提案もなされている） 。本稿との関連で言えば，高さ

制限は健全な「縮ノト都市」の実現を目指すものであり，

他方，建替えは，マンションの再生に貢献し，マンショ

ンが「放置」されるのを防止するための有効な手段であ
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ることから，両者をどのように調整するのかは大きな問

題である。紙幅の関係もあるので，次の 2点だけを述べ

るに止め，今後の検討課題としたい。第 1は， 「成熟社

会」ないし「縮小都市」においては，人口の増加は見込

めなし、から，空間的に見ると，建替えにより戸数増を達

成できたマンションの出現の背後では，空き家・空室の

増加があり，建替えが困難となるマンションの出現があ

る。また，時間的に見ると，建替えのたびに，戸数増の

ための一層の高層化が必要となる。第 2は，現に利用し

ている居住等のための空間については現況での利用の限

りにおいては最大限尊重されるべきであるが，特に一定

の高さ以上の空間については，本来的に公共のものであ

り，当該空間の再利用にあたっては，従前の空間利用に

つき一定の配慮、はなされるものの，その時々の公共的な

観点からの制限に服するべきである。 「成熟社会」ない

し「縮ノト都市」における公共的観点からの空間の利用に

ついては，まさに「縮小j が基本的に求められている。

<i.主＞
1) 民法 239条は，自然物や相続人のない場合だけでなく

遺棄（所有権の放棄）を原因とする無主の動産または

不動産の取得または帰属を定めていると解されるが，

このことは，遺棄（所有権の放棄）の自由を容認して

いるものと解すべきではない。

2) マンションの敷地や共用部分の一部を管理組合が賃貸

する等の管理組合の経営管理の可能性については，

「小林秀樹，持続可能な街づくりにおけるマンション

の可能性と課題 維持管理から経営管理への発展と法

制度のあり方 j，マンション学 36号 38頁以下，

2010年参照。

3) なお，⑥の場合については，建物の取壊し後は従前の

区分所有者の土地のみの共有関係となり，各共有者は，

いつでも他の共有者に対して分割請求が可能となる

（民法 256条）ので，建物の取壊しについては， 「処

分」に該当するとして④に準じて考えればよいと思

われる。したがって，以下では⑤を別個の選択肢とし

ては扱わない。

4) 韓国の建替え制度については，萎倣臣教授（韓国 ・朝

鮮大学）からの情報提供に基ついている。

5) 藤巻梓「改正ドイツ住居所有権法（試訳）」早稲田法

学83巻4号 199-218頁， 2008年参照。

6) フランスの法制度については，舟橋哲教授（立正大

学）および吉井啓子教授（園皐院大皐）からの情報提

供に基づいている。また，寺尾仁，槍谷美恵子『フラ

ンスにおける荒廃区分所有建物の処分に関する法制度

とその運用の研究』財団法人第一住宅建設協会調査

報告書，2008年6月参照。

7) 大里子武「イギリスの区分所有建物における所有 ・管理

方式について」日本不動産学会誌 87号 58-61頁，

2009年および同「イギリス区分所有法の管理制度の考

察」 『稲本洋之助古稀記念論文集』日本評論社， 233-

259頁， 2006年参照。

8) 花房博文「Condominium法制の比較法的分析」日本

不動産学会誌 87号 26-31頁， 2009年参照。

9) 丁志映「韓国のマンション事情」マンション学 31号

42頁， 2008年参照。

10) 萎焼事臣教授（韓国 ・朝鮮大学）からの情報提供による。

11) 東京都都市整備局『東京のマンション 2009』2009年
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10月， 62頁のデータより算出。

12) 五十嵐敬喜，野口和雄，萩原淳司『都市計画法改正一

「土地総有」の提言一』第一法規， 2009年8月，178

頁は， 「全戸を管理組合法人が借上げ，区分所有者が

賃借する」こと等を提案しているが，その法律構成

（同書の主張する総有論との関係および区分所有法（管

理所有等）との関係）は必ずしも明確ではないが，その

意図するところは，区分所有者による管理が破綻して

いる場合において，区分所有者の権限を制限して管理

組合法人による一元的管理を行うというものであろう

か。

13) 丁志映 ・前掲（注9）および美嚇臣「韓国の共同住宅

とリモデリンク守制度」マンション学 31号 36頁以下，

2008年参照。

14) 鎌野邦樹「マンションの再生と解消」 『丸山英気先生

古稀記念論文集』プログレス， 85頁以下， 2009年参

日召。

＜研究協力者＞

美嚇臣（韓国 ・朝鮮大学教授） ，藤巻梓（静岡大学准

教授），舟橋哲（立正大学教授） ，吉井啓子（園皐院

大皐教授），大野武 （明治学院大学准教授），花房博

文（創価大学教授） ，カライ スコス・アン トニオス

（京都学園大学専任講師）
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