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トラブルに関 する規 約 と裁 判 の判 例
前回に引き続き「マンションとトラブル」に関して考えてみたいと思います。
今回の特集のテーマである「マンションとトラブル」に関係する事項を、「中高層共同住宅標準管理規約・平成 16
年改正」の改正条項とコメントの中からあげてみましょう。「平成 16 年改正」の大きな目玉は、まさに「トラブル」防
止のための標準管理規約の改正であるといっても過言ではありません。それはコメント全般関係の頭の①に新設
され、住まい方のルールを定めておくことの重要さの指摘をみてもおわかりだと思います。

「中高層共同住宅標準管理規約のマンションを取り巻く情勢の変化を踏まえた改正」
（１）新しい管理組合業務の
追加

資するものであることから、管理

きる旨を規定（単棟型第 60 条第

組合の業務として、地域コミュニ

３項等）しました。

ティにも配慮した居住者間のコミ

①修繕等の履歴情報の整理及び
管理
マンションの適正管理には適
時適切に修繕を行うことが必要で
あることを踏まえ、工事施工業者
や修繕の費用、個所、時期等修
繕に係る履歴情報を整理して後
に参照できるよう管理し、今後の
修繕を円滑に行うため、修繕等の
履歴情報の整理及び管理等（単
棟型第 32 条第６号等）を管理組
合の業務として規定しました。

ュニティ形成（単棟型第 32 条第
15 号等）を規定しました

目 次

特集

窓ガラス等の開口部に関する

(2)未納管理費の請求に
関する規定の充実

②コミュニティ形成
コミュニティ形成は、日常的なト
ラブルの未然防止や大規模修繕
工事等の円滑な実施などに

(3)環境問題、防犯問題へ
の対応の充実
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

管理費はマンションの維持、

に資するものについては、管理

管理の財源であり、その滞納は

組合がその責任と負担において

適正管理を脅かす問題であるこ

計画修繕として実施するものとし

とにかんがみ、滞納問題に適時

管理組合が速やかに工事を実

適切に対応できるよう、共用部

施できない場合は、区分所有者

分の管理に関する事項は、原則

の責任と負担で実施することに

総会決議で決するところ、未納

ついて細則を定める旨を規定

の管理費等の請求に関しては、

（単棟型第 22 条等）しました。

理事会決議により、理事長が、
管理組合を代表して、訴訟その
他法的措置を 遂行る こ と が で

マンションとトラブル -２-

中高層共同住宅標準管理規約の

マンションに係る紛争事例（費用負担、専用使用権

マンションを取り巻く情勢の変化を踏まえた改正
１・２・３

専有・共用部分の問題について）

４・５・６
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（備考）「標準管理規約の改正

のポイント」は単棟型、団地
型、複合用途型の共通事項で
す。「国土交通省・中高層共同住宅
標準管理規約の改正について・平成
16 年1 月23 日、住宅局住宅総合整
備課マンション管理対策室」

が重要であるとともに、社会的に

の適正化法の規定を踏まえ、国

は、マンションを社会的資産とし

は、管理組合が、各マンションの

て、その資産価値を保全するこ

実態に応じて、管理規約を制

マンションが重要な居住形態

とが要請されている。 このような

定、変更する際の参考として、こ

となっている中で、マンションの

状況の中で、管理組合はマンシ

のマンション標準管理規約及び

快適な居住環境を確保するた

ョンを適正に管理するよう努め、

マンション標準管理規約コメント

め、区分所有者、具体的な住ま

国は情報提供等の措置を講ず

を作成し、その周知を図るもので

い方のルールを定めておくこと

るよう努めなければならない旨

ある。

より詳細に規定しました。また、

最近のマンションにおける設備状
況を踏まえ、インターネット通信設
備、オートロック設備、宅配ボックス
等を共用部分として規定するととも
に、給排水管の共用部分の範囲を

マンション標準管理
規約(単棟型)コメント

ペット飼育を認めない場合、容
認する場合のそれぞれの規約
案文例をコメントに記載するな
ど、コメントの充実を図りました。

先号はペットに関するトラブルに対するもので、規約で（使用細則）第 18 条とそのコメントを取り上げました。今回
はそれ以外の改正ポイントを取り上げましょう。（窓ガラス等の改良）第２２条、（管理費）第２７条、(業務)第３２条、(管
理費の徴収)第６０条です。 ○部分は、本 NPO がコメントに追加書き込みました。太字部分は主要改正部分です。

（１）窓ガラス等の改良＜第２２条＞
１ 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にお
いて、計画修繕としてこれを実施するものとする。
２ 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。
第２２条関係コメント
①窓枠、窓ガラス及び玄関扉
(玄関扉にあっては、錠及び内
部塗装部分を除く。以下「開口
部」という。)については、第７条
第二号及び第三号において占
有部分に含まれないこととされ
ていること、専有部分に属さな
い「建物の部分」については、
第８条の基づく別表②第２にお
いて共用部分とされていること
から、開口部は共用部分として
扱うこととなる。

②また、区分所有法は、その形状
又は効用の著しい変更を伴わな
い共用部分の変更について、集
会の普通決議により決することを
定めている。
③第１項は、防犯、防音又は断熱
等の住宅の性能の向上のため
行われる開口部の改良工事に
ついては、原則として、他の共
用部分と同様に計画修繕の対
象とすべき旨を規定したもので
ある。④第２項は、開口部の改
良工事については、治安上の問

題を踏まえた防犯性能の向上
や、結露から発生したカビやダ
ニによるシックハウス問題を改
善するための断熱性の向上
等、一棟全戸ではなく一部の
住戸において緊急かつ重大な
必要性が生じる場合もありえる
ことにかんがみ、計画修繕によ
りただちに開口部の改良を行う
ことが困難な場合には、各区分
所有者の責任と負担において
工事を行うことができるよう、細
則をあらかじめ定めるべきこと
を規定したものである。

（２）管理費 ＜第２７条＞
一
二
三
四
五
六
七

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。
管理員人件費
公租公課
共用設備の保守維持費及び運転費
備品費、通信費その他の事務費
共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
経常的な補修費
清掃費、消毒費及びごみ処理費
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委託業務費
専門的知識を有する者の活用に要する費用
地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
管理組合の運営に要する費用
その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

第 27 条関係 コメント
① 管理組合の運営に要する費用
には役員活動費も含まれ、これ
については一般の人件費等を
勘案して定めるものとするが、役
員は区分所有者全員の利益の
ために活動することにかんが
み、適正な水準に設定することと
する。
② コミュニティ形成は、日常的なト
ラブルの未然防止や大規模修

繕工事等の円滑な実施などに資
するものであり、マンションの適正
管理を主体的に実施する管理組
合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められる
のは、管理組合が居住者間のコミ
ュニティ形成のために実施する催
事の開催費用等居住者間のコミ
ュニティ形成や、管理組合役員が
地域の町内会に出席する際に支
出する経費等の地域コミュニティ

にも配慮した管理組合活動であ
る。他方、各居住者が各自の判断
で自治会、町内会等に加入する
場合に 支払う こ と と な る 自治会
費、町内会費等は地域コミュニテ
ィの維持・育成のため居住者が任
意に負担するものであり、マンショ
ンという共有財産を維持・管理し
ていくための費用である管理費等
とは別のものである。

（３）業務 ＜ 第３２条＞
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七

管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
管理組合が管理する敷地及び共用部分等（以下本条及び第４８条において「組合管理部分」という。）の
保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
組合管理部分の修繕
長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
適正化法第１０３条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
修繕等の履歴情報の整理及び管理等
共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
区分所有者が管理する専用使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
敷地及び共用部分等の変更及び運営
修繕積立金の運用
官公署、町内会等との渉外業務
風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
防災に関する業務
広報及び連絡業務
地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
管理組合の消滅時における残余財産の清算
その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務

第 32 条関係コメント ①〜⑤略
⑥修繕等の履歴情報とは、大規模
修繕工事、計画修繕工事及び設
備改修工事等の修繕の時期、箇
所、費用及び工事施工者等や、
設備の保守点検、建築基準法第
１２条第１項及び第２項の特殊建
築物等の定期調査報告及び建築
設備（昇降機を含む。）の定期検
査報告、消防法第８条の２の２の
防火対象物定期点検報告等の法
定点検など、維持管理の情報で
あり、整理して後に参照できるよ

う管理しておくことが今後の修繕
管理等（単棟型第 32 条第６号
等を適切に実施するために有効
等）を管理組合の業務として規
な情報である。
定しました。
○修繕等の履歴情報の整理及び ○コミュニティ形成は、日常的なト
管理
ラブルの未然防止や大規模修
マンションの適正管理には適
繕工事等の円滑な実施などに
時適切に修繕を行うことが必要
資するものであることから、管
であることを踏まえ、工事施工
理組合の業務として、地域コミ
業者や修繕の費用、個所、時期
ュニティにも配慮した居住者間
等修繕に係る履歴情報を整理し
のコミュニティ形成（単棟型第
て後に参照できるよう管理し、今
32 条第 15 号等）を規定しまし
後の修繕を円滑に行うため、修
た。
繕等の履歴情報の整理及び

（４）管理費等の徴収＜第 60 条＞
１ 管理組合は、第２５条に定める管理費等及び第２９条に定める使用料について、組合員が各自開設する預
金口座から自動振替の方法により第６２条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに
一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合はは、別に定めるところによる。
２ 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、
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年利○％の遅延損害金と、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。
３ 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。
４ 第２項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第２７
条に定める費用に充当する。
５ 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
第 60 条関係コメント
① 管理費等に関し、組合員が各自
開設する預金口座から自動振替
の方法により管理組合の口座に
受け入れる旨を規定する第１項の
規定は、原則方式又は支払一任
代行方式（いずれも、集金代行会
社委託等を除く。）を前提とした規

定であり、集金代行会社委託
等による原則方式又は支払一
任代行方式や、収納代行方式
をとる場合にはその実状にあっ
た規定とする必要がある② 督
促及び徴収に要する費用と
は、次のような費用である。
ア）配達証明付内容証明郵便に

による督促は、郵便代の実費
及び事務手数料
イ）支払督促申立その他の法的
措置については、それに伴う
印紙代、予納切手代、その他
の実費
ウ）その他督促及び徴収に要し
た費用

マンションに係る紛争事例（費用負担、専用使用権、専有・共用部分の問題について）
マンション管理に係るトラブルもこじれると、裁判に持ち込まれます。ここでは、社）高層住宅管理業協会から
発行されている『マンション管理に係る紛争事例集』（Ｈ１８．２改訂）に基づいて、マンションに係る裁判例をご紹
介します。
（なお、同判決を受けて、同事例
控える旨を通知するなど、十
(1) 費用負担に関するトラブル
集では、前区分所有者が滞納し
分な手続きを踏んでいると
た駐車場使用料については、駐
し、やや穏当さを欠くが、名
１）管理費等の支払義務者について
車場が専用庭のように特定の専
誉を害する不法行為にはな
共用部分の管理に必要な、管理
有部分に付従するものとはいえ
らないとされた。（東京地裁
費等（管理費、修繕積立金、大規
ないので、支払義務を負うもの
平成１１年１２月２４日判決）
模修繕工事の一時負担金など）
ではないことになろうと解説され
② 滞納者に対する給湯停止
は区分所有者全員が支払義務を
ています。）
措置が不法行為になるか否
負います。区分所有者の特定承
④競落人（買受人）も特定承継人
かが問題になったケースで
継人（既存マンションの買主、贈
である。（東京地裁 平成９年６
す。
与を受けた者、競落人など）およ
月２６日判決）
マンション全体でボイラー・空
び、包括承継人（相続、合併など
⑤包括承継人は、前区分所有者
調機を持ちセントラル給湯・
により承継する者）も区分所有者
が死亡や解散によって消滅し、
暖冷房をしている場合のよう
としての支払義務を負います。た
その権利義務一切を引継ぐこと
ですが、給湯という日常生活
だし特定承継人の場合は、その
になるから、前区分所有者に対
に不可欠のサービスを止め
責任の範囲には注意が必要で
する請求権が残る余地はな
るのは、管理費等の滞納解
す。
い、と解説されています。
決に他の方法をとることが著
①未売却住戸の売主（分譲業者）で
しく困難か、実際上効果がな
あっても、未分譲の区分所有権を
２）管理費等の滞納者に対する制
い場合に限って認められると
有する以上、管理等を支払わね
裁措置について
し、先ず、給湯停止前に、冷
ばならない。（東京地裁 平成２年
管理費等の滞納者に対する制
暖房の供給停止を条件に滞
１０月２６日判決）
裁措置としては、氏名の公表、
納分支払いを求める交渉を
ただし、未売却住戸の売主が管
電気・ガス・水道の停止、共用
すべきであった、また、冷暖
理費等を負担しない旨の特約が
部分の使用禁止などを行うこと
房費が入居１年後に請求さ
無効でないとされた事例がある。
ができるか否かが、理事会など
れたことも滞納の原因となっ
（大阪高裁 昭和６３年１１月２２日
でも議論されることもあるかと思
たとし、給湯停止措置は、権
判決）
います。
利の乱用に当たり、不法行
②譲渡担保権者（譲渡担保として本
①滞納者の氏名等を立看板に記
為となるとした。（東京地裁
件建物を取得した者）も規約にい
載し公表したことが名誉毀損に
平成２年１月３０日判決）
う区分所有者にあたる。（東京地
よる不法行為になるか否かが
③ 滞納者に対する専有部分の
裁 平成６年３月２９日判決）
問題となったケースです。
使用禁止が認められるか否
③特定承継人は、前区分所有者が
別荘地の管理費滞納で、マン
かが問題になったケースで
滞納した専用庭使用料の支払義
ションではありませんが、総会
す。
務につき責任を負わねばならな
の決議に基づき、役員会で決
１０年間近く、１，３４８万円以
い。（東京地裁 平成９年６月２６
議し、会則の適用を決定し、管
上の管理費等を滞納してい
日判決）
理費納入の意思あれば公表を
ましたが、区分所有法第５９
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条による区分所有権の競売請
求は実益があっても、同法第５
８条による専有部分の使用禁
止請求については、管理費等
の滞納と専有部分の使用禁止
とは関連性がないことから、滞
納者に対し専有部分の使用禁
止は認められないとした。（大
阪高裁 平成１４年５月１６日判
決）
３）管理費等支払請求権と時効に
ついて
①管理費等支払請求権の消滅時
効の期間は５年が採用された。
一般の債権の消滅時効の期
間は１０年（民法第１６７条）です
が、毎月支払う管理費等支払
請求権の消滅時効も１０年か、
それとも定期給付を目的とする
債権として５年で消滅時効にか
かる（民法第１６９条）のかが問
題となり、民法第１６９条の適用
があるとして５年説が採用され
た。（最高裁 平成１６年４月２３
日判決）
なお、最高裁の判決は絶対
で、法規範が出たのと同じとい
われます。
②時効の起算日については、管
理費等についてはその支払期
日の翌日、となります。
（確定期限の債務では、その
権利を行使することを得る時か
ら時効が進行する。民法第１６
６条１項）
③時効の中断（以下で中断されま
す。）
ⅰ請求
ａ）訴訟提起、支払督促の申立、
小額訴訟の提起、破産手続
参加、配当要求（大審院 大
正８年１２月２日判決）等
ｂ）催告
配達証明付内容証明郵便な
ど。ただし、相手方に到着後６
ヶ月以内に訴訟提起差押等
を行わなければ、時効中断の
効力は失われる。（民法第１５
３条）
ⅱ差押、仮差押、仮処分
ⅲ承認
a)支払猶予の申入れ等は承認
になる。
b)利息の支払は元本の承認に
なり、一部の支払いは一部で
あることがあきらかな場合は、
残部についての承認になるの
が原則。

４）管理費等の負担割合に関する
管理規約の改正と特別の影響
について
管理費等の負担割合は、原
として共用部分の持分の割合
（各共有者の持分は、その有す
る専有部分の床面積の割合に
よる。区分所有法第十四条１
項）によるが（法第十九条）、規
約で別段の定めをすることがで
きます。
また一方で、区分所有法第
三十一条１項に、「規約の設
定、変更、廃止は、区分所有者
および議決権の各４分の３以上
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。」とあ
ります。特別の影響を及ぼすか
どうかは、具体的な事情により
判断することになりますが、規
約設定等の必要性や、これに
より受ける区分所有者全員の
利益と比較して、一部の区分所
有者の受ける不利益が受忍限
度を超えているか否かにより決
められることになります。
①法人管理組合員の管理費等の
負担割合を、規約により、共用
部分の持分の割合と異なる、個
人組合員のそれの１．７２倍〜
１．６５倍と設けたことは、不合
理で、不当に大きすぎ、法人組
合員に特に不利益な結果をも
たらすとされた。（東京地裁 平
成２年７月２４日判決）
②１階の専有部分（店舗）の管理
費等の負担のみが、分譲時に
面積に応じておらず、減額され
ていたものを、一律に専有部分
の面積に応じた金額に変更す
ることになった際、エレベータ
ーが一部共用部分か否かに関
連し、管理費等の負担割合の
変更が問題となったケースで
す。エレベーター並びに給排
水設備および配管は規約で共
用部分と定められており、建物
と一体となった設備であり、一
部共用部分ということはできな
い。また、共用部分につき各区
分所有者が受ける利益の程度
を管理額に全て反映させるの
は不可能として、変更は、法第
三十一条１項に規定する「特別
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の影響を及ぼすとき」には該
当しないとした。（東京地裁
平成５年３月３０日判決）
(2) 専用使用権に関するトラブル
専用使用権とは、バルコニ
ー、ルーフテラス、敷地等、区
分所有建物の共用部分また
は敷地等の一部について、特
定の区分所有者または区分
所有者以外の第三者が、一
定の目的のために排他的に
使用収益できる権利です。管
理規約で特定の区分所有者
に駐車場の専用使用権が、ま
た 1 階の区分所有者に専用
庭が与えられている場合など
に、管理規約を改正し、駐車
場の専用使用権を消滅させた
り、専用庭を廃止することは、
法第三十一条１項に規定する
「特別の影響を及ぼすとき」に
該当することが多い
①賃貸型の駐車場専用使用権
につき、使用細則の変更によ
り、自動更新制を２年毎の抽
選制にすることが、規約の変
更に該当するか否かが問題と
なったケースです。(浦和地裁
平成５年１１月１９日判決)
a)抽選制の導入についての総会
決議は、規約上に駐車場専
用使用権の具体的内容（期
間・賃料）を直接規定する条
項がない場合には、規約の変
更にあたらないとした。
b)使用細則の変更についても、
規約上、使用細則事項につ
いて権利の得失に関する定
めは規定できないなど限定す
る規定は無く、共用部分等の
使用にあたり、使用細則を遵
守すべき旨を規定するのみで
ある故、規約に違反し無効と
いうことはない。
c)抽選制の導入は、「共用部分
の管理」に対する概念であり、
「共用部分の変更」には当た
らない。
②分譲業者が区分所有者として３
台分の駐車場専用使用権を有
し、その対価として１，０００万円
を修繕積立金として管理組合
に納入する旨、当初の管理規
約に定め、これを前提にマンシ
ョンを分譲したが、３年経っても
１，０００万円を支払わなかった
ゆえ、管理組合が管理規約を
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改正し、駐車場の専用使用権を
消滅させたケース。
分譲業者は代金を支払わない
以上、専用使用権を取得できな
いのは、当初の管理規約ですで
に定められていたものであるゆ
え、専用使用権を消滅させる旨
の規約変更は、その分譲業者の
権利に特別の影響を及ぼすもの
ではないとして、その承諾が無く
とも、本件規約変更は有効であ
るとした．（東京高裁 平成１１年
７月２７日判決）

管の修理費用の償還を請求した。
判決は、排水管の枝管で特定の区
分所有者に供されているものでも、
それがその者の専有部分にないも
のは、共用部分として、建物全体
の排水施設の維持管理、機能の保
全という観点から、法の定める規制
に従わせることが相当であるとし
て、本件排水管は、専有部分に属
しない建物の付属物として、共用
部分であるとされた。（東京高裁
平成９年５月１５日判決）
上記東京高裁の上告審判決でも、
本件排水管は、その構造及び設置
場所に照らし、建物の区分所有等
に関する法律（区分所有法）第二
条４項にいう専有部分に属しない
建物の付属物に当たり、かつ、区
分所有者全員の共用部分に当た
ると解するのが相当であるとした。
（最高裁平成１２年３月２１日判決）
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一般に、区分所有者は他の区分
所有者の共同の利益に反する
行為をしてはならない義務を負
っているので（法第六条１項）、
管理規約において具体化した一
般的制限の範囲内である以上、
一部の区分所有者の権利に特
別の影響を与えたということはで
きないとした。また、賃借人のラ
ーメン屋営業についても、業種
が著しい臭気等を発生している
とする判断は当然として、営業を
承認しない旨の総会決議は不
法行為ではないとした。（東京地
(3)専有部分と共用部分の境界
裁 昭和６３年１１月２８日判決）
② 用途が「住宅」と定められてい
専有部分相互間の境界部分
る専有部分を、区分所有者の夫
を構成する壁、床、天井などの
が経営する病院の看護婦等の
うち、具体的にどこまでが専有
保育室として使用することができ
部分で、どこからが共用部分か
るかが問題となったケースです。
については、内壁説（境界部分
保育室として使用されることで、
に囲まれた空間部分のみが専
騒音や通行時の障害など他の
有部分）、壁芯説（境界部分の (4)専有部分の用途等に関する管理 住民の受忍限度を超えていると
厚さの中心までが専有部分に
し、病院経営のためとはいえ他
規約の改正と特別の影響について
含まれる）、上塗説（境界部分
に代替手段がないわけでないと
のうち躯体部分は共用部分
専有部分の使用方法について
して、建物を保育室として使用
で、上塗り部分など躯体部分以
も、合理的な範囲内であれば規制
することは、管理規約に違反し、
外は専有部分）の３説がありま
することができます。しかし専有部
しかもそれにより他の区分所有
すが、「標準管理規約」では上
分の用途の制限は、所有権に対す
者に被害を与えるから、他の区
塗り説を採用しています。
る極めて重大な制限であるから、
分所有者の共同の利益に反す
①特定の区分所有者の専用に供
既に別の用途に使用している者は
る使用方法であるとした。（横浜
されている排水管の枝管が専
もちろん、別の用途に使用するつ
地裁 平成６年９月９日判決）
有部分か否かが争われたケー
もりで購入した者に対しても特別の ③ 複合マンションにおける店舗
スです。
影響を及ぼすことになります。これ
部分の営業時間の制限を、集会
建築年次の古いマンションで
に対し、ペット飼育の禁止や夜間
の決議で行うことができるとした
見かけられるが、排水枝管が床
のピアノ演奏制限などの定めは、
判例について
スラブを貫通して階下の専有
それにより受ける区分所有者の不
区分所有法第三条にいう「建
部分の天井裏に設置されてい
利益は低いゆえ、その規約が合理
物」には専有部分も含まれるも
る場合において、階下天井裏
的なものであれば、特別の影響に
のと解すべきであるから、専有
内の排水枝管から漏水、階下
は当たらないと考えられます。
部分の建物の 管理に つい て
の 区分所有者に 被害を 与え ①12 階建てマンションの１階が店舗
も、集会の決議によることを許
た。同枝管を利用している
で、その店舗の業種制限、営業制
容しているものと解される。店
階上の区分所有者は、自己の
限、店舗内装制限などを定める管
舗部分の営業時間の制限は、
負担で排水管を修理したが、
理規約の改正が店舗区分所有者
テナント募集時に業種によって
その後、階下の区分所有者に
の権利に特別の影響を及ぼすか、
は誘致が困難となるなど、店舗
対し、この枝管は共用部分にあ
賃借人のラーメン屋営業を承認し
区分所有者に不利益を与える
たること、および水漏れによる
ない旨、総会を及ぼすか、賃借人
が、構造的に大部分が居住区
損害賠償の支払義務の無いこ
のラーメン屋営業を承認しない旨、
画であることを考えると、居住者
との確認を求め、また、管理組
総会決議したことが不法行為にな
の生活環境を維持するため
合に対し、立替支出した排水
るかが問題となったケースです。
に、店舗の使用にある程度の
制約が課されることは避け難い
とした。設立総会（昭和６２年）
NPOﾏﾝｼｮﾝ再生・建替・支援ｾﾝﾀｰ
マンションを考える
で決議された午前１０時から午
編集責任者 ･･･三浦義幸
後１０時までという営業時間は
〒112-0014
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合理性を欠くものであったとは
東京都文京区関口1-8-6-805
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いえないとした。（東京高裁 平
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