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研究成果の概要（和文）：区分所有マンションの機能向上を図るための専有部分と共用部分とに関わる改修工事に関す
る実態把握、課題整理をおこなうとともに、改修工事に関連した管理規約・使用細則・施工細則等がマンション改修工
事にもたらしている影響・効果について実態調査を行った。
マンションの経年劣化状況や資産価値維持・向上に関する管理組合の考え方によって、マンション改修工事のルールそ
のものにも異なったニーズがあり、現状のルールについて多様なニーズや状況に応じた改定が重要であることを確認し
た。そのためには管理組合としてマンション改修工事に関する技術的対応や法的対応をサポートする専門家の役割がよ
り重要となってくる。

研究成果の概要（英文）：This article intends to comprehend and organize issues that exist in the current 
status of renovation work for both exclusively-owned area and common area in a condominium. This research 
determines the impact and effective level of documents such as management law, terms of use, and 
subsidiary rules of renovation.
As a result, it uncovers that the policy made by management union plays a major role in management and 
improvement of the property value regardless of the degradation occurred from age.It also reveals the 
importance of modification in the current rules as different needs and conditions appear over certain 
period of time. Making appropriate modifications in such rules require the management union tremendous 
amount of knowledge, which describes the reason why obtaining professional assistance, particularly in 
technical and legal aspects on condominium renovation is crucial.

研究分野： 建築生産・建築経済

キーワード： 分譲マンション　専有部分改修工事　共用部分改修工事　管理規約・使用細則　リフォーム細則
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１．研究開始当初の背景 
マンションストックが 500 万戸を超え、築

後 30 年を経過した高経年マンションが約
100 万戸となっている。今後、マンションス
トックの長寿命化を図るうえで機能・性能向
上のための追加投資の促進を図る仕組みの
充実が望まれる。築後 30 年以上を経た高経
年マンションでは、マンションの共用部分の
みならず、専有部分の改修工事が進みつつあ
る。設備配管等に代表されるように専有部分
と共用部分が複雑に絡み合い、例えば、給排
水管がスラブ下配管となっており、その改修
には下階住戸の天井を壊さないと対応でき
ないなど、区分所有法の所有・管理区分とマ
ンションの機能向上のための専有部分改修
工事の範囲等がうまく整合していないこと
も多い。 
とくに、専有部分改修工事に伴う共用部分

工事の取り合いに関する課題が多くみられ
るようになってきた。専有部分の改修工事に
ついて共用部分に関連する箇所がある場合
には、管理組合の承認を受けて実施するのが
一般的である。ただし、管理組合は共用部分
改変については、マンションの性能を棄損す
る可能性があるため、不許可にするようにル
ール化しているところが多い。このようなマ
ンションでは機能・性能向上のための追加投
資である専有部分改修工事をあきらめ、結果
として機能向上が果たせないケースが散見
されるようになっている。高経年マンション
の割合がますます高まっていく将来に向け
て、管理組合として、当該マンションの資産
価値向上のための専有部分の改良工事をう
まく誘導するようなルールづくりが求めら
れる。 
現在のマンションの仕組みは、「建物の区

分所有等に関する法律」に基づいた区分所有
建物であり一棟の建物に構造上区分された
部分（専有部分）ごとに所有者がおり、専有
部分以外の部分（共用部分）は区分所有者の
共有とされている。そのため、専有部分の改
修工事は区分所有者が行い、共用部分の維持
管理や改修工事については管理組合が行う
のが前提である。 
今後、中古住宅ストックにいかに手を加え

て住宅の性能や機能の向上を行い、スクラッ
プアンドビルドのフロー社会からストック
社会へ転換を図るうえで、1 戸単位で専有部
分の改修工事を進めるにあたっては、住宅の
性能向上を図るうえで重要なサッシの交換
やエアコン、給水・給湯管等の設置・更新に
伴う新規スリーブ開口等の共用部分扱いと
なる工事について管理組合との調整等が必
要である。また、内装等を解体して初めてわ
かる構造躯体の断面欠損等の躯体補修対応
などの専有部分と共用部分の工事範囲や費
用負担の明確化等も問題となる。住宅の性能
向上を図るうえで重要となる専有部分と共
用部分の取り合い等は、1 戸単位で改修工事
を実施するうえで重要な課題である。 

２．研究の目的 
本研究では、分譲マンションの専有部分の

改修工事を契機として共用部分領域の工事
を行った管理組合、設計者・工事業者に着目
し、専有部分と共用部分との取り合い工事に
関する実態把握、課題整理等を行い、また、
それらの改修工事の実施に関わっている管
理規約・使用細則等との関係性を明らかにす
ることで、今後のマンション専有部分の改修
工事のありようを考察することを目的とし
ている。具体的には以下の通り。 
 (1)共用部分改修工事と専有部分改修工事の
関係に関する実態調査 
住宅ストックの集積が進むとともに、高経

年マンションも増加しつつあり、居住ニーズ
も多様化するなかで、良好な居住を継続して
いくには、共用部分の大規模修繕工事を含め、
機能・性能向上を目指した改修等のほか、各
区分所有者による住戸専有部分の改修工事
が必要となる。共用部分の大規模修繕工事は、
長期修繕計画にしたがって計画的に行われ
ている状況がみられるが、専有部分の改修工
事については、各区分所有者の自由な意思決
定に依るところが大きく、マンション共用部
分の大規模修繕工事と専有部分の改修工事
がどのような関係で成立してきているか等
については分析されてこなかった。また、共
用部分の改修工事についての研究等はみら
れるものの、専有部分についての研究的取り
組みは極めて少ないといえる。まず、共用部
分の改修工事に伴う専有部分の改修工事に
関する実態把握、課題整理等を行い、マンシ
ョン専有部分の改修工事のありようを考察
する。 
(2)専有部分改修工事とそれに関する管理規
約・使用細則・リフォーム細則等の関連性に
関する実態調査（１次調査） 
近年、マンションの高経年化や中古住宅と

しての流通に関連して発生する専有部分改
修工事において、機能・性能向上を図るうえ
で必要となる共用部分の改変に対して、管理
組合の理事会・理事長が工事の可否を含めた
適切な対応ができない状況も見受けられる
ようになった。具体的には、工事の可否の判
断基準となる専有部分改修に関する事項が
管理規約・使用細則等で整備されていないた
め、専有部分改修工事が実施できない等の課
題もある。一方で、ルールが整備されていた
としても、管理組合や理事会では具体的な工
事内容等を把握できない、また、技術的内容
等を判断できない等の状況もある。 
専有部分の改修工事に関する管理規約・使

用細則等の実態把握、課題整理等を行う。ま
た、専有部分改修工事と管理規約・使用細則
等との関係性を明らかにする。 
(3)専有部分改修工事に伴う共用部分取合い
工事に関する実態調査（典型事例調査） 
社会状況が変化し、居住ニーズも多様化す

るなかで、住宅を長期的に利用するにあたっ
て、住宅性能の維持・向上を実現するために



は、専有部分の改修に際し、必要に応じてサ
ッシの交換や設備用の新規スリーブ開け等
の共用部分を含めた工事（以下「取り合い工
事」という）を実施することケースが増えて
きた。一戸単位で専有部分の改修工事にかか
わる設計者・工事業者の実務のなかで、取り
合い工事に対する調整や管理組合対応等の
課題に対し、それぞれの場面において個別対
応としてその課題やハードル等を解決して
いる現状もあるが、技術情報として蓄積され
ていない。一方で、円滑な専有部分改修を進
めるため、リフォームに関するルールを定め、
時代の流れに応じルールの改定を実施して
いる管理組合も存在する。専有部分のリフォ
ームに関するルールを定めている A マンシ
ョンに着目し、ルール策定の経緯や変遷、そ
の問題と課題等について整理する。 
(4)共用部分改修工事に伴う専有部分道連れ
工事、オプション工事に関する実態調査 
マンションの資産価値を維持・向上させる

ためには共用部分大規模改修工事はもちろ
んのこと、専有部分改修工事が不可欠である。
共用部分と専有部分の改修工事を一体的に
進めていくことで、専有部分の改修工事との
相互作用や誘発効果につながると考えられ
ており、共用部分給排水改修工事に伴って実
施される専有部分の道連れ工事・オプション
工事の内容について工事内訳書等の資料に
基づいてその実態を明らかにする。 
(5) 専有部分改修工事とそれに関する管理規
約・使用細則・リフォーム細則等の関連性に
関する実態調査（２次調査） 

1 次調査に次いで、専有部分改修工事に関
する管理規約・使用細則等の実態把握、課題
整理等を行う。また、専有部分改修工事と管
理規約・使用細則等との関係性を明らかにす
ることで、今後のマンション専有部分の改修
工事のありようを考察する。 
(6)コーポラティブ住宅における共用部分・専
用部分改修工事に関する調査 
コーポラティブ方式で建設されたマンシ

ョンにおいては、新築時の設計段階で専有部
分のみならず共用部分まで区分所有者の要
望が直接反映されることから、区分所有マン
ションに比べ所有区分・管理区分・使用区分
の位置づけが不明瞭であるケースがある。そ
のため、改修工事時には、ケースバイケース
で個別的かつ柔軟に対応されることが多く、
長期的な視点でとらえた場合、ルールの整備、
費用負担関係等の対応・対策が必要である。 
コーポラティブ方式で建設されたマンショ
ンを対象として、それぞれのマンションの管
理規約・使用細則等から区分所有者の要望が
反映された自由設計箇所の費用負担に関す
る記載内容、共用部分・専有部分の位置づけ
を把握し、大規模改修工事時における費用負
担の関係性を整理することで、今後の改修工
事のありようを考察する。 
(7)研究のとりまとめ 
 総括として実態調査のとりまとめを行う。 

３．研究の方法 
研究方法は以下のとおりである。 

(1)理論的検討 
分譲マンションの専有部分改修工事と管

理規約・細則等の関係性に関する文献調査や
マンション管理にかかわるルールづくりの
専門家である弁護士の参画を得て理論的検
討を行った。 
(2)共用部分改修工事と専有部分改修工事の
関係に関する実態調査 
共用部分大規模改修工事と専有部分改修

工事の関係性等を把握するため、マンション
改修工事業界団体の協力をえて、以下の調査
を実施した。 
①一般ユーザー対象調査 
調査方法：インターネットベースのモニター
集団に対する WEB 調査 
調査対象：分譲マンションに居住する 20 才
以上の男女、調査数 2005 件 
調査期間：2013 年 4月下旬 
②管理会社対象調査 
調査方法：書面によるアンケート調査 
調査対象：大手マンション管理会社、調査数
584 件 
調査期間：2013 年 6月中旬～7月中旬 
(3)専有部分改修工事とそれに関する管理規
約・使用細則・リフォーム細則等の関連性に
関する実態調査（１次調査） 
大手管理会社 Aが管理している 671マンシ

ョンにおける管理規約、使用細則、リフォー
ム細則等を収集し、専有部分のリフォームに
係る記載事項の分析を行った。 
(4)専有部分改修工事に伴う共用部分取合い
工事に関する実態調査（典型事例調査） 
専有部分の改修工事に関するルールの設

定とその改定を積極的に進めているBマンシ
ョンに着目し、ルール策定の経緯や変遷、そ
の問題と課題等について整理した。 
(5)共用部分改修工事に伴う専有部分道連れ
調査、オプション工事に関する実態調査 
共用部分の大規模修繕工事に伴う専有部

分のオプション工事に積極的に取り組んで
いる施工会社の協力を得て、オプション工事
を実施した 16 事例についてその特徴とオプ
ション工事の内容について分析を行った。 
(6)専有部分改修工事とそれに関する管理規
約・使用細則・リフォーム細則等の関連性に
関する実態調査（２次調査） 
大手マンション管理会社にアンケート形

式で 2種類の調査を依頼した。 
①マンション対象アンケート調査票Ａ：各社
ごとに各年度 2～3 事例をサンプリングし、
100 件目安で収集。調査内容：管理規約･使用
規則･リフォーム細則･届出用紙･個別規程･
専有部分使用規則等、アンケート回答者：選
択したそれぞれのマンション担当の社員が
回答。 
②管理会社対象アンケート調査票Ｂ：各管理
会社の管理マンション全体、調査内容：新築
分譲時の管理規約の雛型・使用規則の雛型・



リフォーム細則の雛型、アンケート回答者：
各管理会社の管理部門の担当者より回答を
得た。配票・回収状況は以下の通り。 
・アンケート調査の実施：2014 年 11 月～2015
年 3月 
(7)コーポラティブ住宅における共用部分・
専用部分改修工事に関する調査 
タイプの異なるコーポラティブ方式で建

設された 3マンションを対象として、それぞ
れのマンションの管理規約・使用細則等の収
集、大規模修繕工事時における費用負担の資
料を分析した。また、それぞれの管理組合の
管理規約等の内容が区分所有法、マンション
管理適正化法に照らした妥当性の確認のた
め、法曹関係者へヒアリング調査を実施した。 
(8)これまでに実施した実態調査に基づいて
研究のとりまとめを行った。 
 
４．研究成果 
本研究の主要な成果は以下のとおりであ

る。 
(1)まず、分譲マンションの専有部分改修工
事と管理規約・細則等の関係性に関する理論
的検討として、共用部分改修工事、専有部分
改修工事に関するルール等の記載が、国交省
や各種団体において整備、普及が図られてい
る標準的な管理規約・使用細則モデルのなか
でどのように扱われてきたのかについて、変
遷や歴史的背景を時系列的に整理検討した。 
1997 年と 2004 年に行われた標準管理規約の
改定により、専有部分改修工事についての取
り扱いが記載された。具体的には、1997 年の
改正で、専有部分の修繕等の手続き規定を整
備（単棟型第 17 条等）、2004 年の改正で、（窓
ガラス等の改良）第 22 条の新設である。専
有部分改修工事の当事者となる区分所有者
や管理組合、理事会においては、技術的な判
断等を行ううえでの判断基準は、それぞれの
管理組合が独自に設定していくことになっ
ているが、具体的な手掛かりがないという状
況も想定される。専有部分の改修工事に関す
るルールづくりの現状と課題を確認する必
要があることが確認できた。 
(2)共用部分改修工事と専有部分改修工事の
実態との関係をとらえるための実態調査と
して、分譲マンションの専有部分改修工事に
取り組んでいる施工者団体の協力を得て、共
用部分改修工事と専有部分改修工事を実施
したユーザーを対象としたWeb調査を実施す
るとともに、大手マンション管理会社の協力
を得て共用部分改修工事に伴う専有部分改
修工事の実態、管理組合の工事承認を受ける
プロセス・課題、それらの工事にかかわるル
ールの整備状況等の収集整理を行った。 
①専有部分改修工事は、個別散在的に発生す
ると考えられたが、大規模修繕工事の施工時
期との関係性が深いことが確認できた。 
②共用部分改修時にリフォーム相談会を実
施することが、専有部分改修の関心を高め、
専有部分の改修工事の実施率を上げる傾向

が確認できた。 
③共用部分の改修工事と専有部分の改修工
事の同時実施が分譲マンションの価値を高
める機会となる。そのため、今後、共用・専
有と関連づけて工事を計画する重要性がわ
かった。 
(3)専有部分改修工事の実態と、専有部分改
修工事の関連したリフォームルールの策定
状況の整理を行った。①分譲マンションの共
用部分・専有部分改修工事に積極的に取り組
んでいるマンション改修工事業団体および
マンション管理業団体の協力を得て、専有部
分改修ルール及びその変遷についての実態
調査を実施した。約 500 のマンション管理組
合の専有部分改修に関するルールの策定状
況を確認した。マンションの経年劣化状況や
マンションの資産価値維持・向上に関する管
理組合の考え方によって、マンションリフォ
ームルールそのものにも異なったニーズが
あることがわかった。また、現状のリフォー
ムルールについてニーズに基づいた改定が
重要であることを確認した。②分譲マンショ
ンの共用部分・専有部分改修工事に密接な関
係がある給排水設備改修工事に着目して、共
用部分改修工事に伴う専用部分の道連れ工
事、専有部分オプション工事の実態把握を行
った。特にオプション工事等の機能向上のた
めの追加投資がうまく継続している改修工
事について、管理組合・コンサルタント・施
工業者の役割分担関係について整理を進め
た。共用部分改修工事の終了後も機能向上に
資する専有部分改修が継続的に実施される
ような対応策が必要であることを指摘した。
③専有部分改修工事についての履歴管理を
徹底している管理組合の協力のもと、専有部
分改修工事についての改修工事申請書の収
集整理を行い、専有部分工事履歴と共用部分
改修工事の関係を整理した。共用部分改修工
事の計画的実施によって、個別散在的に発生
してくると思われている専有部分改修工事
も計画的に進めていくことができる可能性
を示すことができた。④マンションの紛争処
理に詳しい弁護士によると、このようなルー
ルの改定にあたっては合意形成を計画的に
図る必要があること、また、長期修繕積立金
により専有部分の改修工事に対する出費を
行う場合には事前に長期修繕計画の修繕項
目に計画的に取り組んでおくことが重要で
あるなどの示唆を得た。 
(4)コーポラティブ方式で建設された 3 マン
ションの管理規約・使用細則における所有・
使用・管理区分の位置づけや修繕に対する記
載について、明確に位置づけられていないこ
とが分かった。調査事例の中では、弁護士の
協力を得て、管理規約の改定を行った事実も
あり、ルール改定にあたっては、技術的判断
ができる建築関係者および管理規約等のル
ールに詳しい法曹関係者による合意形成支
援が望ましいことが確認できた。 
(5)研究のとりまとめとしての主要な論点は、



この種のルールの策定は重要であるが、区分
所有者の要望変化や新しい技術的対応の普
及などに伴って必要に応じて内容の改定が
重要であるということである。ルールの内容
の妥当性について関係者間で丁寧な合意形
成を図る必要があることが改めて確認でき
た。 
本研究課題の中核となるマンションの専

有部分改修工事に関係したリフォームルー
ルの実態調査結果を日本建築学会大会や同
学会･建築生産シンポジウム論文集で発表し
た。 
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