
再開発法プランナー合格講座

その他関連法②（民法系）の解説

１．建物の区分所有等に関する法律

２．民法

３．借地借家法

４．不動産登記法
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１．建物の区分所有等に関する法律

（１）
民法の例
外

・１物１物権主義―１つの物の部分的所有を認め
ない。

・マンションは大きな１つの建物なので本来は１
つの所有権。

・この法律によって部分的所有（区分所有）を認
める。

（２）
構成

第１章 建物の区分所有

１節 総則 ２節 共用部分等 ３節 敷地利用権 ４節

管理者 ５節 規約及び集会 ６節 管理組合法人 ７節
義務違反者に対する措置 ８節 復旧及び建替え

第２章 団地

第３章 罰則

※専有部分以外は、共用部分となる。それをどのように管理して
いくのかを定めている。
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（３）

出題

傾向

・管理者 １４年、１８年、２６年 令３年

・共用部分 １５年、１６年、１７年、１９年、２０年、

２１年、２２年、２３年、２７年、令１、令２年、令３年

・管理組合法人 １９年、２４年

・集会 ２５年、令２年

・規約 ２０年、２８年、２９年、３０年

・建替決議 令３年

※共用部分に関する出題が多い。

（４）

管理者

・管理者を定めることができる（例：管理組合の理事長）

・集会により選任、解任。区分所有者以外でも可

・不正等あった場合、各区分所有者が裁判所に解任請求ができ
る（特殊な定め）

・区分所有者の代理

・訴訟当事者（原告又は被告）になれる、保険金の請求受領可

（管理所有）

・管理者が共用部分を所有可、変更は不可―敷地は所有不可
・使用の請求、費用負担の請求が可 3

（５）

規約

・建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する
事項を定めることができる。（処分に関する事項ではない）

・一部共用部分に関する事項は、それを共用する区分所有者の
規約として定めることができる。

・規約は、形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並び

に区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、
区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければなら
ない。

・規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四
分の三以上が必要。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。

・最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書によ
り、規約を設定することができる。

・規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者
がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人
で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

・規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正
当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。4



（５）

規約

（規約に定める事項）

・専有部分とその専有部分に係る敷地利用権を分離して処分す
る事項→○
・専有部分の敷地利用権の割合を、専有部分の価額割合とする
事項→○
・建替え決議に関するもの以外の集会の招集通知の期間を伸
縮する事項→○
・専有部分の譲渡その他の処分を禁止する事項→×効力がない
・規約は、書面の形式で作成し保管するほか、電磁的記録によ
り作成し保管することもできる。
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（６）

共用部
分

・専有部分には構造上、利用上の独立性が必要。

・建物のうち専有部分以外は共用部分。専有部分に属しない
建物の附属物及び規約により共用部分とされた附属の建物。

・「法定共用部分」は、専有部分に通ずる廊下又は階段室そ
の他構造上区分所有者の全員又はその一部の供用に供される
べき建物の部分をさす。

・共用部分の持分割合→専有部分の床面積割合（実務上壁芯
なので規約で設定）

・共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。

・共有者は、その有する専有部分と分離して持分を処分する
ことができない。

・共用部分の負担及び共用部分から生ずる利益を収取する割
合は、原則として各共有者の持分に応じて決まるが、規約で
別段の定めも可。

・共用部分の分離処分は不可→敷地権は原則は不可。規約に
より可能になる。（建物は夫、敷地が妻が所有する等）→そ
の無効を善意の相手方に主張することができない。分離して
処分することができない専有部分及び敷地利用権であること
を登記した後に、その処分がされたときは、この限りでない。6



（６）

共用部
分

・規約の別段の定めにより一部の区分所有者が共用部分の所
有者となることができる。（管理所有）

・一部共用の管理→原則共用すべき区分所有者による
（例外）区分所有者全員の利害に関係するもの又は規約に定
めがあるものは区分所有者全員で管理

・共用部分の変更は区分所有者及び議決権の４分の３以上→
規約により区分所有者の数のみ過半数に減じること可

・全員の共用に供される付属の建物（管理室など）は、規約
により共用部分とすることができ「規約共有部分」と呼ばれ
る。利用はできるが、第三者への対抗要件には、登記が必要。

・「専有部分」→「規約共用部分」にすることは可。
・「法定共用部分」→「専有部分」にすることはできない。
・共用部分の管理行為のうち保存行為は、専有部分の所有者
の承諾を得なくともよい。
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共用部分の管理行為の種類

管理の
区分

変更行為 管理行為 保存行為

重大変更 軽微変更 利用行為 改良行為

決議方
法

特別決議 普通決議 普通決議 普通決議 決議不要

内容 形状または
効用を

著しく「変
える」

形状また
は効用を

著しく
「変えな
い」

変更に当た
らない範囲
で利用

変更に当
たらない
範囲で価
値を高め
る

状態を維持
する。

各区分所有
者ができる。

規約で定め
ることも可。

具体例 増築を伴う
エレベー
ターの設置

階段にス
ロープを
併設

駐車場の外
部貸し

防犯灯の
設置

破損箇所の
修理
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（７）

集会

・管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならな
い。

・集会の招集は、規約に別段の定めがない限り、会日より少
なくとも１週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所
有者に発しなければならない。

・管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5
分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。
・区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有す
るものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集
会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規
約で減ずることができる。（増やすことはできない）

・専有部分が数人の共有に属するときは集会の招集の通知は、
共有者全員ではなく、議決権議決権を行使すべき者（その者
ないときは、共有者の1人）にすれば足りる。
・集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続
を経ないで開くことができる。
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（７）

集会

・集会の議事は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者
及び議決権の各過半数で決する。（集会に出席した区分所有
者及び議決権の各過半数ではない。）

（国交省の標準管理規約では、管理組合総会の開催要件を議
決権総数（通常は区分所有者総数）の半数以上としている）

・議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することがで
きる。

（区分所有者及び議決権の過半数の議決）

・管理者の選任、解任

・共用部分の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの、過半数まで減じることが可）

（区分所有者及び議決権の各四分の三以上の議決）

・規約の変更

・共用部分の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴うも
の）※区分所有者の数のみ、規約で過半数に減じることがで
きる

・管理組合法人の設立・解散

10



（８）

建物の
一部が
滅失し
た場合
の復旧

・建物の価格の2分の1以下の部分が滅失したときは、集会に
置いて、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることが
できる。規約で別段の定めができる。

・建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときは、区分
所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部
分を復旧する旨の決議をすることができる。規約で別段の定
めはできない。
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（９）

管理組
合法人

・理事及び監事を必ず置かなければならない。

・区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会
の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、か
つ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによ
つて法人となる。

・管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職
務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。

・管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を
用いなければならない。

・管理組合法人において、理事数人が共同して管理組合法人
を代表する旨を規約に定めることができる。または、理事の
互選で代表する理事を選任する。

・管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でな
ければ、第三者に対抗することができない。

・建物の専有部分がなくなった場合、集会において解散議決
（区分所有者及び議決権の各四分の三以上）で管理組合法人
は解散する。

・一部共用部分に関する一部管理組合は、法人となることが
できる。その共用部分が滅失すると、法人も解散する。 12



２．民法

（１）

概要

基本法

範囲は広く、総則、物権、担保物権、債権、
親族、相続という構成

（２）

出題

傾向

・共 有 １６年 １８年 １９年

２１年 ２３年 ２７年 ２９年 ３０年

令１年 令２年 令３年

・物 権 １５年 １７年 ２１年

２４年 ２６年 ２８年 令１年

・売 買 ２６年

・瑕疵担保 ２２年

・抵当権 令２年 令３年

・質 権 令３年 13

（３）

共有

・内部関係（共有者）と第三者との関係

基本的には共有関係を解消していく方向でつくられている

いつでも分割請求可、５年間のみの不分割特約

・分割方法→①現物分割、②代金分割、③価格賠償（一人が
所有して他の共有者へ代金を支払い）

・強固な内部関係

持分放棄または相続人なくして死亡は他の共有者に帰属

253条管理費用の負担、254条債権の特定承継、259条
→共有者間の共有物に関する債権の保護（登記は不要）

・共有物に関し、共有者がその持分に応じた負担に応じない

ときは、他の共有者は、一年以内に履行しないとき相当の償
金を支払って、その者の持分を取得することができる。

・所有権の自由

→持分に対する処分行為は他の共有者の同意不要
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（３）

共有

・共有物の利用関係

保存行為 →単独でできる。
管理行為※ →持分の過半数（賃貸の解除等が可能）
変更処分行為 →全員（形質を変えてしまうもの）

※共有物の賃貸借については判例通説ともに管理行為
・定めがない場合、各共有者の持分等しいと推定される

・共有者は、共有物の分割について、共有者間に協議が整わ
ないときは、裁判による分割を求めることができる。この場
合において、各共有者の債権者は、自己の費用で分割に参加
することができる。
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（４）

抵当権

・抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務
の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己
の債権の弁済を受ける権利を有する。地上権及び永小作権も、
抵当権の目的とすることができる。

・土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合
において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その
実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物につ
いて、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、
地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

・根抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲
に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するため
にも設定することができる。被担保債権を特定する必要はな
い。

・根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及
び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、
極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。

・抵当権の効力においては、同一の不動産について数個の抵
当権が設定されているときは、その抵当権の順位は、登記の
前後による。
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（５） ・占有権→自己のために意思を持って所有をしている場合。
代理人でもこれを取得することができる。

・所有権の移転→当事者の意思表示があれば効力を生じる。
登記がなければ、第３者へ対抗できない。

・地役権は→設定された目的に従い、他人の土地を自己の土
地の便益に供するための物権

・土地の所有者は、法令の期限内において、その土地の上下
に及ぶ。

・地上権は、他人の土地において工作物又は竹木を所有する
ため、その土地を使用する物権である。

・先取特権は、債務者の財産について、他の債権者に先立っ
て自己の債権の弁済を受ける権利である。

・質権とはその債権の担保として債務者又は第三者から受け
取った物を質権者が占有し、その物について他の債権者に先
立って自己の債権の弁財を受ける権利である。不動産又は動
産のほか、債権などの財産権をその目的とすることができる。
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（５） ・売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転するこ
とを約し、相手方がこれに対してその代金の支払いを約する
ことによって効力を生じる契約である。

・まだ引き渡されていない売買の目的物が賃料等の果実を生
じたときは、その果実は、売主に帰属する。

・買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約
の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主は
その倍額を償還して契約を解除することができる。
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３．借地借家法

（１）

一般の
借地権

・旧借地法（旧法借地権）は平成4年の借地借家法の施行によ
り廃止され、それ以降に設定された借地権には「普通借地
権」と「定期借地権」がある。

・旧法借地権は建物の構造を「堅固建物」と「非堅固建物」
に分けて、借地権の存続期間や更新後の期間を変えている。

・普通借地権では、建物の構造による借地期間や更新後の期
間の区別をしていない。

・非堅固建物の典型は木造建物で、重量鉄骨造や鉄筋コンク
リート造の建物は堅固建物とされている。

19
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旧法借地権と普通借地権の契約期間および更新期間の違い

・普通借地権では、借地期間は３０年以上とする必要があり、契約
の更新は１回目が２０年以上で、２回目以降は１０年以上で設定す
ることができるとされている。
・対抗要件 建物の登記（居住の有無も問われない。）

→公正証書で契約しても、借地を第三者に対抗できない。
・建物買取請求権
→特約をもってしても排除できない。



（１）

一般の
借地権

・借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合、
借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したとき
は、その建物を築造について、借地権設定者の承諾がある場
合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された
日のいずれか早い日から二十年間存続する。

・借地契約更新請求において、借地権設定者が遅滞なく異議
を述べたときを除き、建物がある場合に限り、従前の契約と
同一の条件で契約を更新したものとみなされる。ただし、当
事者による期間の定めはないものとする。

・契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借
地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れを
することができる。
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（２）

定期借

地権

・期間 ５０年以上

・要件 公正証書等書面による

→特約により以下が有効になる。
1)契約の更新がない
2)建物再築による期間延長がない
3)建物買取請求権を行使しない
・建物の用途の制約なし

→契約期間満了時には、立退料等を支
払うことなく借地契約を終了させるこ
とが可能となる。
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（３）

事業用
定期借
地権１

・期間 ３０年以上５０年未満

（４９年以下）

・要件 公正証書による

→特約により上記1)〜3)を有効にできる。
・居住用建物（賃貸住宅を含む）が一部
でもあると設定できない。

（4）

事業用
定期借
地権２

・期間 １０年以上３０年未満

（２９年以下）

・要件 公正証書による

→上記1)〜3)を有効にできる。
・居住用建物（賃貸住宅を含む）が一部
でもあると設定できない。

23

（5）

建物譲渡
特約

・設定後３０年以上経過した日に借地上建物
を相当対価で借地権者から土地所有者に譲渡
する特約を設定できる。

（３０年以上なので３０年未満の事業用借地
には設定不可）

→契約の方式については規定がない。

・譲渡により借地権が消滅した場合、借地人
または建物の賃貸人で使用を継続しているも
のが請求した場合は建物について期間の定め
のない（借地人の場合は残存存続期間）賃貸
借がなされたものとみなす。（定期借家契約
がある場合はその定めが優先する）

24



25

・定期借地権の分類

・23条の1項と2項は、ともに「専ら事業の用」と「公正証書で契約
を行うこと」については同じであるが、「期間」と「契約書の文言
の書き方」が異なっている。

（6）

一般の借
家権

・期間

→１年未満は期間の定めのない建物賃貸借契
約とみなす。

・民法の２０年以内の規定は適用されないの
で２０年以上も可

・対抗要件 → 建物の引き渡し

・造作買取請求権

→特約によって請求権を無にできる。
・建物を取り壊すべきことが明らかな場合、
建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了
する旨を定めることができる。
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（７）

定期借
家権

・期間 →１年未満も可
・要件

→公正証書等書面で契約かつ期間満了により当然
終了する旨の書面を交付し説明する義務

・解除通知

→期間満了１年から６か月前までに終了通知要
→通知をしなかったときは、従前の契約と同一の
条件で契約を更新したものとみなす。ただし、そ
の期間は、定めがないものとする。

・借家人からの解除

→２００㎡未満の建物でやむをえない事情によっ
て使用が困難になった場合は解約申し入れから１
か月で終了。

→賃料の増減請求（第32条）は、賃料の改定に係
る特約がある場合においては適用しない。

27

（８）

過去の
傾向

・借地 H21 H23 H26 H29 令２

令１

・定期借地 H19 H22 H24 H27 H30

令３

・借家 H18 H20 H３0 令１

・定期借家 H22 H25 H28 令３ 令２

28



４．不動産登記法

（１）

概要

・不動産の登記の制度、手続きを定める法律

→手続法なので制度趣旨を理解する
・原則当事者申請 例外的に職権

・公示

公示手続きを審査し公示する側→登記所
利用する側→国民（利害関係人に絞られる場合も）
公示手続きを保存変更等する側→申請人
上記３者の関係

・登記権利者 登記により利益を得る者

・登記義務者 登記により不利益を被る者
29

（２）

申請手続
きに関す
る基本的
な考え方

・意思表示による変動で登記によって利益を受
けるものと不利益を受けるものがいる場合（売
買、贈与、抵当権設定等）

・共同申請（例外 判決等による場合）不利益
を受けるものに印鑑証明、実印押印、権利書等
の提出を求める。逆に利益を受けるものには要
求しない。

・意思表示を伴わない登記（相続、住所変更
等）単独申請となる。公から発行される書類で
証明が可能。

→再開発法、マン建法の代位登記対象となる。
・表題部 表示に関する登記が記録される

・権利部 権利に関する登記が記録される

30



（３）

出題

傾向

・仮登記 １４年

・登記できる権利等総則

１５年、１６年、１９年、２６年

・表題登記 １７年、１８年

・申請手続き

２０年、２１年、２３年、２５年、２７年、２８年、２９
年、３０年

（登記所、登記簿、登記できる権利等一般的なところを中心
に出題）

（４）

ポイン
ト

１

・仮登記 順位の保全のために行う登記

１号 必要書類が具備できない

→物権変動は生じている（登録免許税がもったい
ない）

２号 将来の請求権の保全

→物権変動は生じていない
・手続きは原則通り

共同申請は当然のことながら単独申請も可。設定は義務者の
承諾書、抹消はそれに加えて義務者のみで申請可

31

（４）

ポイント

２

・登記できる権利

所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、
質権、抵当権、賃借権、採石権の９つの権利

→債権で登記できるのは賃借権のみ

地上権、永小作権、地役権※１（用益権）
先取特権※２、質権※３、抵当権（担保物権）

※１容積率の移転の設定をする。
※２清算金の先取り特権、増床負担金の先取特
権などがある。

※３使用収益権が無くなる。
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（４）

ポイン
ト３

（登記の順位）

・表示登記 まだ登記簿がない→受付番号の順
・主登記 登記の前後、順位番号

・付記登記 主登記に係るもの 住所移転、債権
額の変更等

・１番付記２号→２番付記１号

（４）
ポイン
ト４

（登記所）

・何人も登記事項証明書及び付属書類、地図、建
物所在図請求可能

・行政、再開発組合は手数料がかからない

→マンション建替組合は手数料要

33

（４）

ポイン
ト５

・合筆登記

・所有権登記名義人または表示登記のままであれば
表題部所有者が申請

・再開発法 → 施行者が代位登記できる

・合筆の要件→ 権利関係が全く同じもの同士でな
いとできない

※９０条登記で抹消をするのは、合筆ができないか
ら。

※実務上確定測量が前提となる 分筆も同様
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（４）

ポイン
ト６

・権利変換の登記
（再開発事業）

土地 従前滅失登記 従後表示登記 所有権保存登記

担保権の設定登記

建物 担保権の抹消登記

施行者への所有権移転登記（権利変換者）

※建築物を他に移転する者の建物は除く。
７０条登記の抹消登記（転出者９７の場合）

（マン建事業）

土地 所有権移転登記 担保権の設定登記

建物 敷地権でない権利となった登記

※従後の建物の登記は再開発、マン建ともに従後建物表示登
記 所有権保存登記 担保権の設定登記 規約共用の登記を
行う。

35
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２ 演習問題

H28
[No.19]

不動産登記法に規定する登記に関する記述で、誤っているも
のは次のうちどれか。

1.権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利
益を受ける登記名義人を登記権利者といい、直接に利益を受
ける者を登記義務者という。

2.区分建物が属する1棟の建物が新築された場合における当該
区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された1棟
の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併
せてしなければならない。

3.区分建物の規約によって共用部分と定められた建物につい
て、共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登
記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の
者は、申請することはできない。

4.区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した
者も、所有権の保存の登記を申請することができるが、当該
建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記
名義人の承諾を得なければならない。

37

２．演習問題

H28
[No.19]
解説

(解答)１
1．× 直接に不利益を受ける登記名義人を登記義務者とい

う。よって、設問の記述は誤りである。(不動産登記法第2条
第十二号、第十三号 参照)

2．○ 設問の通りである。（同法第48条第1項、参照）
3．○ 設問の通りである。（同法第58条第2項、参照）
4．○ 設問の通りである。（同法第74条第2項、参照）
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２．演習問題

H27
[No.19]

不動産登記法に関する記述で、誤っているものは
次のうちどれか。

1.権利に関する登記の申請は、法令に別段の定め
がある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が
共同してしなければならない。

2.共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
は、共有者全員が共同して申請しなければならな
い。

3.土地の分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又
は所有権の登記名義人以外の者は、申請すること
ができない。

4.登記は、当事者の申請又は嘱託により行うこと
が原則であるが、相続の登記は、登記官が職権で
行うことができる。
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２．演習問題

H27
[No.19]
解説

正解4
1.○ 不動産登記法第60条
2.○ 不動産登記法第65条
3.○ 不動産登記法第39条。なお、一筆の土地の
一部が別の地目となった等の場合は、職権登記が
できる。また不動産登記法以外の法律では、都再
法第131条のように表題部所有者又は所有権の登記
名義人以外の者の登記申請が行われる場合がある。

4.× 不動産登記法第16条より、登記は当事者の
申請又は嘱託により行うことが原則であり、同法
第63条第2項より、相続の登記は相続人が単独で申
請することができる。相続に関する登記を職権で
行うことはできない。
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２．演習問題

H26
[No.19]

不動産登記法に規定する登記に関する記述で、正
しいものは次のうちどれか。

1.所有権以外の権利については、仮登記はできな
い。

2.登記所には地図及び建物所在図が備え付けられ
る。この場合における地図には各土地の区画が明

確化され地番が付され、建物所在図には各建物の
構造と家屋番号が表示される。

3.建物の表示に関する登記の登記事項は家屋番号、
建物の種類、構造及び床面積並びに建物の名称が
あるときはその名称であり、建物の所在する土地
の地番は登記事項ではない。

4.登記記録のうち、表示に関する登記が記録され
ている部分を表題部といい、権利に関する登記が
記録されている部分を権利部という。
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２．演習問題

H26
[No.19]
解説

正解4
1.× 不動産登記法第105条より、同法第3条に掲
げる所有権以外の権利も仮登記ができる。

2.× 不動産登記法第14条第3項より、各建物の位
置及び家屋番号を表示するが、構造の表示はない。

3.× 不動産登記法第44条第1項より、土地の地番
も登記事項である。

4.○ 不動産登記法第2条第七号、第八号。
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