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マンションライフサイクルシミュレーション
の活用と今後の展開
令和2年（2020年）9月29日に機構サイトにおいて無料で公開させていただいたマ
ンションライフサイクルシミュレーションについて、リリース後の反響、有識者の方々
からのその意義や利用法に関する貴重なお話や今後の展開などをまとめてご紹介さ
せていただきます。
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　日本は2008年から人口減少社会となり、2020年前
後からは世帯数減を迎えると予測されています。住宅
市場では空き家が今後も右肩上がりに増加していくと
指摘されています。2018年の総務省住宅・土地統計
調査によると849万戸、住宅ストックの13.6％が空き
家であることは周知のとおりです。
　やや古いデータに基づいた話になりますが、2013
年の住宅・土地統計調査を基にした野澤千絵の「空き
家予備軍」の調査（*1）によると将来はもっと深刻な状
況になるということです。具体的にいうと、調査時点
で65歳以上の高齢者のみの住む住宅を「空き家予備
軍」と定義し、その数を算出しています。なぜなら
2013年で65歳以上の世帯は、20年後（2033年）に
は85歳以上の居住世帯になり、空き家になる可能性
が高いと想定されるからです。その調査結果によると
全国の戸建の空き家予備軍の数は、約720万戸にのぼ
っています。戸建て住宅の総戸数に占める空き家予備

軍の世帯の割合は、全国平均で25.2％、４軒に1軒の
割合にのぼるわけです。残念ながら分譲集合住宅であ
るマンション居住世帯を抽出することが統計上難しい
ため、マンションの空き家予備軍を推計することは現
時点ではできていません。
　さらに、これらの空き家についての所有者の空き家
活用に対する考え方調査の結果によると、「現状のま
ま」「特に決めていない」「わからない」という回答が、

「売却したい」という割合を上回っており、どのような
利活用をすべきかさえ、検討されていない現状にある
ようです。 野澤はこれらの空き家を「問題先送り空き
家」と称しており、問題先送り空き家は、空き家の所
有者である当事者や地域行政にとって、解決の糸口が
見いだせないまま時間が経過している状況です。
　このような状況をマンションに投影してみると、今後
マンションの空き家は、有効に利活用されるものと問題
先送り空き家に二極分化し、問題先送り空き家への対
応がより顕在化してくると想定されます。マンション管
理組合、区分所有者が問題先送りしないようにするた
めの管理の適正化が問われているといえるでしょう。

問題先送りしない
マンション管理に向けて
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管理計画認定制度における
マンション管理の評価項目

　マンション管理計画認定制度で求められている評価
項目案のなかで、とくに長期修繕計画および長期修繕
積立金に関連した項目としては以下のものが想定され
ています。

●長期修繕計画の作成日または見直し日が７年以内で
あること

●適切な推定修繕工事項目、当該工事の予定時期及
び予定費用が長期修繕計画に明記されていること

●計画期間30年以上、かつ残存期間内に２回以上の
大規模修繕工事を含む長期修繕計画に基づき修繕
積立金の額が設定されていること

●長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総
額が著しく低額でないこと

●計画期間全体での修繕積立金の平均額（㎡あたり単
価）が一定額以上であること

などになります。詳細は国交省の公表資料を参考にし
てください。
　管理計画認定制度の策定に関連しては、長期修繕
計画作成ガイドライン、修繕積立金ガイドラインの改
訂についても検討がされていますが、認定基準に大き
く関係してくるのは、修繕積立金の適正範囲の確認と
いうことになると思われます。
　国交省が2011年4月に公表した修繕積立金ガイドラ
インで示している延べ床面積の㎡あたりの修繕積立金
の月額については、おおむね㎡あたり200円程度が平
均値として示されています。しかし工事金額が実態とし
て高騰している状況があるので時点間調整が必要にな
り、また、認定基準が地域ごとに設定されることが想定
されるため地域ごとの単価水準を示す必要が生じます。
　それに対応するためには、住宅金融支援機構のシミ
ュレーションに用いられている時点調整、地域係数等
の補正が役立つと考えられ、これが改訂に反映される
ことが期待されます。
　ところで、個別マンションの修繕積立金の妥当性の
認定においては、マンションごとの個別要因も多く存

　マンション管理適正化法の改正にともない、マンシ
ョン管理の適正化にむけた実態把握、適正な管理計
画作成およびその適正な運用が地方公共団体に求め
られています。マンションストックを抱える地方公共団
体の役割や責任が強く求められていることになります。
一方で、今回の法改正ではマンションの区分所有者で
構成する管理組合や区分所有者の役割の重要性も同
時に強調されています。具体的には告示（案）（＊２）で以
下のように記載されています。
　「マンションストックの高経年化が進む中、これらを
可能な限り長く活用するよう努めることが重要であり、
管理組合は、自らの責任を自覚し、必要に応じて専門
家の支援も得ながら、適切に管理を行うとともに、国
及び地方公共団体が講ずる施策に協力するよう努める
必要がある。
　マンションの区分所有者等は、管理組合の一員とし
ての役割及び修繕の必要性を十分認識して、管理組
合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その
役割を適切に果たすよう努める必要がある。」
　以上のように、それぞれの管理組合の自立的な管理
計画の立案や運用については、自らが所有するマンシ
ョンの管理状況がどのようになっているのか、他のマ
ンションに比べてどうか、を相対化しつつ認識するこ
とが重要であると思います。
　そのためには、管理組合自身が自らのマンションの
長期修繕計画の妥当性やその長期修繕計画にもとづ
いて算出される修繕積立金の妥当性について判断し、
必要であれば、その見直しが必要です。
　今回準備されつつある管理計画認定制度は、個別
の管理組合がそれぞれ適正な管理計画にもとづいて
管理しているかどうかを地方公共団体が評価し、「見
える化」していこうとする試みであるといえるでしょう。

適正化法改正と管理組合の役割
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長期修繕計画にもとづいた
修繕積立金のシミュレーション

在すると想定されるので、専門家のコメントにもとづく
判断も加味するという扱いになっています。
　後述するシミュレーションは住宅金融支援機構の共
用部分リフォーム融 資の大 規模修 繕工事費データ

（2013年度から2018年度までの５年間）の分析結果
をもとにしており、その工事費分析は、2019年度以降
も継続するように伺っています。管理組合に利用しや
すい形での分析内容のバージョンアップも期待したい
と思います。

　管理組合として自らの管理状況を確認する手段の大
きな柱のひとつは、適切な長期修繕計画とその計画に
もとづいて算出される修繕積立金の妥当性になりま
す。ここで参考になるツールとして紹介しておきたいの
が住宅金融支援機構の提供しているマンションライフ
サイクルシミュレーションです。
　私の所属する東洋大学建築学科では、学生に演習
課題としてコンサルタントの協力を得て作成したモデ
ルマンションの長期修繕計画に基づいた修繕積立金
のシミュレーションを体験してもらっています。
　まずは「よいマンションとは何か」「マンションの価
値とは何か」という意見交換をもとにマンションの価
値に関する認識を共有し、その後、シミュレーション
に移行します。現状の長期修繕計画と修繕積立金会
計では、次の大規模修繕工事をクリアすることが困難
な条件設定にしてあります。それをクリアするために
はどのように考えるべきかを修繕委員会の委員になっ
た設定でグループディスカッションしています。

　シミュレーションを通じて
●推定修繕工事費累計額以上に修繕積立金累計額が
積み立てられているかどうか

●必要額の確保のためには、毎月の修繕積立金の増
額は、いつからどの程度で行わないといけないのか

●また、現在積立金に繰り入れている駐車場会計からの修
繕積立会計への繰り入れは減少してくるのではないか

●修繕工事の実施時期をずらすなどの時期を調整した

効果はどの程度か
●インフレーション率、消費税のアップの影響をどう見るか
●修繕積立金増額のための合意形成は可能か

等々、長期にわたって生活や建物をマネジメントしてい
くことの大切さを実感する演習になります。
　その発展形として、昨年9月に住宅金融支援機構の
HPで公開されたマンションライフサイクルシミュレー
ションも試しに使ってみました。マンションライフサイ
クルシミュレーションでは、建物規模、築年数などに
応じたマンションの「平均的な大規模修繕工事費用」、
今後40年間の「修繕積立金の負担額」「修繕積立金
会計の収支」などを試算することができるようになっ
ています。また、管理組合が、大規模修繕工事の判
断にも活用できるようです。
　学生にとってみると対象とするマンションの長期修
繕計画や修繕積立金の妥当性を判断するうえで、その
前提条件となるマンション管理に関する基本情報をど
のようにして集めるかから始まりますが、そのことひと
つをとってもマンション管理のための自覚的な努力とな
り、マンションを買うこと、マンションに住むことの責
任を自覚する第一歩になります。
　ここで紹介したのは今後さまざまな立場でマンショ
ン管理にかかわる可能性のある建築学系の大学生を
対象とした例ですが、マンションの管理の適正化推進
にあたって、それぞれのマンションの管理組合や区分
所有者が、自らのマンションの管理の状況や今後の長
期修繕計画の内容やそれに基づいた修繕積立金の妥
当性について他のマンションの状況等を踏まえて相対
化したうえで状況判断する意識を持つことがたいへん
重要と考えています。それを確認するためにも、管理
組合の取り組みとしてマンション管理計画認定制度に
登録してみてはいかがでしょうか。

＊1）野澤千絵「老いた家　衰えぬ街　住まいを
終活する」講談社現代新書　2018

＊2）国交省告示　「マンションの管理の適正化
の推進を図るための基本的な方針（案）」 

（2021.6.14　パブリックコメント掲載）

参考文献
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マンションライフサイクルシミュレーションの活用方法
〜 40年の長期ビジョン〜
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年ぐらいだと思うか」という質問をしてみると、60年
程度と考えている人も少なくありません。しかし、民間
の分譲マンションが供給され始めてから既に60年以上
が経過しており、建て替えられたマンションは国土交
通省の統計では、令和3年4月現在で263棟という数字
です（全国のマンションストック数約675万戸÷推計平
均戸数60 ～70戸として約10万棟の0.26%）。
　このマンションライフサイクルシミュレーション
は、こうした40年先までの長期的なビジョンを考え
るきっかけとなり、修繕積立金のより適正化に向けた
取り組みでもあるといえます。

　こうしたシミュレーションに共通していえることです
が、マンションという特性上、団地や同形状の複数棟
を除いて全く同じというものはありませんので、あくま

マンションライフサイクル
シミュレーションの活用方法

ドイツの1924年築の世界遺産ヴィンテージマンション

　今回、住宅金融支援機構のマンションの価値向上に
資する金融支援の実施協議会に参加させていただき、
管理組合の管理適正化支援に対応する取組の一つとし
て、このマンションライフサイクルシミュレーション
を構築するにあたりいろいろと意見も述べさせていた
だきました。
　これまでの長期修繕計画は、25年から30年程度で
作られるものが多いと思われますが、40年という長
期スパンのシミュレーションというのは初めてだと思
います。特に近年では、高耐久性の建築・改修材料が
出てきたこともあり、これまでの12年程度といわれ
てきた大規模修繕の周期を15年程度に延伸するよう
な傾向も見られてきていることから、25年や30年の
長期修繕計画ではその計画後に掛かる大きな費用が見
込めていないケースも見られています。
　国土交通省でも新しいマンション管理計画認定制度
を検討しており、その認定基準として、「長期修繕計
画の作成期間が30年以上、かつ残存期間内に2回以上
の大規模修繕工事を含むものであること。」を要件の
一つとすることとされています。
　当協会でもヴィンテージマンションプロジェクト推
進協議会をマンション関係団体と立ち上げています
が、その目的は、適切な維持保全を行うことにより
100年以上でもマンションの価値を維持することは可
能ということを提言しており、自分たちのマンション
をどうするのかといった長期的なビジョンを持つこと
が重要だと考えています。
　よくセミナーなどで参加者に「マンションの寿命が何

マンションライフサイクル
シミュレーションについて
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で住宅金融支援機構の実績データに基づいた統計学
的な数字であることを理解しておく必要があります。
その上で、どのような活用方法があるかを考えてみた
いと思います。

◇シミュレーションの目的
　住宅金融支援機構では、このシミュレーションの具
体的な目的例として「マンションの大規模修繕工事金
額の妥当性を見る」、「修繕積立金が不足しないか」、「将
来の積立金がどこまで上がるのか」を挙げています。
一般的に、そのマンションの長期修繕計画は管理会
社が作成、見直しをされているケースが多いと思いま
す。特に新築マンションではデベロッパーや新築時の
管理委託管理会社が作成していますが、毎月の積立額
は修繕積立基金を販売価格に上乗せすることで当初
は安く抑え、段階的に増額していく方式で、あとは管
理組合がその都度、総会において増額を決議しなけ
ればなりません。なので、1回目の大規模修繕工事で
は基金があるため足りるのですが、積立額をそのまま
にしておくと2回目の大規模修繕工事の時に工事費が
不足することになるので修繕積立金の値上げをするわ
けですが、その決定は管理組合に委ねられているので
す。国土交通省の平成30年のマンション総合調査で
もその傾向が顕著に表れています（図1、2）。
　この増額する際に、総会等で当初の長期修繕計画
の妥当性についての意見が出ることも多く、合意形成

を得るためには客観的なエビデンスが必要になること
があります。もちろん、第3者の専門家に見直しを依
頼することもありますが、簡易的に目安となる確認方
法がこのシミュレーションだと思います。

◇シミュレーションの活用
　計画期間40年というスパンは「そんな先のことまで」
といわれる方もおられると思いますが、最初に申し上
げた通り100年以上建物がもつことを前提に考えれ
ば、決して遠い先のことではないのです。既に新築マ
ンションの契約数を中古マンションの契約数が上回る
時代であり、修繕、改修工事によりヴィンテージマン
ション（古くても価値のあるマンション）とすることは、
安心・安全・快適な居住空間にするだけでなく、それ
が資産価値の向上にもつながることになります。その
ために40年間の計画の中で必要最低限やらなければ
ならない修繕工事が見え、それプラスアルファの改良
工事（社会的陳腐化対応工事等）を行うためにはどれ
くらいの修繕積立金を積み立てることが必要かといっ
たシミュレーションにも役立てられると思います。
　もちろん、修繕、改修技術の進歩や社会的ニーズに
より計画の見直しは5～7年程度ごとに必要となります
が、計画の修正や修繕積立金の見直しを進める検討
段階で、いろいろなパターンのシミュレートができると
いうことも活用方法の一つになると思います。

全体　
（N=1,663）

昭和54年以前
（N=218）

昭和55年～平成元年
（N=233）

平成2年～平成11年
（N=434）

平成12年～平成21年
（N=514）

平成22年以降
（N=199）

41.4 43.4 7.1 8.2

63.8 15.6 11.9 8.7

53.2 29.6 11.6 5.6

43.1 39.6 9.7 7.6

31.5 56.6 3.7

0.5

8.2

23.6 67.8

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

8.0

（完成年次）
均等積立方式 段階増額積立方式 その他 不　明

計画に対して
20％超の不足
15.5％

計画に対して
10％～20％の不足

2.5％
計画に対して

5％～10％の不足
2.1％

現在の修繕積立金残高が
計画に比べて余剰がある

33.8％

不明
31.4％

計画に対して
5％以下の不足
14.7％

N=1,529

34.8％

【図1】現在の修繕積立金の積み立て方式 【図2】現在の修繕積立金の状況
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マンション・まちづくり支援部　技術統括室　技術統括グループ長

相原　康生（あいはら　やすお）

平成8年芝浦工業大学システム工学部修了、同年住宅金融公庫入庫。福岡支店、住宅環境部、
東京支店、南九州支店、業務推進部、審査部を経て2020年4月より現職。

マンションライフサイクルシミュレーションの今後の展望

特集

22

　管理組合の方からは、「一般的な長期修繕計画より
も40年間と長い期間の試算ができ大変ありがたい」

「入力項目も少なく、無料であり、簡単に試算できる」と、
公共団体の方からは、「管理組合の役員以外の方でも
容易に試算ができるものとなっており、マンション管
理に対して居住者の意識向上に役立つツールである」

「管理組合向けのセミナーなどで是非ＭＬＳの利用方法
を案内したい」「マンションの維持管理に関心を持って
もらうきっかけとなる」と評価いただいています。実際
に公共団体の方が主催するセミナーなどでＭＬＳの利
用方法を説明したり、動画を配信する取り組みを行っ
ています。また、マンション管理士の方からも「管理
組合から相談を受ける上での参考資料として、今後の
長期修繕計画案を簡単に作成でき利用しやすい」とい
ったお言葉もいただいているところです。

管理組合、公共団体、管理士の
方々の評価も上々

　今後、マンションの管理計画認定制度が動き出すこ
とで、認定取得のためにご自身のマンションの維持管
理状況の確認や長期修繕計画の見直しを考えることも
増えてくると思います。その際に、ＭＬＳが将来に向け
た修繕積立金の見直しや大規模修繕工事費の妥当性
などの参考情報として幅広く利用されるように、見直
しをしながら育てていきたいと思っています。そして、
高経年マンションの取り組みの一助となるように今後
もよりよいＭＬＳを目指していきたいと思います。

今後に向けて

ＭＬＳへの要望、
活用状況を踏まえた対応

　 現 在のＭＬＳは、 利 用に当たっては100戸未 満、
100㎡未満などのマンションを想定しています。その
ため、「マンションの価値向上に資する金融支援の実
施協議会」メンバーなどからも、もう少し規模の大き
いマンションで利用できないか、施工技術なども向上
してきているため工事周期などを見直せないか、シミ
ュレーション結果をエクセルで出力できないかなどの
要望もいただいています。
　来年度から本格的にマンションの管理計画認定制度
が開始されることもあり、ＭＬＳが幅広く活用されるこ
とも想定されます。いただいた要望や検討されている
長期修繕ガイドラインの見直しなどを想定した対応、
想定されている利用対象規模の拡充、使いやすさを向
上させるためのメンテナンスを行い、10月のリニューア
ルを目指し取り組んでいるところです。

　マンションライフサイクルシミュレーション～長期修
繕ナビ～（以下「ＭＬＳ」という）は、管理規約や長期
修繕計画などをもとに基礎情報を30項目程度入力す
ることで、建物規模、築年数などに応じたマンション
の「平均的な大規模修繕工事費用」、今後40年間の「修
繕積立金の負担額」、「修繕積立金会計の収支」 など
を試算するツールで、昨年の９月29日にリリースされま
した。リリースされてから１年近くが経ち、6月末まで
に約21,200件のHPへのアクセスがあり、利用者から
ＭＬＳへの意見や要望などもいただいているところです。

令和２年９月29日にリリース
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