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は じ め に

フランスにおける有益費の償還に関 して、法律

的な観点から、若干の問題についてお話をさせて

頂きます。前回の椎名先生のご報告にな らいま し

して、一応その歴史的な背景を踏まえた上で現在

の制度を見るという、そういう形での報告をさせ

て頂 くつもりです。仏文の資料をそのままお配り

するというわけにも参 りませんので、手書きの読

みにくいものですが、邦文の資料を若干作 りまし
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た。ごく簡単に資料だけ先に説明 しておきます。

補足資料Aと して、現行の有益費関係の規定の内

容を整理したメモを作ってあ ります。次に、補足

資料のBは 、私自身がずい分前に書いた論文か ら

の抜奉ですけれども、有益費に関する規定の戦後

における変遷をたどったものです。補足資料Cで

は、公証人証書でなされる通常の賃貸借契約書中

の、この問題にかかわると思われる条項を、全 く

の仮訳ですが、一応訳出してあります。それか らも

う1つ は、農事法典の有益費関係の規定の抜奉で

す。これは、農水省から出ているもので、どちら

も稲本先生の訳によるものです。73年 段階での翻

訳と、その後の75年 改正をフォローしたものとが

あります。最後に、参考資料といたしまして、最

近私の書いた論文のコピーをつけさせて頂きま し

た。戦後の農地賃貸借制度の展開過程の特徴とそ

の構造的な変遷を概括的に扱ったものですが、そ

の中で有益費関係の規定がどうい う位置づけを

与え られ、どういう変化を遂げるかという点につ

きましても、ある程度注意を払って書いたつもり

でおります。以上の資料を利用しなが らお話をさ

せて頂きます。

1フ ランス法 におけ る 「有益費 」の観念 につ いて

1.民 法典における 「費用の償還」

最初に、フランスにおける有益費の観念につき

ま して、簡単にお話 ししておくことがわかりやす

いかと思います。まず、民法典上での費用償還と

いう問題からみますと、いわゆる 「必要費」im-

pensen6cessaireと 「有益費」impenseutileと の

区別が、これは古 くか ら存在 しております。 しか

し、この区別との関連で、この研究会で問題とな

るような改良行為がどういう形で扱われるのかと

いう点については、なお若干の説明を要するかと

思います。

実際、改良行為と申しまして も、その中にはさ

まざまなものを含んでいるわけです。大きく分け

ますと、これは必ずしも法律的な用語ではないの

ですが、augmentationと 呼ばれるいわゆる 「増

加物」、 つまり新 しいものを何か付け加えるとい

う形のものと、そういう性格をもたない単純な改

良行為との2つ がある、ということになっていま

す。そのうちの前者、augmentationの 問題は、

実は民法の規定の中では、本来的な形では、さき

ほど述べましたimpenseutile-「 有益費」の問題

というよりもむ しろ、民法典555条 の不動産附

　 　 コ

合の問題 一 つまり、附合させた占有者posse-

sseurの 費用償還請求権の問題 一 として扱われ

るのが普通です。そして他方の、それ以外の 「単

純な改良行為」am61iorationsimpleの 方が、 本

来的な意味での費用償還=「 有益費」の償還の問

題になる。こういうような構造をもっているわけ

です。なお、この後者、つまり費用償還の問題が

不当利得 とい う形で考え られることは、日本の

場合と同じです。

2.借 地農による改良行為とその償還

以上が、民法上での改良費の償還に関する一般

的な概念になるわけですが、とくに借地農による

改良行為がその中でどう扱われるかと申します

と、実はその点に関 しましては、民法典には明示

の規定が存在 しておりません。ですから、民法典

には規定がないという条件の下で、その改良費の

償還をどういう形で借地農に保障していくかとい

う問題が、民法制定直後から戦後の特別法の制定

に至るまでの間、さまざまの形で提起され、要求

されてきております。改良費の償還に関する現在

の規定は、そのような沿革の上に立 って制定され

た特別法の体系として形成されてきたものだとい
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うこ とに、 まず 注 意 して お き た い と思 いま す 。

さて 、 この 特 別 法 に お け る改 良 費 の償 還 は 、 さ

き ほ ど述 べ ま したam61iorationsimpleとau-

gmentationつ ま り 「増 加 物 」 との 双 方 を 、 い わ

ば一 括 して 含 み こ む形 にな って お りま す 。 で す か

ら、 この 問 題 に関 して 「有 益 費 」 とい う言 葉 が使

わ れ るの は、 今 日で はむ しろ例 外 一 余 り使 わ れ

ませ ん 一 で 、 そ のか わ りに"indemnit6d6eau

femiersortant"、 つ ま り 「雑 作 す る定 額 借 地 農 に

支 払 わ れ るべ き 補 償 」 とい う言 葉 が 総 称 的 に使

わ れ て い る。 この 中 に、 さ き ほ ど述 べ た広 い意 味

で の 改良 行 為 の全 体 が 入 って くる わ けで す 。 そ し

て この補 償 の 内容 は 、1942年 か ら1975年 まで の 間

の 逐 次 の 改正(補 足 資料B参 照)を 通 じて 一 貫 し

て 拡 充 ・強 化 されて きて お りま して、 今 日の フ ラ ン

スの農地賃貸借法制の中では、この有益費(広義)

の保障の規定が非常に重要な制度として位置づ

けられるようになっている、こういうふ うに言っ

ていいだろうと思います。

以上を前提としまして、以下の報告では、まず

最初に、①改良費の保障がどういう形で認められ

てくるかというその歴史、次いで、②戦後の立法

におけるその展開とそこでの改良費償還請求権の

位置づけ、そして、③その制度の具体的内容を、

順次見ていくことにいた します。最後に時間があ

りましたら、わが国での近年の議論との関係で気

になっている若干の問題点のようなものを、フラ

ンスの場合との対比を念頭におきながら、少 し話

させて頂くことにしたいと思っております。

皿 改良の保障の歴史的展開

L民 法典 と改良費の償還

まず歴史的な沿革からみますと、さきほども申

しましたように、1804年 の民法典にはこの問題に

関する明示の規定がなかったわけです。ただ し、

民法典の制定当時には借地農による改良をどう補

償するかという問題がなかったというわけではあ

りません。むしろその問題 自体は、はっきり意識

されていたと言 ってよいように思います。その例

証として若干の点だけ紹介いたしますと、たとえ

ば革命前の、いわゆるアンシャンレジームのもと

での北部諸地域の慣習法の中には、有益費ないし

改良の償還に関す る明示の規定を置くものが実際

に存在しています。借地農による建築とか工作物

の設置、あるいはとくに植栽等、こういうものの償

還についても明示の規定を置 く慣習法がござい

ます し、また、そういう明確な、新 しい物を付加

するという形をとらない耕作上の改良行為につい

ても、やはり規定が存在 しているものが見 られま

す。この後者の方は、前回の椎名先生のお話にあ

った古い時代の改良の償還の問題と同 じ問題にな

るわけですが、たとえば肥料を購入して投下 した

場合にその肥料の価値がなお残っている、それを

どう補償するか、またプラスαの耕作 ・耕転を行

なった場合にはどうするかとか、あるいは、立毛

状態で借地農の交替が行われる場合には、新 しく入

作する借地農がその立毛を一定の評価によつて

買い取ることとか、こういう点が、あるいは慣習

法の明示の規定によって、あるいはその地域の慣

行によって、北部の方ではかなり広く認められて

おります。同様に、旧制下の民法関係の諸学説の

中でも、改良 ・有益費の償還ということが、すで

に明示の問題として取 り扱われています。ですか

ら、革命期にも、そういう問題がやはり出てきて

いるのですが、ただ、民法典はそれを明示の規定

としては取り上げていない、こういうことになる

わけです。
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では、民法典ではなぜその問題が排除されたの

か、ということになりますが、ごく簡単に言えば、

大きく2つ の点を指摘できるかと思います。ひと

つは、やはりフランス革命とその後の民法典が、歴

史的には、所有権の自由と契約の自由という近代

民法の大原則を確立する、このことを非常に大き

な課題 としていたということだろうと思います。

所有権の自由の観念というのは、当時の状況のも

とでは、む しろ土地所有権を念頭において考えら

れていたわけであ りまして、その土地所有権をい

かにして排他的な、 しかも包括的な所有権として

構成するか、こういうことが民法典のひとつの基

本的な課題 となっていたわけです。ですか ら、一

方では、これは日本で も同 じことですが、それ以

前の制度のもとで存在 していたさまざまな物権的

な土地利用権 一 この中には封建的なものもあれ

ば、あるいは私的な性格のものもございますけれど

も 一 そういうものを整理する。そ して、む しろ

そういう物権的な土地利用権は制限的にのみ認

めていく。こういうことが一方で行われておりま

す。と同時に、他方では、土地所有権がもつ権能

の内容的拡充という形で、不動産に関する附合の

原則が大幅に強化されてまいります。わかり易 く

言いますと、他人が別の人の土地になんらかの物

を付着させたという場合に、その付着されたもの

に対しても土地所有者の支配権能が強力に及んで

くる。そしてこのこととの関係で、逆に付加させ

た者の権利は制約されざるを得ない。こういう側

面がもう一方で出て来るわけです苫m

以上が、所有権の自由の確立 ということから出

て くる問題です。

注(1)や や具体的に言うならば、①借地農の改

良行為(他 人の土地に新たな物を付加する行為)

自体がその用益義務違反と観念されるだけでな

く、②その改良は、不動産添附の効果として直

ちに地主の所有に帰属 し、借地農によるその後

の変更 ・除去 も認められなくなる、また、③契

約 終 了 時 に は 、借 地 農 は、 一 方 で 、 地 主 に対 し

て 原 状 返 還=改 良 除 去 の義 務 を負 う と 同時 に 、

他 方 で は、 第2点 の 延 長 と して 、 地 主 が そ の 保

全 を 望 む 場 合 に は改 良 の 収 去 もま た 認 め られ な

い(改 良 に対 す る地 主 の 所 有 権 の侵 害)、 という

帰 結が そ こか ら導 き 出 され て く るの で あ る。

また、契約自由ということとの関係で申します

と、これには一般的な意味での契約自由の問題 一

それが地主にとってより有利であること 一 もあ

りますけれども、農地賃貸借につきましては、さ

らに特殊な問題が存在 しております。すなわち、

フランス革命期の土地改革は、さきにも述べまし

たように、要するに土地の所有と利用とを物権的

な諸負担ないし土地利用権か ら解放する。そして、

ある土地を他人が利用するという場合には、その

利用関係を契約の自由に服する債権的な賃貸借関

係として構成する。こういうことを1つ の重要な

課題として含んでいたわけです。言いかえれば、

他人の土地の利用は債権的な賃借権によることを

原則とするということ自体が、土地所有権の自由

の不可欠の内容として考えられるわけでありま し

て、その結果、借地農の改良施行権限やその補償

の問題も、当然に当事者間の契約自由の原則に委

ねられβべきものとされることになった、とこう

いう点を指摘できるように思います。

以上が、民法典にこの問題に関する規定がない

ことについての法制的な面からの背景です。

次に、もう1つ の背景としては、やはり農地賃

貸借の観念が、当時においてはかなり伝統的な、

ある意味では古い側面を残 していたということが

あろうかと思います。これは、とくに地主と借

地農との関係の理解の仕方にかかわるわけですが、

借地農を、ある意味では耕作の面における土地

所有者の代理人であると、こういう形で捉える考

え方がなお根強 く存在 していたように思われま

す。そうなりますと、本来所有者自身が耕作をな
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すべきところを、その所有者の意を受けて借地農

が代 って耕作を行 うというつかまえ方になりま

すので、土地所有者に対する借地農の従属性が

どうしても大きくなって くるわけです。たとえば、

やはり革命期における土地所有権の解放の一環で

あった耕作の自由の確立という点か らみてみまし

ても、その耕作の自由は、現実の耕作者の耕作の

自由というようには考え られませんで、もっぱら

土地所有者の耕作 の自由である、というふうに考

えられます。借地農が共同体的な諸規制か ら解放

されて、耕作 ・改良の自由を享受 しうるとしても、

それは、土地所有者に認め られた権能を、契約を

通 じて彼が行使 しうるようになるか らに過ぎない。

こういう考え方になって くるわけです。ですから、

土地所有者との関係での借地農の耕作 ・改良の自

由というものは、民法上の規定では、明示の形で

は出てこない。む しろ、そういう借地農の使用収

益の内容は、土地所有者との関係で良好な耕作を

行 うべき義務とい うような形で出てまいります。

そのことが、借地農の改良行為に伴って生ずる改

良費の償還 とい う問題を民法典の規定か らやは

り排除するという結果をもたらすことは、容易に

推測できるだろうと思います。

2.慣 行と判例 の発展

口}問 題の発生

民法典の制定は、1804年のことですから、その

当時は、一応それで済んだわけですが、 しか し、

19世紀における農業の発展とともに、民法典の規

定の不備が次第に明確に認識されて参ります。フ

ランスの場合にはイギリスより遅れま して、1840

年代前後か ら本格 的な農業革命が北部の諸地域で

進行 していきますが、その頃になりますと、否応

なく、借地農の改良の保障の必要ということが意

識されてくるわけです。つまり、言うまで もなく

農業革命の進行の過程では、借地経営の場合には、

借地農による改良投資の増大が要求される。そし

て、従来 とは異 ったさまざまな新しい経営内容や

改良行為を行わなければならない、そうしますと、

ひとつには、借地農に改良の自由を認めなければ

ならない。同時にいまひとつには、その改良とい

う形で行なわれる資本投下について、一定の補償

請求をする権利を借地農に認めなければならない。

こういう問題が出て来るわけです:

このうち、改良行為の自由という点は、さきほ

ど民法典に関して述べたこととの関係で申します

と、いわば農地賃貸借に関する伝統的な観念を否

定 して、借地農自身に耕作者としての独立 した地

位を保障 していくという問題になります。他方、それ

に伴 う補償請求権を借地農に認めるとい うこと

は、いわばその独立 した法的地位を基礎として

借地農が行う資本投下の安全性を保障 していく、

こういう問題になるかと思います。

{2}判 例

そこで、現実の地主小作関係のなかでは、さま

ざまな慣行が発生 し、さらにそれを、学説や判例

を通 じて、民法典に規定はないけれども一定の形

で認めてい く、 とい うプ ロセスが進行 していく

ことになります。最初に、判例の方か らみておく

ことに します。

まず改良施行権に関 しましては、民法典には明

示の規定がないわけですが、農地賃貸借そのもの

の性格 一 つまり、家屋の賃貸借などとは違って、

借地農による継起的な耕作 ・資本投下活動をその

本来的な目的、内容としているということです一

を基本的な根拠にしながら、次第に借地農の改良

の自由を認める判例が出て参 ります。そして学説

でもそれが定着 していきます。他方、改良費の償

還という問題に関しましては、これはさらに土地

所有者 との間の利害対立が大きいわけです。そこ

で、現存の民法典の規定を利用 しなが ら、その解

釈を通 じて一定の範囲で借地農の救済を図 ってい

く、ということになるわけですが、そこでは、さ
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きほど述べました 「増加物」 ・付加物を加える場

合と、単純な改良行為の場合とを区別 して、別個

の法的処理がなされることになります。

① まず、借地農が建築、植栽またはその他の

工作物の設置等の、土地と明確に区別される別個

の物件を作る改良行為を行なった場合につきまし

ては、さきほどちょっと触れました民法555条 の

不動産附合の規定を借地農にも準用するとい うこ

とが認められて参 ります。この点に関 しては、ち

ょっと補足的な説明をしておくことが必要で しょ

う。すなわち、わが国では、所有者以外の占有者

の中に賃借人が含まれております。ですか ら、 日

本民法の賃貸借の章にあります有益費の償還の規

定は、占有者に関する費用償還の規定をそのまま

準用しています。ところが、フランス民法におけ

る借地農の法律的な地位というのは、わが国の場

合と違いまして、物の 占有者、つ まりpossess-

eurと しての地位を認められていないわけです。

これには、2つ の背景があります。1つ は、さき

ほど述べた借地農 と土地所有者との関係の理解の

仕方、つまり、借地農の地位を土地所有者に強 く

従属する形で考える伝統的な考え方の問題です。もう

1つは、「占有」possessionと いうことの理解の仕

方の違いです。 フランスでは伝統的に、占有、と

くに占有訴権制度がいわば物権的な意味での本権

保護のための制度、つま りその背後に物権の存

在を想定 した制度 として考え られている。それ故、

賃借人のような単なる一時的な 「所持者」d6ten

teur－ つまり、債権的な権利にもとついて他人

の所有物を一時的に利用するにすぎない者 一 に

対 しては、占有者としての地位を認めない。こう

いう考え方が民法典の原則であり、 したがってそ

の555条 は賃借人には適用されないというのが、

本来的な建前であったわけです。

しか し、改良費の補償の問題が出てくるのに伴

って、借地農が新 しい物件を付加 したという場合

については、この占有者に関する不動産附合の規

定を準用 しようということになってきたわけです。

ただ、その場合につきましても、次の2つ の場合

が区別されます。まず、賃借人が所有者の同意を

得ないで改良行為を行ったという場合については、

賃借人の地位は、いわゆる悪意の占有者に擬制さ

れるにとどまります。この場合には、555条 によ

りますと、所有者の側がその増加物の収去、ある

いは維持の選択権をもっておりまして、所有者が

賃借人の付加 した物の保存を望む場合にのみ、所

有者が補償の支払いの義務を負うことになります。

他方、所有者の明示の合意を得て賃借人がその種

の行為を行っていた場合には、これは今度は善意

の占有者という形の擬制を受けまして、地主の側

はその付加物の収去を請求できず、その改良の費

用の償還義務を負う、とこういうことになるわけ

です。

ですか ら、こういう判例がほぼ一般的に確立さ

れてきたといた しま しても、そこには、なお大き

な限界が存在 しているということをおわかり頂

けるかと思います。整理して申します と、第1は 、

そういう別個の物件を付加するような改良の場合

にのみ、今の規定の適用がありうるということで

す。ですから、それ以外の場合、例えば潅概排水

のための改良行為を行 った場合、電気施設等を新

たに農場の建物に敷設 した場合とか、あるいは未

墾地を開墾した、あるいは生産力の低い土地を永

久草地に変えたとか、そういうような改良行為は、

今述べま した555条 の不動産附合の規定によって

は救済されないことになるわけです。

第2は 、賃借人は、しばしば所有者の同意なし

に改良行為を行 うわけで、これの処理が一番大き

な問題となるのですけれども、その場合の借地農

の地位が、悪意の占有者として しか擬制されない。

従って、地主の側の収去請求権が常に存在 します

ので、どうしても補償の請求という点での借地農
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の地位が弱くなる。こういう問題が出て参ります。

さらに、この判例の限界ということに付け加えて

申しておきますと、この不動産附合に関する555

条の規定が、任意規定であると理解されました結

果、明示の特約が あります とその適用が常に排

除されうるという問題も出てきます。 しか し、こ

ういういろいろな限界はありますが、以上のよう

な判例理論によって、少くとも付加物 ・増加物に

ついては、今述べた範囲での救済が認められるよ

うになるわけです。

② それでは、他方、以上の範囲に入らない単

純な改良行為が判例によってどう扱われたかと言

いますと、これがまさに、「有益費」impenseutile

と して補償が認め られるのかどうかとい う問題

になります。とくに化学肥料の普及に伴いまして、

借地農が、代価を払って購入した多量の肥料を投

下する。それからまた、生産力の一般的な発展に

伴いま して、借地農 自身がいろいろな潅概排水

工事等の土地改良を行う、というようなことにな

りますと、この点が当然大きな問題になってくる

わけです。それ故、下級審の判例とか、学説の中

には、不当利得enrichessementsanscauseの 観念

を適用いたしまして、借地農の費用償還請求権、

つまり有益費の償還ということを認めようとする

ものも現れてきますが、フランスの最高裁に当り

ます破殿院の判例では、それが一般的な原則とし

て確立するには至りません。その理由とされた論

拠は、わが国の場合と似ておりますけれども、原

則的には次の2点 です。ひとつは、借地農のそう

いう行為は、多くの場合には、借地農が土地所有

者との関係で行 うべき通常の義務、つまり良好な

耕作 ・経営を維持する義務の履行の一部である、

ということです。特定の購入肥料の投下とか、そ

の他一定の段階の生産力水準を前提 とした場合に

当然必要 となるさまざまな改良行為、これらは借

地農が当然になすべき義務の一部なんだというわ

けです。もう1つ は、確かに地主の側については

不当利得というふ うに見えるとしても、借地農の

側も、それによって利益を受けている。つまり、

そういう改良行為は、借地農がまさに自分自身の

利益のためにみずから、 しかも自分の意志で行っ

ている。そういう場合には、不当利得が成立 しな

いという議論です。ですから、判例の一定の発展

にもかかわらず、こういう単純な改良行為の多く

は、結局法律的には救済されないという状態が長

く続いていくことになるわけです。

(3}慣 行

そこで当然に、実際の契約条項や、あるいは地

域的な慣行の中でこれらの改良の償還を借地農に

保障する、という方向が出てまいります。事実、

さまざまな慣行が各地域で多様に展開するのです

が、そのうちの特徴的な、 しかも、のちの展開との

関係で注意 しておいていいと思われるものだけ、

簡単に指摘 しておきます。まず第1は 、 いわば

当然のことですが、契約書自体の中であ らか じめ

借地農に一定の改良施行権を認め、その償還の方

法も特約 してお く、という場合です。第2は 、そ

の償還方法の1つ の態様ということになりますが、

とくに開墾とか、植栽とか、そういう直ちに収益

をもた らさない改良行為を行なう場合につきま し

ては、当初の何年間かの小作料を軽減するという

ことが行なわれております。それか ら第3番 目と

して、改良費の償還ということがなかなかうまく

いかない、 しか し農業生産力の発展のためには借

地農の改良投資を助長することが必要であるとい

うことか ら、契約期間の長期化という方向が打ち

出されてきます。これは、借地経営の場合に常に

出てくる問題であるわけですけれども、先進的な

地方では、実際にも期間の長期化がある程度進ん

で参ります。フランスの農地賃借権の期間は、北部の

方では、すでにこの時期でも9年 が一般的になって

おりまして、わが国か らみますと、それだけでも
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充分長いわけですが、9年 ではなお短かいとされ

たわけです。

というのは、賃借人の側からみると、9年 が終った

段階では土地を返す可能性が常に残るわけですね。で

すから、最初の3年 間は積極的に資本投下を行 う。肥

料なら肥料を多量に投下して、次の3年 間に最大限の

収益を確保できるようにする。しかし、最後の3年 に

なりますと、契約の更新がどうなるかという不安が残

りますから、資本投下は行わないで、む しろ自分

がそれまでに行 った改良の効果を最大限に吸収

し尽す。そういう経営をやるわけです。 この リ

ズムが9年 単位で繰返されるとしますと、当然、

長期的な効果をもつ改良行為の実施 は不可能 に

なりますし、また生産力の発展という観点か らも

弊害が出てきます。そこで期間をたとえば18年 に

長期化 して、もう少 し長期的な効果をもつ改良行

為を行わせようというのがこの考え方です。ただ、

実はそうしまして も、結局18年 なら18年の期間が

終る直前の時期については、さきほど9年 の契約

についてみたのと同じ状態が生 じるわけです。で

すか ら、期間の長期化だけでは、改良投資の促進

という問題は最終的に解決されないということに

な ります。

そこで、期間満了時における改良投資そのもの

の償還に関する慣行が当然必要になってくるわけ

でありまして、それが次に述べる第4、 第5の 慣

行として出て参ります。第4の 慣行は、残存肥料

償還特約の普及です。これは、契約期間が終了 し

借地農の交替が行われるという段階で、その前の

数年間に前借地震が投下 していた肥料の効果が残

っているという場合に、その残った部分を補償 し

てやろうという考え方です。そうすることにより

ま して、契約の最後の3年 間の間でも、前借地震

は通常の場合と同様の肥料の投下を安心して継続

することができる。その場合の補償義務者は、地

域によっても違いますが、地主になる場合 と、新

しい借地農になる場合との両方が存在 しておりま

す。ただ、大づかみに言えば、残存肥料の償還に

関しては、新借地農が補償する方がむ しろ一般的

であったと言えるように思います。

こういう慣行ができて参 りますと、いわばその

発展形態がそこから当然生れてきます。それが、

第5番 目の 「農場買取 り慣行」reprisedelafer-

meで す。 この慣行の場合には、単に残存肥料だ

けでなくて、農場に存在す る家畜、農機具その他

のいろんな動産物件、肥料、乾草等のス トック、

そのいうものがすべて対象となります。 こういう

ものと、それから、そこには含まれないけれども

やはり農場の農地がもっているいわば耕作上の価

値、その価値とをあわせて、入作する借地農が離

作借地農からいわば一括 して買受ける、ということ

になるわけです。ですか ら、法形式的には賃借権

の譲渡を通 じて借地農の交替が行われる。その場

合に、もとの借地農が投下 していた資本 というも

のが、目に見える動産物件を含めた形で、農場の

もつ一定の 「耕作価値」valeurculuturaleと し

て評価され、それが入作借地農によって一括 して

買い取 られる。とくに、この最後の部分は、抽象的

な賃借権の価値をも含んでいますので、この慣行

は、いわば一種の耕作権価格=そ の売買の慣行に

近いものになります。これが、戦後の 「パ ドボル

ト」pasdeporte慣 行といわれる耕作権価格の端

緒的な形態であるといっていいのではないかと思

います。

3.立 法要求

ただ、このような慣行が形成 されてきたとしま

して も、その地域的な範囲はやはりかなり限られ

ておりまして、パ リ盆地以北の先進的な借地農業

地帯の中でのことにすぎません。しかも、そうい

う慣行は、法的な保障を与えられているわけでは

ありませんから、場合によっては常に破 られる可能

性が出て くるわけです。その結果、最終的にはな
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んらかの立法的な解決が必要であるということに

なりまして、19世 紀の後半には特別法の制定要求

が出て参 ります。議会に提出された最初の法律案

は1848年 のものですが、その動きが本格化するの

は、1880年 代以降といっていいかと思います。イ

ギ リスの場合よりは少 しおくれておりますけれど

も、その背景は、 イギ リスで、1870・-80年代に改

良費の補償に関する立法が制定されたのと同じも

のです。つまり、農業不況の克服のためにはこの

問題を処理して借地農の改良投資を増大させなけ

ればならない・ということです。実際、当時の農

業雑誌などをみてみますと、イギ リスでの立法過

程と立法の内容が詳細に紹介されておりまして、

それをフランスでも導入すべきであるという議論

が広く展開されております。この上に立って、19

80年 代以降には、繰 り返 し多 くの法律案が議会

に提出されて参りますが、 しかし、それはこの時

期には、結局実現されません。

しかし、第一次大戦後になりますと、改良費償

還請求権の立法化 という方向はかなり明確になり

まして、少くとも下院Chambredesd6put6sで

は法案が議会を通過するという状況になって参り

ます。ただ、第三共和制のもとでは、上院S6nat

(元老院とも呼ばれます)が まさに地主層を含め

た保守層を代表する構成になっておりまして、下

院を通過 して も常に上院では握 りつぶ されると

いう過程が続きます。 しか し、少 くとも改良費償

還請求権を法制化すべ しという方向は、ほぼこの

時期に確定する。そして同時に、単に改良費の償

還だけではなく、農地賃貸借関係一般について、

いわば民法典に対する特別法が必要であるという

ことも、この時期に明確になって参ります。

この大戦間期に出てきた諸法案を分類しまと、

大きく3つ の方向がみられます。この3つ の考え

方は、実は、フランスの農地賃貸借制度のあり方

に対して今日まで多かれ少なかれ影響を与えてい

るものでありますので、簡単に紹介 しておきます。

まず第 ユは、改良費償還請求権それ自体を単独

で立法化すればいいという考え方です。 これは、

ある意味では一番通りやすいし、保守層にも受け

入れ られ易いということから、大戦間の諸法案の

ひとつの主流になっております。内容は省略いた

しますけれども、要するに、長期的効果をもつ土

地改良am61ioratinfonci6reと その他の耕作改良

am61iorationculturaleと の2つ に分けて、それ

ぞれについて規定 していくというのが、その場合

の基本的な考え方です。

それに対 して、第2に 、これはフランスの1つ

の特徴的な考え方であるわけですけれども、 「耕

作所有権」propri6t6culturaleを 借地農に認め

ていくという考え方向が別に出てまいります。こ

の発想のもともとのベースは、商業用の営業賃貸

借の場合には、店舗の賃借人たる商人が 「営業所

有権」propri6t6commercialeを 持つことを認め

られるということにあります。づまり、賃借人で

ある商人は、賃借 した店舗で営業を行うことによ

り、例えば特定の顧客をもつなどの形で有形、無

形の一定の財産的な価値を形成する。そういう価

値を全体として営業財産をなすものと捉えて、そ

の賃借人への財産的な帰属を認め、立退きのとき

には賃借人にそれを補償する。こういう法律が19

26年 に成立いたします。これを前提といた しまし

て、借地農にも、それと同 じような意味で 「耕作

所有権」を認めていこうという考え方が出て くる

わけです。改良費の償還との関係で申しますと、

この場合にはまず、①長年の改良を通 じてでき上

った1つ の農場の 「耕作上の価値」valeurcu1-

turaleに 対 して、借地農が個有の財産権をもって

いることを一般的前提として認める。従って、そ

の財産権を地主が不当に奪おうとすれば、当然地

主は、それによって生ずる損害を借地農に補償し

てやらなければならない。これが、いわば 「耕作
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所有権」の対価で、 「立退補償」indemnit6d'

6victionと 呼ばれます。が、さらにそれに加えて、

②雑作借地農による個別的な改良行為が別にあれ

ば、その改良についても相応の補償が認められま

す。そして、これらの補償は、本来的には地主に

よって支払われるものとされますが、新たに入作

する借地農が地主に代 って払 うことも、また認め

られている。その場合には、まさに新旧借地農間

で農場の 「耕作価値」の売買が行なわれるに等 し

いことになるわけで、ここに、この 「耕作所有権1

方式のひとつの大きな特徴がみられます。

このように、この方式によれば、借地農の財産

権はひじょうに強 く保護されるわけですが、 しか

し、その場合にも、やはり土地所有者の借地農を

交替させる自由 一 つまり更新拒絶の自由 一 そ

のものを完全に否定することはできません。です

か ら、借地農の経営の安 定とい う点では、なお

問題が残 ることになります。そこで、農地賃貸借

関係を、より全面的、かつ一般的に規制 しようとす

る第3の 考え方が出てきます。これが現行法につ

ながってくるわけですが、要するに、賃貸借関係

のあらゆる分野にわたる特別法を制定 して、そ

の中で、改良費償還請求権をも認めていこうとい

う考え方です。社会的、政治的な背景か ら申しま

す と、まず第1の 考え方が、いわば上層の、近代

的発展を遂げていこうとする借地農層か らの要求

として、保守層の一定の支持をも取りつけながら、

最初に現れる。それをさらに強化したものが第2

の 「耕作所有権」の確立要求となる。他方、賃貸

借関係の全般的法規制という考え方は、具体的に

は当時の社会党の一部や共産党などの左翼勢力に

よって主張されたもので、そこでは、借地農、 と

くに零細小作農の社会的保護という側面が正面に

現われる。こういう形になります。

そして、現実の制度としては、結局この第3の

方向が実現されます。そのプロセスは2段 階あ り

まして、まず第2次 大戦中のヴィシー政権 一 こ

れは、北半分を ドイツに占領されたもとで、残 り

の南半分について成立 した対独宥和の政権ですけ

れども 一 その政権下で1942年 に最初の立法が行

なわれます。この法律でまず改良費償還請求権の

法認が行なわれ、次いで翌年=1943年 には、それ

以外の点の規制をも含めた農地賃貸借関係の特別法

が作 られています。そ して、この改革を受けた第

2段 階として、戦後になって、1945年 のオル ドナ

ンス ー これは特別権限による立法形式です 一

とそれを若干修正 した46年 の法律とによ って、現

行の小作関係規則が作 られる。こういうことにな

るわけです。このように、借地農の改良費償還請

求権は、フランスでは、賃貸借法制そのものの特

別法としての成立とパ ラレルになる形で制度化さ

れたということ、この点はまず前提として十分に

押さえてお く必要があろうかと思います。

皿 現行法制における改良費償還請求権の位置づけ

次に、 この戦後の小作関係規則の中で、改良費

償還請求権がどのように位置づけられてきたかと

いうことを、大きく3つ の時期に分けて、簡単に

みておきたいと思います。

1.小 作関係規則の基本的構造

まず、制定当時の小作関係規則について申 しま

すと、おおよそ次のような構造をもっていたと言

えると思います。

耀難難∋ 一
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すなわちsま ず一方では、⑤小作料のかなり低

い水準での統制を行います。 と同時に、賃借人に

は、⑥最低9年 の期間と、その契約の更新権を保

障し、それによって賃借権の安定性を保障する。

他方、賃貸人の側には、◎一定の事由がある場合

に限って契約の解約権 一 これには、契約の中途

解約と更新拒絶権の2種 類がありますが、両方を

合せまして取戻権 と呼んでいます 一 を認める。

④、⑤と◎とが、いわば対抗的な関係におかれる

わけです。それに対 して、⑥改良費の償還 は、原

則として小作他の取上げを認めないけれども、例

外的に取上げが許される 一 つま り地主 の取戻

権が行使されうる 一 場合に借地農に付与される

補償というような、いわば補完的位置づけを与え

られることになります。

そこで、この改良費償還請求権の内容がどうい

うふ うに定められていたかと申しますと、これは

補足資料Bの(1)に 書いてありますが、従来か らの

判例の展開を踏まえまして、大きく3つ の改良が

区別されています。第1が 建築及び工作物、第2

が植栽、そして第3が 、それ以外の耕作または土

地改良でありまして、この第3の 中に多様な種類

の改良行為が含 まれてくることになります。そ

のそれぞれについて細かい規定がおかれるわけで

すが、全体について注意 しておいた方がいい点だ

け、若干述べておきます。

まず、第1に 、改良費の償還は、賃貸借の終了

事由の如何を問わず認められるわけですが、①建

築および工作物 と、②植栽については、原則とし

て地主の同意があったことが条件とされます。他

方、③耕作改良及び土地改良については、一定の
　 コ 　 　 コ 　 　 　

場合についてだけ地主の同意を不要 とするという

方式がとられます。45・46年 段階で認められたこ

の最後の改良行為の例について申しますと、たと

えば地片を区分している生垣 とか溝とかあるいは

林があるときに、それ らを除去しましてより大き

な地片を作り出す、こういうふ うな行為について

は、賃貸人の許可を得なくてやっていい。そして

そういう場合でも、その改良行為に対する補償が

認め られるというわけです。 しかし反対に、そう

いう特別の規定がない改良行為、とくに土地改良

的な行為に関 しましては、やはり地主の同意の有

無がなお問題となる。ただ、このあたりは、あま

り細か くは規定されておりません。

なお、こういう改良行為の有無の立証を1つ の

目的 としまして、契約の締結時に原状確認書6tat

desIieux－ ない し原状明細書。補足資料Bで

は 「土地現状書」と訳 しています 一 を作ること

が法律で義務づけられてお ります。これは、実際

に非常に細かいものを作るわけでありまして、建

物 とか土地がどういう状態である。藁がどう、肥

料がどうというようなことを、全部書き出すわけ

です。例えば補足資料Cの 契約書を見て頂きまし

ても、第1条 の1項 にく原状確認書を作 る〉とい

うことが定め られております。そして この確認

書を基準として、契約終了時の改良の状態を評価

するということになるわけです。

次に第2は 、補償額の算定方法の問題ですが、

これは現行制度と違っております。特徴的な点だ

け申しますと、①まず建築に関しては、民法典555

条の規定の影響がなお残っておりま して、期間満

了時の評価額か ら償却分をマイナス した額という

形になっております。他方、②植栽につきま して

は、その植栽の結果農地の賃貸価額が増加する、

その増加 した価額の9年 分と支出した費用額の合

計が、補償の額です。それか ら、③ その他の改良

行為につきましては、その改良の効果が立退き後に

もなお残っていることを前提として、出費の額か

ら賃借人がすでに得た利益を控除 した額というの

が、基本的な考え方になっているといっていいと

思います。(なお、補足資料B(1)参 照)。

なお、最後に、第3番 目として、このような改
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良費の地主による償還義務が規定 されたことと

の対応で、農地賃借権の譲渡 ・転貸が原則として

禁止されたことに注意 しておく必要があります。

これは、戦前のたとえば 「農場買取り慣行」のよ

うな形での改良補償の慣行や、 「耕作所有権」と

いう形での農地賃借権強化の方向を、排斥したこと

を意味 しています。その理由は、その他の点 もあ

りますが、要するに、そういう耕作権価格のよう

な ものがありますと、それは、結局新 しく入作 し

て くる借地農が買い取る、したがってその資本負

担 、土 地負担を増大 させ る、ということになる

か らです。ですか ら、新 しい法制の下では、一方

では賃借権が強 く保護され、改良費の償還請求権

も認められるわけですが、 しかし、同時に、それ

はもっぱら地主との関係においてのことであると、

こういう限定が付されたわけです。そ して、これ

を少 し別の角度か ら見ますと、要するに、農地賃借

権そのものには一般的な譲 渡性がない、従 って

財産性をもたないという原則が、ここで打ち立て ら

れたことになります。この農地賃借権の非財産性

という原則は、現在までフランス農地賃貸借法の

基本的原則の1つ になっておりますが、しかし、

それが、ある意味では一種の建前ない し擬制とし

ての側面をもたざるをえないという問題を伴 うこ

とは、のちに述べる通 りです。

2.1960年 代の法改正

このような小作関係規則の制定後、50年 代まで

はあまり改正がありませんが、60年代に入 ります

と、構造政策上の観点から新たな改正が加え られ

るようになります。60年 代になされる一連の法改

正の基本的な特徴を簡単に申します と、さきほど

の図の中で、①まず小作料統制は原則として維持

されます。 しかし、⑤期間と更新権の保障が賃借

人にあり、他方で、◎地主には取戻権があるとい

う部分については、その双方を、いわば政策主体

の側から同等に、パ ラレルに捉えて、構造政策の

目的に沿 ってその間の権利関係の調整をはかると

いう方向が出てきます。つまり、政策的に望ま し

い経営に農地が動いていくように、賃借人の更新

権や地主の取戻権の行使についてさまざまな細か

い条件を定めた規定をそこにもち込んでくる。た

とえば、老令の賃借人には、更新権が認め られな

い。取戻権についても、同 じように老令の賃貸人

は、 自作を目的とする取戻権は行使できない。こ

ういうような形にな って くるわけです。

それに対 して、 この時期の改正のもう1つ の特

徴は、60年代以降、⑥改良費の償還の規定が大幅

に強化 されてくることです。そのことは、すでに

60年代におきまして、やはり農業経営の近代的発

展 ということを考えた場合には土地負担を回避で

きる借地経営の方が望ま しい、という一定の判

断がある程度出てきていることに関連するかと思

います。そうしますと、当然、資本投下の促進のた

めに改良費償還請求権を強化 しなければならない

という問題が出てくるわけです。この改良費償還

請求権の強化は、中心的には1967年 の法律(補 足

資料Bの 〔皿Dに よるわけですが、その特徴的な

点だけ述べておきます。

まず、補償請求の認められる範囲 ・改良の種類

を拡大 したということが1つ です。しかも第2に 、

その中で、賃貸人の同意を得ないでよい場合を拡

大する。たとえばこの法律で定められた重要な点

として、法律の規定そのものによって当然に賃借

人に自由な施行権が認められる新 しい改良の種類

が出てまいります。また、法律の規定を基礎とし

て各県毎に県知事が定めるアレテによって、一定

の改良行為を賃借人の自由とするという制度が設

けられます。賃借人の自由とした上で、その改良

の補償については、通常の改良費償還の規定を適

用するわけですから、 これが改良の促進という点

で借地農に大きな自由を与えるものであることは、

直ぐわかって頂けるかと思います。第3は 、補償
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額の算定基準の改正です。それか ら第4に 、これ

はこの時期以降次第に明確になって くることです

けれども、補償を支払 った賃貸人に対 しての手当

が出て参 ります。ひとつは、そういう賃貸人に長

期の融資を与えるということ、そ していまひとつ

は、賃貸人は補償を支払 って改良をいわばみずか

らの負担として引き受けたわけですか ら、それに

相応する小作料の割増 しを求める権利を認めると

いうことです。

こうして、この67年 法によって、借地農に対す

る改良の補償とい う点は大幅に強化されるわけで

すが、 しか し、借地農間での賃借権の譲渡でそれ

を処理すること 一 とくにその譲渡に際 してパ ド

ボル トない し耕作権の対価の授受を行なうこと一

は認めないという原則は、1967年 法でもやはり維

持され、逆にその禁止規定が一層強化されており

ます。

3.1970年 代の法改正

このような60年 代の改正を踏まえたうえで、70

年代には法改正の新 しい方向が出てまいります。

そしてその法改正を通 じて、制定当時の小作関係

規則に見られたような農地賃貸借の構造に、かな

り大きな変化が生 じて くることになります。さき

ほどの図との対比でこれを図示 しますと、次のよ

うな感じになります。

1:灘1響ド㌶藩
<借 地農の経営権の保障

地主の地
←・代収入の

確保》

つまり、1970年 代における法改正の特徴は、ま

ず一方において、①期間の長期化を図 り、借地経

営の安定性を強化する。その限りにおきまして、

②所有者の取戻権 も制限されることになります。

そ してその基礎の上で、③賃借人の改良施行権を

一層拡大 し、しかも、ひじょうに広範な改良費償

還請求権を認める。そうして、借地農の経営権を

ひ じょうに強く保障するわけです。 しか し、その

代りに他方では、小作料統制につきましては、従

来の統制方式を廃止いたしまして、む しろ地主に

よる一定の引上げの余地を認めていく。いわば借

地農の経営権の保障という点と、小作料の引上ば

つまり地主の一定の収益の保障ということが、地

主小作関係における主要なバ ランスとして位置づ

けられるようになるわけです。

このような農地賃借権の新 しい構造は、具体的

には2段 階のプロセスを通 じて導入されておりま

す。まず最初にこのような方向を打ち出したのが

1970年 の長期賃貸借制度の創設でありま して、①

通常の賃貸借とは別個の、少なくとも期間18年 以

上の新 しいタイプの賃貸借を認め、②その期間中

についての賃借人の改良施行権と費用償還請求権

を強化する。それと同時に、他方では、③この賃

貸借の小作料を従来の統制方式か ら切 り離 し、地

主がこのような賃貸借を行なう場合には小作料を

引上げてよろしいということにするわけです。

この制度は当初は、いわば通常の賃貸借に対す

るバ イパスとして設けられたのですけれども、そ

れがその後の1975年 の法改正によりまして、農地

賃貸借一般に適用されていく、つまり、通常の期

間9年 をベースとする契約についても、今述べた

のと同じような考え方がとられていくことになり

ます。ですか ら、①まず、その9年 の期間を実質

的にもう6年 はのばせるようにして、賃借権の安

定性を強化 し、②改良費償還請求権も強化する。

が、それと同時に、③小作料の方も、これは従来

の統制方式を一般的に廃止いたしま して、完全に

自由ではないけれどもかなり大幅な引上げができ

るような体制に変わってまいります。このうち、

第2と 第3の 点は、18年 以上の長期賃貸借の場合
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と同一の規定になっております。

これ らの制度の概要は、補足資料Bの{V)、 醐に

ありますので、それを見て頂くとよいのですが、

そのほか75年 改正については、やはり改良費償還

請求権の強化の裏側 としまして、パ ドボル ト、つ

まり、新旧借地農間での耕作権価格の授受の禁止

が維持され、その規制が一層強化されているとい

うことにも、注意しておく必要があろうかと思い

ます。

IV改 良費償還請求権の具体的内容

以上、改良費の保障という点を中心にして、戦

後の農地賃貸借法の展開とその基本的な構成要素

の結びつき方の変化をみてきたわけですが、では

その上に立って、現在 ど うい う制度 内容 ができ

あが っているか。それを見たのが補足資料Aで あ

りま して、以下、そこに書いてある1～6の 点に

ついて簡単に説明を加えてお くことにいたします。

まず第1は 、原則として賃貸借の終了事由を問

わずに、期間満了時にはつねにそれが認め られる

ということです。この改良費の償還に関する規定

は、強行規定とされているわけです。それか ら先

は、付与される補償の具体的内容が問題となるわ

けですが、まず償還の対象となる改良の種類につ

いて申しますと、やはり従来通 りの3つ の区分が

行なわれております。ただ、Cの 「その他の改良

行為」に関 しまして、土地にかかわる改良 と、そ

れ以外の耕作にかかわる改良行為との区別がかな

り明確化されてきています。そのそれぞれにどう

いう内容のものが入るかは、資料の方に書いてお

きました。以上が第2点 です。

次に第3は 、そのような改良行為をした借地農

が補償を請求する場合の要件の問題でありまして、

ここではとくに、その改良行為についての賃貸人

の側の同意の要否ということが、どうしても出て

まいります。この点に関 しま しては、次のような

3段 構えの規定が置かれております。

まず、{1)一般的な原則か ら申 しますと、建築ま

たは工作物とか、植栽とかの行為につきましては、

原則として賃貸人の事前の許可があったことが必

要です。ただ し、賃貸人がそれを拒否するという

場合につきましても、小作関係同数裁判所 とい う特

別の裁判所の関与によって、改良の実施を可能 にす

る道が開かれております。他方、Cの 「その他の

改良行為」につきましては、許可不要とされる場

合をかなり拡げてきていますが、しか し、やはり

土地改良の中の重要なものについては、賃貸人の

同意を必要とするものが残 ります。

以上が農事法典の規定の上での一般的な原則で

すが、これを前提 とした上でさらに、②さきほど

触れま した、行政庁の定める基準によってこれこ

れの改良については借地農が自由にや ってよろし

いと、そういうものを認める制度が設けられてお

ります。その中にさらに2つ の制度がありますが、

住宅 とか建物、その他工作物の設置に関する改良

がその中心的な内容です。

それに加えて、さらに第3段 目といたしまして、

㈲償却期間が契約期間の満了後6年 以内に終る改

良行為については、原則として借地農の自由とす

るという制度が、1975年 の法改正のときから出て

きております。この規定には2つ の側面での配慮

が含まれておりまして、これは注意 しておいてよ

い点かと思います。.ひとつは、1975年 法が少なく

とも9年 プラス6年 という15年 の期間を借地農に

保障 しようとしたこととの関連です。つまり、本

来の契約期間は9年 だけれども、それが もう6年

まではのびうることを予定 して、そのときまでに
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償却されう・るような改良行為は自由にや ってよろ

しいというわけです。これは、言うまでもなく、

実質的な期間長期化の見通 しに伴う借地農の改良

施行権の拡大を意味 しますが、同時に、そのよう

な改良行為があったときに地主が・9年 目で小作

地を取り上げようとすれば、その改良の補償を支払

わなければな らないということか ら、あと6年 間

についての期間延長の可能性をより確実なものと

する。こういう点 にも注意 しておく必要があろう

かと思います。それか らもうひとつは、今の最後

の点との関係で、期間満了後6年 で償却される程

度のものでありますと、仮 りに9年 の期間が満了

した時点で地主が補償を支払 って小作地を取戻す

ということにな りまして も、そう大きな負担には

ならないわけですね。こういう点で、一応の利害

の調整がはか られているわけです。

次に、第4の 補償額の算定基準につきましては、

資料の方に、A.建 築等の場合、B.植 栽の場合、

C.そ れ以外の改良の場合 と3つ に分けて書いて

おきました。そこで細かい点は省略 して、その基

本的な特徴だけ申しますと、現在では要するに、

改良による増価額 ということよりも、要 した費用

額の償還を中心として考えている。A、B、Cい

ずれの場合も、そうなっています。ただし、その

費用額 というのは、実際に支払 った費用額ではな

くて、契約終了時の時点で再評価されたものにな

るわけです。労賃 も当然費用額に含めて再評価さ

れます。そうしてその再評価 した額から、実際に

その改良がなされたとき以降契約終了時までの期

間についての償却額を控除する。 こういうのが、

現在の改良補償に関する基本的な考え方になって

いると言えるかと思います。この原則を各改良行

為の特殊性に応 じて適宜修正 しなが ら、それぞれ

についての個別的な規定が定め られているわけで

す。

第5の 補償額の決定に関 しては、当事者間の合

意があればそれでいいわけですけれども、その合

意が成立 しない場合には、まず鑑定人による評価

が行なわれます。そしてそれでも争いがあるとき

には、当事者が、さきほど述べました小作関係同

数裁判所に訴えを提起できる。 しか も、その裁判

所の決定が遅れますと雑作する借地農にとっては

ひじょうに不利になるというので、1975年 法以降

には、契約期間が満了する前に同数裁判所が暫定

的に補償額を仮決定できる、という制度が導入さ

れております。仮決定がありますと、賃貸人は、

それか ら1カ 月以内に、とにかくその額だけの補

償は支払わなければならないということになりま

すので、これは、雑作す る借 地農に と ってかな

りのメリットをもつ制度ではないかと思います。

最後に第6番 目に、このように借地農の改良施

行権を手厚 く保護することのいわば代償措置とい

た しま して、1967年 法以降、補償を支払 った賃貸

人に対する一定の資金的な救済措置が出てきてお

ります。この点では、すでに述べた農業信用金庫

の特別融資と小作料の割増請求権に加えまして、

とくに、75年 か らは、地主が雑作する借地農に支

払 った改良補償を、新たに入作 して くる借地農に

一括 して支払わせる 一 いわば改良補償の負担を

新借地農に一括 して転嫁する 一 ことが認められ

るようになった。 この点に注意 しておいて下さい。

Vむ す び

以上が、現行制度の主要な内容です。あと、結 かの点について概括的な問題の指摘をすることで

びの部分は、時間の関係 もございますので、幾つ すまさせていただきます。
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{1)農 地賃借権の現代的構造と改良費償還請求

権

これまで述べてきま したように、フランスの農

地賃借権は、とくに70年代の法改正を通 じて新 し

い構造的特徴を与え られてきております。つまり、

一方では、賃借権の一層の強化 ・安定化を図りな

が らも、同時に他方では、小作料水準の一定の引

上げを行なっていく、という方向ですが、それは、

一言で申しますと、60年 代の法改正による構造政

策的な枠組みを前提としなが ら、小作関係規則の

基本的な構成諸要素のあり方を再編成 して、借地

農業の近代的発展の法的基礎となりうるような、

地主小作間の新 しいバ ランス関係を作 り出そうと

するもの、と言えるかと思います。わが国ほどで

はないとして も、やはり農地価格が急速に上昇 し

ている。そのもとで農業経営の規模拡大や近代化

を図ろうとすれば、どうしても借地関係に依存せ

ざるをえないという事情が、その背後に存在 して

お ります。

それに伴いまして、改良費償還請求権の位置づ

けが一層大きくなってきております。つまり、賃

借権の安定性を強化 し、借地農の改良施行権もま

た大幅に拡張する。そうして借地農の経営施行権

を強 く保障してやる一方で、その経営の安定性が

損われる場合のために、同時に改良の補償請求権

もまた強化 していく。いわば、賃借権の強化 ・安

定化 と改良の保障ということが併行 して進め られ

ているわけです。ですか ら、ここでは、まさに借

地農の経営の保護、ないしは経営資本の自由と安

全の保障 という観点が明確に一貫 している。これ

が、 フランスの場合のひとつの大きな特徴です。

{2)改 良費償還請求権の強化とパ ドポル トの禁

止の意味

同様に、 フランスの農地賃貸借法のいまひとつ

の特徴でありますパ ドボル トの禁止ということに

ついて も、同じことが言えるかと思います。これ

は、賃借権の一層の強化 ・安定化を図 りながらも、

その賃借権が 「価格権原化」することは極力避け

ようとするもの であるわけですが、要するに、パ

ドボル トない しは耕作的価格のようなものの発生

を認めますと、小作地の流動化を阻害 するだけで

なく、入作借地農の土地負担をそれだけ増大させ

る。それは、本来土地負担を回避 しうる経営形態

として選択された借地経営にとっては、生産的な

資本投下をそれだけ制約することになるわけです

か ら、経営の論理に反する。こういうことが基本

線になっているわけです。このことか ら、投下資

本の保障のために地主に対する償還請求権は強化

するけれども、賃借権の譲渡やパ ドボル トの授受

は認めないという、独特の構造が出てきている。

(3}わ が国の場合との対比に関連 して

この点、現在わが国で問題となっております「有

益費」や 「離作料」に関する議論と比べますと、

問題の捉え方にかなり相違があるように思われま

す。つまり、フランスの場合には、 「有益費」の

問題は、本来借地農にできるだけ資本投下を行な

わせる、そのために経営の法的基礎を強化する、

その一環として出てくるわけです。また、耕作権

価格の否認の論理も、もちろん小作地の流動化 と

いう問題もないわけではないと思われますが、基

本的には、借地農の土地負担の軽減→生産的資本

投下の促進ということか ら出てきてお ります。 と

ころが、わが国の場合ですと、 「離作料」の発生

が賃貸借市場を狭めている、そこで借地による流

動化を促進するためには、 「離作料」のつかない

ような賃借権を考えなければならない。つまり、

土地所有者に対 して賃借権が与える負担を回避 し

てやることが必要である、ということになるわけ

です。そして、まさにこの借地による流動化の促

進ということから賃貸借規制の緩和が行なわれて

まいります。 しかし、そうしますと、その結果ど

うしても小作人の側の経営の不安定化という問題
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が残らざるをえない。そこで、 「有益費の償還」

ということを普及させてその問題に対処 しようと、

こういう形になるのではないかと思います。そう

だとしますと、これは、フランスにおける「有益費」

ないし改良補償の展開の仕方、あるいは賃借権の

法的構成のあり方 とはかなり違う、こういうこと

を指摘できるような気がするわけです。

ただ し、このうちとくに 「耕作権価格」の問題

に関 しま しては、わが国で 「離作料」と言われる

ものとフランスのパ ドポル トとでは、その性格、

内容がかなり異なるということを、もう1点 つけ

加えてお く必要があろうかと思います。と言いま

すのは、フランスのパ ドボル ト、耕作権価格とい

うのは、すでに述べましたように、借地農の交替

に際して新旧借地農間で授受される耕作権の対価

でありまして、基本的には借地農の改良投資によ

って生 じた 「耕作価値」をベースとする、いわば

農業内部的な現象であるわけです。それに対して、

わが国で言 う 「離作料」は、とくに転用目的での

小作地引上げの場合に典型的にあらわれてまいり

ますけれども、要するに、基本的には農業外部的

な要因によってもたらされた農地価格の増加部分

を、地主と従来か らの小作人との間で分ける、こ

ういう形になるわけです。 これは、性格がかなり

違います。そういう意味では、フランスにおける

パ ドボル トの禁止規定は、たまにわが国での 「離

作料」抑制のための論拠として引かれていること

もあるのですが、実は直接的には対比できない。

それどころか、フランスでわが国の 「離作料」に

相当するものを考えれば、<小 作地の転用の場合

に借地農に付与されるべき補償〉ということにな

りますけれども、それは、パ ドポル トとも、改良

費の補償とも明確に区別された形で明文で認めら

れております。つまり、都市計画その他によりま

してその小作地が都市的利用に供されるべき土地

をいうことになった場合には、賃貸人に賃貸借の

解除権を認めるが、その場合には賃貸人は、小作

地の収用の場合に借地農に付与 されるのと同様の

補償を借地農に支払わなければならない、という

ことになっているのです。この点も、もちろん日

仏の農地問題や都市問題のあり方の違いにかかわ

るところもありますが、例えば、市街化区域内に

残存小作地が残 っていて、地主の側に 「離作料」

を支払 う気がないためにどうしようもな くなって

いるというような問題を考えるうえで、多少の参

考になるところではないかと思います。

もっとも、さきほどのパ ドボル ト禁止の原則に

関していまひとつ最後に付け加えておきますと、

以上で述べたのはあくまで法律上の建前であって

実態はまた別だ、という問題がございます。事実、

フランスでも、75年以降の小作料の引上げがパ ド

ボル トの発生をある程度抑制するであろうという

期待もある反面、その禁止原則を実際に実効あら

しめることはやはり極めて困難であろうと考えら

れているようです。この点は、75年 の改正で、本

来地主の負担とされる改良補償を一括して新借地

農に転嫁することが新たに法律上で認められたと

いうことを想い起こしていただければよいのです

が、要するに、雑作する借地農にとっては補償が支

払われさえすれば、それが地主か らであろうと新

借地農か らであろうと、どちらでもいいわけです

ね。実際にも、雑作する借地農が農場に残 してい

く動産物件の買取りと合わせて、結局は入作借地

農が改良の残存価値部分を補償する、そ してその

ときに耕作権の対価に相当する一定の金銭が同時

に支払われる、ということが少なくないと言われ

ています。そして、そのような行為に対 してさき

ほどの禁止規定が適用されるケースは、極めてまれ

なわけです。'

ですか ら、75年 の法改正の折には、それはパド

ボル ト慣行の部分的な法認につながるのではない

かという危惧が、議会等で現実に表明されており
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ます。結果的には、そのような批判は、改良補償

の新借地農への転嫁が認め られるのは裁判所の決

定 した補償額の支払いに限 られているということ

を論拠として、結局退けられたわけですけれども、

現実の必要から生 じている慣行を法律の規定によ

って変えることはなかなかむずか しいということ

は、十分注意 しておいてよいことのように思いま

す。

そのことは、ひるがえって考えますと、わが国の

「有益費」問題にも逆の形であてはまります。つ

まり、前回御報告のあったイギリスにしろ、 フラ

ンスの場合にしろ、この問題は現実の必要を基礎

として生 じてきているわけですね。それがわが国

の場合には、借地による農地流動化の促進とその

ための賃貸借規制の緩和という、農地政策上の要

請とのかねあいから、いわば 「上から」行政的に

入 しようという形になっている。 「有益費の補

償」という原則それ自体は、今日の農地賃貸借法

にとって不可欠のものであり、その確立が要請さ

れることには間違いはないのですが、わが国の農

村の中に今後それをどのように定着 させてい くの

かということになりますと、そこにはなお、なか

なか困難な課題があるような感じが しておりますも

最後に時間がありましたら、土地所有権との関係

における改良費償還請求権の法的性格 について、

若干の点をお話 ししようかと考えていたのですが、

それは今日は省略させていただきまして、以上で

私の報告を終 らせていただきます。

(東京経済大学助教授)
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補足資料A改 良費償還制度の内容(現 行法)

田 原 則 囲(D(
2)

1)労 働または投資による賃貸資産の改良

2)終 了事由を問わず期間満了時に(847条 ①)

注1)建 物の保存に必要な修繕で本来賃貸人の義

務に属するものを、賃貸人の同意を得て賃借人が

行なう場合も、改良と同視する(847条 ②)。

注2)補 助金が支給された部分については補償な

し。

[2]改 良の種類(848条)

A.建 物及び工作物

B.植 栽

C.そ の他の改良行為

◎土地改良

{⑤耕作改良(1967年 法で区別)

③

④土地の耕地化(開 墾)

◎土地の生産能力の20%以 上の増大をもたら囲
(3)(4)

す耕作の変更を目的とする土地変容工事

◎特定の土地改良(836条:経 営条件の改善を

もたらす地片の統合 ・集団化のための、賃

貸資産の境界内での土手、垣、溝、樹木の

除去)

注3)溝 や排水路の設置、深土の掘起し等は、こ

れに入るとされるが、生産能力の増大という要件

ははずされるようである。

⑤ 耕作 改ぜ(4)(5)

注4)草 地の通常畑への転換またはその反 対の行

為は、⑥ の中 に入 り、賃借人に施行権があ るが、

賃貸人の同意が なか った場合には補償の対 象外 と

され る(836条 の1)。

注5)施 肥お よび残存肥料については、848条 の

条件を満た さな くて も慣行 によ って補償 されうる。

固 補償付与の要件

(1)一 般の場合(850条 ①)

::磯 曇㌫ 託召は賃貸人拒絶の場合には

C.◎ 一 ④、 ◎ 同 上

;一゜}雰 熟 賃借人の自由な施行権

② 行政庁の定める基準によって賃借人の自由な

施行が許容される場合(850条 ②。1967年 法で

創設)

1)1967年7月12日 の法律561号 による住宅改良

工事

2)知 事のアレテによって自然農業地域 ごとに定

められる工夢 ⑥

O既 存の経営用建物の改良(水 道、電気設備の敷

設、衛生面での家畜保護のための改良、収穫物

および有機肥料の保存のための改良)

O土 地と一体となる工作物(集 団的な浄化、排水、

灌概事業への参加、自然の用途を変更 しないで

土地の生産性をあげる技術的改良のための工事)

oそ の他の性質のものについては、知事の裁量に

よる。

注6)

1.2カ 月前の賃貸人への通知義務と賃貸人の

{
異議 申立権 あ り。

2.不 一致の場合には同数裁 判所 の決定 による。

3.賃 貸人が 自ら行な うことも可 能。

総 じて経営の改良 を進め るうえではひ じょうに意

味 の大 きい規定で ある。

(3)そ の ほ か 、 償却 期 間 が 期間 満 了 後6年 以 内 の

もの →(2)に準 じる。 但 し、土 壌 外 の 工作 物(ex.

温 室)や 、植 栽 を 除 く。

囚 補償の算定基準(848条)

{1)A.建 築 ・工作物等

① 期間満了時における評価額(そ のときに行な

われたとした場合に必要な費用額)か ら、経過

年につき年6%の 償却額を控除した額

② 但 し、別に知事のアレテで定められる償却表
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によることも可能(1970年3月5日 のデクレに

よる全国的な基準表がベースとなる→別表)

③ 上限 一 当該整備工事が利用上の実際的価値

を有 している限度での補償

【2)B.植kwa(')

① 植栽が収穫をあげるようになるまでの総費用

額(労 賃を含む)を 期間満了の日付で評価 した

ものか ら、生産開始の日か らの償却額を控除 し

た額

② 上限 一 植栽によって土地にもたらされた増

価額

③ 賃貸人が苗を供与 したときは、労賃と相殺す

る(賃 貸人による植替えはこのケースに入る)

注7)1967年 法による改正で、Aと 同様に、かか

った費用を再評価した上で、そこから償却分を控

除するという方法になった。

③C.そ の他の改良行為

④ 原則.期 間満了時に再評価 された費用額か ら

償却分を減額 した額(償 却期間は18年 が上限)

② 不耕地、荒地、劣悪な耕作状態の土地等の改

良 ・耕地化は、その土地が契約書中に記載 され

ていることを条件 として一括みなし額での補償

額の決定が可能(851条 の1)

固 補償額の決定手続 と支払方法

(1)当 事者の合意

① 当事者の対席による 「農場立退 き(損 益)計

算書」uncomptede<sortiedefeme>の 作

成。改良、殿損、耕作の状態、肥料、藁等のす

べての事項を記載する。

② それを入作時の原状明細書 と対比 して(こ れ

が原則的な証明方法となる。849条 ①)、 補償

額を算定。

② 鑑定人による評価,必 要がある場合には鑑定

が行なわれる(849条 ②)。 鑑定書の方式は、
囲(8)大臣の

アレテで定められている。

注8).こ の中で入作の前と雑作時との両時点での

生産性の比較が行なわれ、そのうち借地農の労働、

又は投資に基く部分が評価される。その資本還元

部分が補償額となる。

{3)裁 判所の決定.争 いがあるときは同数裁判所

の決定による(851条)。 とくに暫定補償の決

定 ・支払制度が整備された(1972年 法→75年 法)。

① 解約告知のときから同数裁への申立権が発生

す る。

② 期間満了の1年 前までに補償額が確定 しない

ときは、同数裁判所長による急速審理で暫定的

な補償額が決定される。

③ 決定から1月 内の支払い又は供託が必要。そ

れがない場合には賃借人は立退きを拒否できる。

④ 確定 した補償額については、賃貸人は原則 と

して1年 間の期間を付与される。

固 補償を支払 った賃貸人に対する救済措置

(1)農 業信用金庫による貸付け(847条 の1)

① 補償支払いのための長期の特別融資

② 賃借人の改良費に関する同金庫か らの残債務

の、賃貸人による引継

② 新賃貸借の賃料の特別割増請求権(812条 ⑤)

㈲ 入作賃借人に対する一括償還 ・転嫁請求権

(851条 ③)

① 補償額が裁判官によって定められ、賃貸人が

それを現実に支払った場合であること。

② 新賃借人に対 して将来改良費の補償を付与す

ることが問題となった場合には、新借地農は前

賃借人の入作時に入作 したものとみなされる。
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補足資料B

(1)1945・46年 法

(V)費 用償還請求権

囲(1)法 規 定
の 変 遷

注(1)(1)～(皿)は 、原田 「戦後 フ ランス にお

ける農地賃貸借制度 」(『農業法研究』8号 、1972

年)、(V)は 、同 「フランスにおける農地賃貸借

と相続」(同15～16号 、1981年)か らの抜粋。脚注

は、必要な もの以外 、省 略 した。

費用償還請求権の承認は、法

制定の大 きなメ リッ トの一つで あった。 またそれ は、な

お存在す る賃借権 の一定 の不安定性(皿 皿IV)を 救済す

る意味を持 って いる。
　 　

(Dそ の労働travailに よって土地資産の改良を もた

ら した賃借人は 、契約終了事 由の如何を問わず、次の補

償を請求で きる。①土地 と一体 とな った建築物 、工作物

につ き、 その費用の期間満了時 にお ける評価額か ら損耗

相当の償却分を控除 した額、②植栽物 につき、よ って生

じた土 地資産の賃貸価額の9年 分の増加額 と支出費用お

よび これに含まれな い賃労働価額の合計、③耕作 改良に

っ き、賃借人が得た利益を考慮 した上 で、その退去後に

なお効果が存続す るような出費の額(36条1項1、2、3

号。旧規定 より強化 された)。 他方、賃貸人 は、1年以 内

の期間の猶予を与 え られ る(39条)。

(ii)な された改良の証明を助け るために、土地 現状書

etatdelieuの 作 成が義務づけ られた(20条3項 、37条)。

(iii)土 地現状書に挙 示 された土 地および耕 作 の 改 良

(20条4項 一新設)、 お よび経営条件 改善 のための境界

等の除去 による地片の合体 ・集団化(25条 の4=新 設)

等は、賃借人が 自由になす ことができ る6し か し、それ

以外の、建築物 、植栽物 または工作物 の改良 は、賃貸 人

の同意 があ った ものでなければ、補償の対 象 とな らない

(38条)。 賃 借人には同数裁判所 の許 可を求 め る途 が開

かれてはい る(同 条)も のの、その権 利は、なお制約 さ

れてい る。

(VD譲 渡 ・転貸 民法典 の原則 と異 な り、いずれ も

禁 止 され る。ただ し、賃 貸人の同意 があれば、① その子

または孫への譲渡(25条 。旧規定 では、明示 かつ事前 の

書面によ る同意 で転貸 が認め られた)、 ②耕作協 同組合

への加 入 ・賃借権 の 出資(25条 の2=新 設)、 ③地片の

使用収益権 の交換 または賃貸(25条 の3=新 設)を なす

ことができ る。

(皿)1960年 法

(ili)費 用償 還請求権 の強化 ①補償請求が認め られ

る第3の 類型(耕 作 改良)に 、土地生産力の25%以 上の

増加 を もた らした耕地化のための土地の転換 または耕作

転 換の事業 が付加 され た。補償額の算定方 法は、耕作改

良 の場合 と同様で あるが、 しば しば高額にのぼ るその支

払 を可能 とす るために、農業信用金庫の長期特別融資が

賃貸人 に付与 される(848条1項3号=1960年 法)。 ②

そ して、この改良事業 について も、建築物 、植栽物 の場

合 と同様 にこ補償請求の条件 とな る賃貸人の同意にかえ

て同数裁判所 の許可を得 る道を開いた(850条=同)。

③他方 、賃借人が その補償を請求 しうるよ うな改良投資

を行 なった賃貸人 には、生産性の増大に応 じた公平 な年

賦補償が認 め られた(848条1項3号)。

この改正が有効 な資本投下の促進を狙 った ものであ る

ことは明 らかで ある。すなわ ち、賃貸人の負担において

賃借人 の投下資本 の回収を保障 し、擬制的な耕作権 価格

の発生 を阻止す るとともに、賃貸人に も一定 の救済 措置

を講 じ、かつ 、その資本投下を も促そ うというのである。

(皿)1967年 法

{5)小 作関係規則の改正 一 その3

1967年7月12日 の法律第560号 は、費用償 還請求権 に

関す る規定 の大幅 な整備 ・強化 を行な った 。時期が若干

ずれ るので 、ここで述べ るが、改正の基調は、④ で述べ

た と同様 に、耕作所有権を否認 しなが ら資本 投下の促進

を図 ることを 目的 と した もので あり、1960年 法 の政 策課
(2)題

に対応す る ものであ る。具体的 には、U補 償請求 の認

め られ る改良 の種類の拡大 と補償額算定方法 の改正 、㈲

事業施行 につ き賃貸人の同意を要 しない場合の拡大 、帥

賃貸人の負担の軽減、4V贋 借権譲渡に対す る罰 則の創設

等の改正 によって 、賃借人の権利が明確 化 か っ 強 化 さ

れ、土地所有および土地所有者 に対 する経営資本 と経営

者の優位が ほぼ確立 された。

(i)補 償を請求で きるのは、労働または投 資(新 設)
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による賃貸資産の改良 である(847条1項)が 、法定 の

義務(民 法典1754条 その他)を こえ る建物 の保存 に必要

な修繕 も、賃貸人の同意があ った場合には、それに含ま

れ る。③建築物 また は工作物 の償却率は、年 率6%と さ

れ るが、県知事 のア レテによって定め られ る表 によ るこ

ともでき る(848条1項1号)。 ②植栽物 につ いて は、

その補償額は、収穫 に入 るまで になされ た出費 および賃

労働価額の期間満了時における評価額 か ら、収穫開始後

の損耗を償却 した額。ただ し、償却額 は、土地 資産 の増

加価額 をこえてはな らな い(同2号)。 ③ 土地または耕

作 の転換 は、土地の生産能力の20%以 上の増加を もた ら

した ものでよい。 また 、この第3類 型 に、 農 事 法 典 第

836条(旧 規則25条 の4。 境界 の除去 によ る 地 片 の 合

体 ・集団化)に 定 め る土 地の改良 が付加 された。補償額

は、 出費額か ら18年間以内の損耗 を償却 した 額 で あ る

(同3号)。

(ii)耕 作改良お よび第836条 の改良以外 の土地 の改良

事業 は、なお、契約の条項 に基 くか 、賃貸人また は裁判

所 の許可を得 た ものでな ければ な らない(850条1項)。

ただ し、1967年7月12日 の法律第561号 に定 める一定の

事業お よび知事のア レテによ って作成 される リス トに定

め る事業 は、賃貸人の同意 な しに行 な うこ と が で きる

(同2項)。 同意な しに事業を行な う場合 には、賃借人

は、最 も適正 な事業を行な う義務を負 う(同3項)。 ま

た、賃貸人 は、場合によ って、専門家の指揮監督の下で

の事業 の実 施を要求で きる(同4項)。

(lii)① 補償を支払 う賃貸人 はすべて、長期の特別融資

を受 け うるほか、改良事業 に関す る賃借人 の負債を 引き

受 け ることによって、補償額 を減殺す ること が で き る

(847条 の1第1項)。 他方 、②補償 を支払 った賃貸人 お

よび 自 ら改良事業を実 施 した賃貸 人(彼 は、賃借人 が通

告 した事業 を自 らの費用で行な うことができる=850条

1項)は 、新 賃 借人 に対 してその改良に相 当す る小作 料
(3)

の増額 を請求で きる(847条 の1第2項)。

(IV)経 営者 の交替 に際 して不正な財貨を得また は得 よ

うとした賃 貸人、賃借人 および仲介者 はすべて 、2月 以

上2年 以下の禁鋼および2,000フ ラン以下の罰金 に処せ

られ る(850条 の1)。 この規定 は、北部 を中心 と して

なお根強 く行なわれていた賃借権 の譲渡 を抑圧 し、耕作

所有権の否認 という立法の姿勢 をあ らためて確認 した も

ので ある54)

注(2)1960年 法の改正を補充す るため1961年 に費

用償還請求権 に関す る法律案が提 出されたが、不

成立 に終 った。改正作業はその 後 も続 け られ、

1964年 には本法律 の原型が出来あが って いる。 こ

の時の国民議会 に対す るル コル ニュL㏄ornuの

報 告は、賃借 人が、単 な る労働 の担 い手で はな く、

土地以上の価値を 持つ経営 資産 を保 有 す る プ ロ

フェシ ョナルで あり、土地 改良事業 のイニシアティ

ブが彼 に属すべ きことを強調 してい る。

注(3)同 様の場合の 、契約期間中の一定の増額 請

求 は早 くか ら認 め られて いる(812条9項)。

注(4)借 地上 の耕作 財産 の譲渡は合法で あるが 、

それ と賃借権 を も含 めた耕作権の譲渡 との区別 は

むずか しい。また、判例 も、更新権 、先 買権等 の
　 　 コ 　 ひ

放棄の代償 とい う名 目で一定 の譲渡行為 を事実上

認 めて いた。それゆえ実 際には、この罰 則は、 ほ

とんど適用 されてない と言われる。

(IV)1970年 法(長 期賃貸借)

(i)① 長期賃貸借 は、少 な くと も18年の期間で締結 さ

れ る。 この期間は、3年 ご との取戻 しによって害 される

ことはな い(870条 の25第1項)。 ② 長期 賃貸借 は、一

般の農地賃貸借 と同一の条件(837条)で 、9年 を期 間

と して更新 され ることがで きる(し たが って、取 戻 しま

たは更新拒絶 も可能で ある。ただ し、そのためには838

条 の手続 が必要で ある=同4項)が 、更新 後の賃 貸借は

通常 の賃貸借 と同視 され、3年 毎の取戻権 の適用を受 け

る(同2項)。 なお 、新賃貸借契約の条件 は、反対の合意

がな いかぎ り、前賃 貸借 のそれで ある(同3項=1972年

法)。③ただ し、賃借 人が引退年齢 に達 した ときは、両当

事者 は、更新拒絶 はもちろん、最初 の契約期間 中で あっ

て も18月 前の解約告知 によ って、各年の終 りtC賃貸借 を

終 了させ ることがで きる(同4項)。 ……(中 略)。

(iv)最 初 の契約期間が25年 以上であるときは、長期賃

貸借 は期 間満了後 も黙示の更新 により期 間の定めなき賃

貸 借 として存続 する、と合意す ることがで きる。 この場

合には、更新後 の賃貸借 は、何時で も、なん らの条件、

手続を要せずに解約 しうるもの とな り、解約告知がな さ

れ た年か ら数えて4年 目の終 りに終了す る。 そして右の

(i)～(iii)の 規定は適用 されない(870条 の25第6項)。

これ は、日}で述べた もの とは種類 の違 う長期賃貸借 と考

え られて いる。

(V)更 新 され た場合 も含めて、長期賃貸借 の小作料 は、
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その農業地域の全体 と して の生産 との均衡を考慮 しなが

ら、農作物の量 によって決定 される(870条 の27第1項)。

ただ し、 この量は 、土地 の種別 および耕作の性質に した

が って地方 ごとに定め られ る制限 く最大限。その引上げ

が予定 されて いる)内 で なければな らな い。 この制限は、

地方 ごとに過去5年 間のヘ クタール当 り年平均生産高に

基づ いて算出 され る(同2項 。追記=そ の後 の デ ク レで㌧

平均生産高の20%が 小作料の上限 とされた)。 また、右

の平均生産高 は9年 ごとに改定 され、それ に伴な って 、

両 当事者 は、小作 料額の変更 を請求す るこ と が で き る

(同3項)。

(vi)費 用償還請求権 に関す る第847条 以下の規定 は、

原則 と して長期賃貸借 に適用 され る(870条 の28第1項)

が 、賃借人 による資本投下を促進 し、あわせて賃貸人の

利益を増進す るた めに、幾つ かの特例が ある。①契約期

間満了後の損耗の償却期間が5年 をこえな い改良事業は、

賃貸人が それを行 なわ ない場合 には、賃借人が許可な し

に行 なうことがで きる(同2項)。 ② 償 却 期 間が5年 以

上10年 未満の改良事業(許 可 を要す)の 補償額 は、期間

満 了の時点で評価 され た費用 の半額以下で ある(同3項)。

③ そ して、償却期間が10年 以上 になるものは、通常の原

則に従 うことにな ろう。

(V)1975年 法

まず 、{P賃 借権 の安定性 の最大の阻害要因 となって

いた3年 毎の取戻権が原則 的に否定 され た。当初の契約
　 　 　 　 　 　 　 　

期間中の取戻しは一切禁止され、ただ更新後の契約にお
　 　

いてその旨の特約 がある ことを条件 と して、6年 目の取

戻 しが認 め られ るにとどまる。つ ま り、期 間満了時の取

戻権の行使が ない場合 には、賃借人 は、原則 と して15年

(9年 プ ラス6年)の 期 間を保 障され るわ けで ある。ま

た、期間 満了時の取戻権 については、契約更新後5年 内

に引退年齢(65歳)に 達 する賃借 人に対 して は、その行

使は以後認 め られ ない ことにな った(引 退年齢 まで契約

の 自動延長)。

{ii}改 良費 償還請求権 については、まず 、④期 間満了

後6年 目(右 の15年 の期 間に対応 する)ま で に償却 され

うる改良工事 は、借地農 の自由 とされる。賃貸人が期 間

満了時の取 戻 し(更 新拒絶)を 欲す れば 、賃貸人 は補償

を支払 うことにな り、他方 、期間満了 の18ケ 月前 までに

その旨の告知 がない場合 には、借地農 は、新 たに現契約

の残存期 間プ ラス更新後の契約の期間(少 な くと も18ケ

月 プ ラス9年)を 基準 とした改良施行 の自由を享受 す る

ことになるか ら、この規定は、借 地農 の改良 施行権 を大

幅に強化す ると同時に 、あわせて借 地経営 の安定性 を補

強す る意味 を もってい る。なお、 この改正 に伴 って、 さ

きの長期賃貸借 に関す る特則は廃 止 された(長 期賃 貸借

に も右 の新規定が適用 され る)。また、◎立退 きの一 年前

にな って も補償額が決定 されない場合について、同数裁

判所長 による暫定補償額の決定 と賃貸人に よ る そ の 弁

済 ・供託制度が新設 され、費用償還手 続の簡 易 ・確 実化

が図 られた。他方 、◎改良の償還を行 な う賃貸人 に対 し

ては 、その負担 の軽減を図 るため に、従来 か ら認め られ

ていた新借地農 に対す る賃料増額請求権 のほかに、支払

った補償額 を新借地農 によって一括償還 させ る方 法が新

たに認め られている。……(中 略)。

(iii)小作料統制 につ いて は、「1939年標準 」によ る 統
の 　 　 　

制方式 が一般 的に廃止 され、長期賃貸借の場合を も含め

た一元 的な新方式が確立 された。すなわち、④ 当 時 者

が、知事 の定 める上 ・下限の標準(い ずれ も農産物 の量

で定 め られる)の 範 囲で一定の物量で小作料の約定をな

すべ き ことは従来通 りで あるが 、右の標準 とくにその上

限は、 もはや1939年 の小作料水準 とも、また過去5年 の

平均 収穫量 の一定割合 とも直接的 には関連 させ られて い

ない。◎ この標準量 は、9年 を超 えない期間内 に改訂 さ

れ、長期賃 貸借 では9年 の期間 ごとに約定小作料の改定

が認め られるが、通常 の賃貸借で は、次の契約更新時 に

限 って改訂請求が許 されるにとどまる。 ただ し、◎賃貸

人が、あ るいは賃借 人 との合意 の うえで法律上の義務を

超えて、あ るいは公法人 による強制 の結果 と して新 たな

投資を行な った とき、または、賃貸人が雑作借地農 に支

払 うべ き補償金を最 終的に負担 したときには、右 の④ 、

◎の規定 に対す る例外=約 定小作料 の割増 しが認 め られ

る。

この小作 料統制方 式の改正 は 、75年改正 の最大 の眼目

をな した もので、従来 収穫量 の10～15%(地 価 との関係

では その2%前 後)の 水準であ った統作小作料 を15～20

%(同3～5%)の 水準まで引き上げるこ とを通 じて、

小作料水準の適正化によ るパ ドボル トの消滅(注7参 照)、

農地の賃貸市場の拡大 、賃貸人に よる改良投 資の助長 な

どの効果を得 ることが期待 された と言 う。
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〔補 〕改良費償還請求権に関する法令

11942年7月15日 の 法 律

鱗1111;1嚇 ドナンス}(農 事法典847条)

1960年8月5日 の 法 律(850条 、851-1条)

1967年7月12日 の 法 律(847条 、851-1条)

1970年12月31日 の 法 律 第1298号(長 期 賃 貸 借)

1972年7月5日 の 法 律 第598号(849条 、851条)

1975年7月15日 の 法 律 第632号(規 則 の大 幅改 正)

皿 補 助 法 令 ・関 連法 令

1967年7月12日 の 法 律 第561号(住 宅 改 良)

1970年3月5日 の デ ク レ第176号(償 却 率)

1972年7月5日 の 法 律 第565号(農 事 鑑 定 人)

1975年10月27日 の デ ク レ第1022号(同 上)

1976年5月20日 の デ ク レ第440号(小 作 料)
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補足資料C 賃貸借契約書の定式(仮 訳)

通常の賃貸借契約書(E116)(抜 粋)

負担および条件

この賃貸借契約は、賃借人が連帯して履行する義務を

負う以下の負担および条件で行なわれ、かつ、承認され

る。

第1条 原状確認書

①農事法典第809条 第3項 に従って、用益の開始から

3月 内または用益の開始に先立つ1月 の間に、原状確認

書が対席で、かつ、共同の費用で作成される。この期間

を経過した場合または不一致の場合には、最も注意深い

当事者が同数裁判所の裁判所長に申し立てることができ

る。裁判所長は急速審理で決定を下し、一人の鑑定人を

指名する。鑑定人は、その原状確認書を共同の費用で作

成する手続を行なうことを任務とする。

②原状確認書は、建築物、土地資産および耕作に対し

て賃借人が行なうことのある改良または確認された殿損

を後に決定することを可能にすることを目的とする。従

って、その確認書は、建物および土地の状態、およびそ

の修繕の程度、ならびに過去5年 間の間の平均収量を明

確に確認しなければならない。

③賃借人の立退きに際して新しい原状確認書が、同

様に共同の費用で作成される。

第2条 占 用

賃借人は、その家族 およびその使用人 とともに 自ら農

場 に居住 しな ければな らな い。賃借人は、賃貸借 の期 間

中、良好な経営を確保 し、かつ、小作料 の支払い および

賃貸借の条件 の履 行を担保す るに十分な量および価額 の、

家具 、動産物件 、家畜 、耕作の資材および農業機械 を農

場に備 え、かっ、常 に備えて いなければな らない。

第3条 使用収益の態様

①賃借人は、善良な家父として、かつ、注意深い誠実

な定額小作人として賃貸農場を使用収益する。

②賃借人は、賃貸財産に対するあらゆる侵害および侵

奪に対して故障を申し立て、かつ、現に生じたそれらの

行為について直ちに賃貸人に通告しなければならない。

これに反する場合には損害賠償の責を負う。賃借人は、

賃貸地の境界の保存の用に供される目印および境界標の

維持 に注意 を払わな ければな らない。

第4条 改良お よび変 更の工 事 、樹木 の植栽

①賃借人 は、農事法 典第850条 第1項 に従 って、賃貸

人の書面 による明示の同意 な しには、賃貸農場 の建物お

よび工作物の改良、および開墾 または耕作の変更 を目的

とす る土地の原状変 更のいかなる工事 も、またいかなる

果樹 の植栽 も行な うことができない。

②そのために は賃借人 は、その提案を受領証 明付の書

留郵便 また は訴訟外 の行為 によ って賃貸人 に通知 しな け

ればな らな い。

③賃貸人の拒絶の場合 または賃貸人 に対 して なされた

通告 か ら2月 内に回答が ない場合 には、 その工事 は、同

数裁判所によ って許可 されることがで きる。但 し、賃貸

人が賃借 人 との同意 によって、 またはそれがな い場合に

は同数裁 判所 によ って定 め られ る期間内 に、その費用で

その工事 を施行することを決定す る場合 には、 その限 り

でない。

④但 し、農事法典第836条 の規定 に従 って、賃借人は、

複数 の隣接する地片を合体 し集団化す るために 、賃貸 さ

れた土地 資産 の範囲 内において、 それ らの地片を区分 し

または細 分す る傾斜面、生垣、排 水 溝 お よ び樹 木 を消

滅 させ ることがで きる。但 し、その工事 が経営 の条件 を

改良す る結果 になる時 に限 る。

⑤ そのほか 、住居の改良に関す る1967年7月12日 の法

律第561号 およびその法律の適用 のために公布 される法

令 によ って賃貸人の許可を免除 された工 事に関 しては、

賃借人 は、それを施行す るためには農 事法 典第850条 に

よって定 め られる方式および条件に従 わなければな らな

い。農事法典第850条 に よって定め られ る条件 に従 って、

農事賃貸借諮問委員会 の意見の後に公 布 される知事 のア

レテによって この件について定 め られる リス トに記載 さ

れた工事 、お よび、農事法典第847～ 第850条 に記載 さ

れ る工事で同法典第848条 に定 め られ る条件 に従 って計

算 されるその償却期間が賃貸借 の期間を6年 以 上超えな

い工事 、および農事法典第836条 の1に 定め る工事にっ

いて も同様で ある。 この最後の工事は、雑作す る賃借人

に対す る補償 を生 じさせ ることができない。
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(場合 によっては、農事法典第850条 の規定 によ って、

次の ような条項を賃貸借 契約中に追加 することができる。)

⑥ 但し、今後 にっいては、賃貸人 は賃借人 に対 して……

を建築す ること(ま たは……を植樹 すること)を 明示 的

に許可す る 〔許可 され る改 良工事 およびその施行 の態 様

を明記す る〕。

第5条 建物、修繕

①賃借人は、賃 貸借 に含 まれる建物 を、使用収益 の開

始の 日にそれが存す る状態 において受領す る。そ の状 態

.は、先 に述べた原状確認書 によって確 認される。賃借人

は賃貸借の期間中、朽廃 、建築または資材 の暇疵 、また

は不可抗力によ って生 じる以外 の賃借人負担の修繕 また

は小修繕を行 な う。

②その他のすべ ての修繕 は、賃貸人の負担 とす る。但

し、賃 借人は、通常 その者 の負担 となる賃借人負担 の修

繕を履 行 しない ことによって、あるいはその行為か ら生

じる殿損の結 果 として必要 となる修繕 を、自己の負担 と

して引 き受 ける。

③賃借 人は、賃貸人 によって行 なわれる大修繕 、新 し

い建築工事および再建 の工 事を受忍す る。その工事が40

日以上の期 間を要 するときであ って も、不可抗力 の場合

は別 と して、それが 中断 な く行 なわれて いる場合 には、

いかなる補償 も、いかな る小作料 の減額 も請求す ること

ができない。

④但 し、1967年7月12日 の法律第561号 第2条 に従 っ

て、居住用建物 を衛生、安全 、設備 および快適 さの基準

に適合 させ るための工事が賃借人 の占用す る居住用建物

にのみ係 わるときには、賃貸人は、裁判外の行為又は受

領証 明付 の書留郵 便に よってその工事を施行す ることを

賃借人 に通知 しなければな らない。賃借人が重大かつ正

当な事 由を理 由と してその工事 またはその施行の態様 に

異議 を申 し立て ようとす る場合 には、賃借人は、賃借人

に対 して行 なわれた通知の受領か ら起算 して2月 の期間

内に管轄裁判所 に申し立て なければ ならない。それ に反

す る場合 は失権 とす る。

⑤ いか なる場合 において も、賃借人 は、賃貸地へ の通

行 を禁止す ることも、 また賃貸地 にお けるすべての種 類

の通路 の通行 に対 して異議 を申 し立て ることもで きない。

第6条 土地の耕作

①賃借人 は、賃貸地を耕圃 に従 って適 当な時期に耕作

し、耕姦 し、施肥 し、播種 し、賃 貸借の終 了時には、良

好 な耕作 および施肥の状態でそれを返還 しなければな ら

ない。

(あるいは、より一般的な文言でその地 の慣 習に従 って

次の ように書 くこともできる。)

②賃借人は 、土地を耕作 、耕転 、施肥 し、かつ 、播種

しな ければな らない。賃借人 はいかなる厳格 な耕作順序

の義務 も負わな いが、ただ、多量 の肥料を必要 とす る穀

物 または植物を播種す るときには、必要 に応 じて施肥す

ることをその負担 とす る。

第7条 厩肥お よび肥 料

①賃借人は、収穫か ら生 じるすべ ての干草 、藁お よび

飼葉を、その土地の肥料 にするために厩肥 に換 えるもの

とす る。賃借人は、それを売却す ること も、 その他 の用

途 に供す ることもできない。

②賃借人は 、地力の消耗 を避 けるため にそれに相応 し

た厩肥を追加す ることを条件 と して、化学肥料 を用 いる

権利を有す る。

③賃借人は、その者 のために行 なわれたの と同様 に、

その立退 きの時に農 場に存するすべ ての飼葉 、藁お よび

肥料を 、彼に代 って入作 する定額借地農 に補償 なしに残

す もの とす る。賃借 人は、賃貸借 の最後の__年 間の収

穫か ら生 じる藁および飼葉 のいか なる部分 も持 ち出す こ

とがで きない。

(あるいは、次のよ うに定 めることもでき る。)

④賃借人は、その用益 の開始時にその者 に引き渡 され

たの と同一の量の厩 肥な らびに......kgの小麦の藁、

kgの 燕麦の藁および.._.kgの 飼葉 を残す もの とす る。

第8条 草 地

〔略 〕

第9条 樹 木

〔第1、2お よび3項 、略 〕

④賃借人は、樹木が もはや収穫 をもた らさない ときで

あ って も、賃貸人 の同意 な しには、存在 す るいかな る樹

木 を も引き抜 き、 または伐 り倒す ことがで きない。但 し、

経営の条件 を改良す ることを目的 とする、農 事法典第836

条に定 め る例外 を除 く。
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第10条 囲垣 、農道 、溝、排水 溝

〔第1お よび2項 、略〕

③賃借 人は、先の第4条 で問題 とされ た農 事 法 典 第

836条 による場合で なければ、地片 を分離 して いる生垣、

溝および排 水溝 を除 去す ることがで きない。

第11条 租 税

〔略 〕

第12条 保 険

〔略 〕

第13条 収穫物の収納

〔略 〕

第14条 譲渡お よび転貸

① この賃貸借契約 に基づ く権利の譲渡はすべて、すべ

ての転貸 と同様に賃借人 に禁止 され る。

②但 し、賃借人は 、賃貸人の同意を得た上で……。

〔第3項 、略〕

第15条 用益の交 換

賃借人 は、所有者 の事前の同意を得て、又 はそれがな

い場合 には同数裁判 所の許可を得て、よ り良い経営を確

保す るために、農事 法典第835条 の条件 に したがって、

地片の交換または賃 貸借 を行な うことが でき る。但 し、

この交換は 、地片の用益 に しか及ぶ ことが出来ず、賃貸

借の期間を超えてはな らな い。また、賃借 人は 、知事の

ア レテによ って定め られ る賃貸地の面積 の一定 部分につ

いてでな ければ、それを行な うことがで きない。

第16条 農業 経営 民事組合または耕作協同組 合への出

資

〔略 〕

第17条 偶発事

〔略 〕

第18条 狩猟権

〔略 〕

第19条 漁業権

〔略 〕

第20条 日常消費用の生産物 の給付

〔略 〕

第21条 賃貸借 の終 了.賃 借人 の義務

①賃借人は、その立退 きの ときに賃貸地を、先に述べ

られたよ うに作成 された原状確認書に従 って良 好な状態

で返還 しなければな らない。但 し、農事法典第836条 お

よび第850条 に従 って、賃貸借の期間中道式に許可され、

かっ、施行 された改修 および変更については、その限 り

でない。

②その ときに作成 される原状確認書は、その改修およ

び変 更を考慮 しなければな らな い。

③賃借人 は、農場 に存す るすべての厩 肥、肥 料および

藁を補償 な しに農場 に残 さなければな らない。

④(あ るいは次の ように約定す ることも可能 で ある)。

すべての厩肥 および存在す るすべての肥料、および賃 貸

借 の最後 の年 の穀物の収穫か ら生 じるすべての藁 。

⑤賃貸人 または新 しい定額借地農は、賃貸借 の最後 の

年の春 に、その年 に収穫 され る穀物 畑の中にその者が適

当 と判 断す るだ けの栽培飼葉の種を播 く権利を有 す る。

その作業 のとき及び翌年の収穫の準備作 業のときには、

賃借人 は、法律 およびこの点に関す る慣習に従 って、賃

貸 人または入作す る定額借地農に対 して、住 居 、および一

般 的に、その者がその者 自身、 その使用 人およびその家

畜 のため に必要 とす るすべての便 宜を、補償な しに委 ね

なけれ ばな らない。

第22条 農場 に対 して行なわれた改良についての賃借

人 に対す る補償

①賃借人がそ の労働 またはその投資によ って賃貸農場

にもた らした改良を理由 として、賃貸借 の終 了時 に請求

す ることのでき る補償は、農 事法典第847条 以下 の規定

に従 って決定 され る。

②(場 合 によ って次の条項 を付加 する)但 し、農事法

典第851条 の1に 従 って、賃借人が 、現在干拓 され ている

がなお潅木に被われている約......ヘクタールの面積の、

Ponceauと 呼ばれ る古い池のあ とを良 好な耕作の状態 に

変え る場合に は、それについて賃借人が権利 を有す る補

償 は、 この条項によ り一括 して_...フ ランの金額 と定め

られ 、賃貸人は、賃貸借の期間満了時 に賃借人 にそれを

支払 う旨が当時者の間で明示的に合意 され る。

第23条 賃借人 の死亡

〔略 〕
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第24条 賃 貸借の解除

〔略 〕

〔以下の条項 すべて略〕

長 期 賃貸 借 契 約 書 〔Formule132-1〕

諸負担な らびに条件

この賃貸借 は、賃借人 がその履行 につ いて連帯 して義

務 を負 う以下の負担 および条件で行 なわれ、かつ 、承認

される。

第1条 原状確認書

①賃借人 は、賃貸 財産 を、その収益 の開始 のときにそれ

が存す る状態 において受領 する。賃借人 は、賃貸人 に対

して 、その状態 の是正の工事または何 らかの修繕を要求す

る ことも、土地の状態を理由 としていかな る請求 を行 な

うこと もで きない。

②農事法典第809条 お よび第870条 の24の 規定 に従 っ

て、原状確 認書が 、法律 に定め る期間内に対席で 、かっ、

共 同の費用 において作成 される。 この期 間を徒過 する場

合 には._..(Formule116参 照)。'

③原状確認書 は,.....を目的 とす る。

④ この原状 確認書の写 しは、当事者の一方 また は他方

の請求 に基 づいて 、下記の公証人役場に この証書 に添 え

て寄託 される。

⑤新 しい原状確認書は..._作 成 され る(Formule116

参照)。

第2条

第3条

第4条

第5条

第6条

第7条

第8条

第9条

第10条

第11条

第12条

第13条

占 用

使用収益の態様

改良および 〔賃貸物の〕変更の工事.樹 木の

植栽

建物.修 繕

土地の耕作

厩肥および肥料

草 地

樹 木

囲垣、農道、溝、排水溝

収穫物の収納

不可抗力

狩猟権

第14条 漁業権

第15条 租 税

第16条 保 険

第17条 譲渡および転貸

(原則 と して禁止)

第18条 用益の交換

第19条 農業経営民事組合 または、所有 者 ・経営者集

団への出資

第20条 賃貸借の 終了.賃 借人 の義務

第21条 農場 に対 して行 なわれ る改良につ いての賃借

人 に対す る補償

①賃借人がその労働またはその投資 によって賃貸財産

に改良を くわえ た場合には、賃借人 は、農 事法典第847

～第850条 の規定に従 って計算 され、かつ 、賃貸人 によ

って支払われ る補償を受 ける権利 を有す る。

②但 し、第850条 の適用が ある場合 に賃貸人が賃 貸財

産の改良工事の負担を引き受 けることを拒絶 した場 合 に

は、同法典 第870条 の28の 規定 に従 って、賃借人 は、賃

貸人 の許可な しに、かっ、第850条 の最後 の二つ の項 に

定 め る条件 に従 って、第847条 ～ 第850条 に記載 され る

工事 をその費用で施行 させ、または自 ら施行す ることが

で きる。但 し、第848条 またはその適用 のために定 め ら

れ る法令 の規定 に基づ くその償却期間 は、賃貸借の期 間

の満了か ら5年 を超 えない ものとす る。

④ その償却期間が10年 を下 回る投資 につ いては 、雑作

す る賃借人 に対す る補償は、賃借人が行な った支 出を賃

貸借の期間満了時の 日付 で評価 した額の二分 の一を超 え

ることがで きな い。

第22条 賃借人の死 亡

第23条 賃貸借の解 除

第24条 先取特権
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(省 略 した資 料)

oフ ランス農事法典

第6編 農事賃貸借

第1章 定額小作及び分益小作の規則

(フ ランスの農地制度に関する法令資料昭48 .9、農林省構造改善局農政部農政課)

oフ ランス農事法典小作関係規則の1975年 改正

(昭51.11.農 林省構造改善局農政部農政課)

oフ ランスにおける農地賃貸借と相続

(:㌶15-16号(1981))
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