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土 地 所 有 思 想 と公 共 思 想 につ い て
-土 地の公共的性格をめぐる日独の相違に留意 しつつ

早稲田大学法学部教授 田 山 輝 明

は じめに

1.出 発点 としての土地基本法

土地所有と公共思想について考察するにあ

たっては、われわれの目の前に存在する最 も

適当な素材として土地基本法をとりあげるべ

きであろう。同法が土地に関する基本理念の

宣言法であることは、公知の事実である。 し

か し、たとえそれが政策理念の宣言であれ、

このような内容にまで到達 したことの一定の

意味は正当に認識すべきである。本稿では、

絶対的土地所有理念を出発点とした近代土地

所有制がここにまで至る過程を、日本と ドイ

ツを比較 しつつその発展史を検討 し、それを

通 じて土地所有権に対する制限原理、特に公

共思想の発展について述べてみたい。

土地基本法の本質ない し性格を理解するた

めには、1963年6月 に臨時行政改革審議会が

提出した 「地価等土地対策に関する答申」に

おいて示された 「5原則」が重要である。そ

の内容は次の通 りである。

(1)土 地の所有には利用の責務が伴うこと

(3条1項 、4条)

(2)土 地の利用に当たっては公共の福祉が

優先すること(2条)

(3)土 地の利用は計画的に行われなければ

ならないこと(3条2項)

(4)開 発利益はその一部を社会に還元 し、

社会的公平を確保すべきこと(5条)

(6)土 地の利用と受益に応 じて社会的な負

担は公平に負うべきものであること(5

条)

これ らの5点 は、 これを受けて出された

「総合土地対策要綱」(閣 議決定)で も述べ ら

れ、土地基本法において上記のような各条文

において実現されている。その上で土地基本

法においては、その第6条 において、国、地

方公共団体、国民、事業者の、土地に関する

基本理念を実現すべき責務が規定されている。

2.本 稿の構成

土地所有権における公共思想について検討

する場合に、まず、民法典においてどのよう

な所有思想が定着 しているかを検討すること

は重要なことである。 しか し、そこでは、い

ずれにしてもローマ法的な、すなわち抽象的

7



で観念的な所有権が前提とされている。一般

的に言 って土地についてはその特性との関連

において所有権 に対す る制限が常に問題 と

なってきた。例えば、隣地の利用との調整は

各国においてローマ法以来のテーマである。

しか し、近現代においては、土地の公共財

としての性格を前提とした上での制限が問題

とされている。本稿では、土地をめぐる法制

度のうちで、農地整備(耕 地整理)法 と都市

計画法の領域に限定 して、 日本と ドイツを比

較 しながら、両国における土地所有思想にお

ける公共思想の相違について論 じてみたい。

ただ し、日本に関する叙述は最小限度に圧縮

し、 ドイツについては歴史的な大きな流れが

っかめる程度のものとすべ く努力 した。

近代以降において、日本 とドイツとは文化

的な面において相互に大 きな影響を受けあっ

ている。初期における程、 日本の受ける影響

が一方的に大きかったことは言 うまで もない

ことである。近代的な法典、例えば、本稿の

テーマと最 も密接な関係のある民法典につい

て も、フランスと並んで ドイツの法典の強い

影響の もとで成立 している。 しか し、影響は

基本的法典に限 られるわけではない。農地に

関する法律制度について も多 くの点で影響を

受けている。

それにもかかわらず、現時点において、独

・日の土地制度を比較すると極めて大きな相

違が存在す るのである。それが何故 どのよう

に して生 じたかについてはこれまでの研究で

は明らかにされていない。この点を明 らかに

するためには、 ドイツと日本の土地制度の発

展史をある程度パラレルに検討 してみる必要

がある。本稿はそれに相応 しい構成になって

いる。

第-章 土地所有の私的性格と社会的性格

歴史的過程の相違

日本での高地価の原因は、様々な立場から

多面的に分析され、検討されなければならな

いが、その一つとして法学的な観点からの分

析、検討を試みるのが本稿の目的の一つであ

る。現代 日本の土地所有意識においては、欧

米諸国 と違 って、私的権利の側面が強調され

過 ぎており、それとは逆に利用(義 務)の 側

面があまりに軽視されている。この点はもち

ろん多 くの研究者によってすでに指摘されて

いる。

では、何故そのようなことになったのであ

ろうか。 日本における近代的土地所有観念は、

基本的には欧州の所有権思想を継受 したにも

かかわらず、そのような違いとなって現れて

しまった点については、日本社会の有する特

殊な条件 との関連において分析されなければ

ならない。

第1節 農地における近代的所有権の成立

- .日 本における近代的土地所有の成立と土

地整理

1.日 本における近代的土地所有の成立
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幕藩体制下の土地所有を近代的所有の観点

か ら分析するならば、使用 ・収益の点では年

貢米の確保のために作付けにいたるまで厳 し

い規制があり、処分の点では田畑の売買が禁

止 されていた。明治政府の土地改革は、まず、

前提 としての田畑勝手作の許可と田畑永代売

買の解禁か ら実施され、次いで、主 として上

級所有権を もって近代的土地所有権 とする改

革が実施された(地 租改正 ・地券交付)。 地

租改正は、従来の石高制(年 貢制)に 代えて

土地所有者に対 して土地の価格に一定の割合

を乗 じた額の地租を貨幣で課することにしよ

うとするものであった。地租改正は明治政府

の財政的基礎を確立するためにはどうしても

必要なものと考えられていた。 というのは、

当時の政府は、旧来の公家や武士階級 に禄米

を給付 しており、 これが大 きな財政負担 と

なっていたのである。 これを有償で廃止する

(秩禄処分)た めの財政的裏付けを用意する

ためにも、地租を中心とした租税体系の改革

が必要であった。地租を徴収するためには、

全ての土地について所有者を確定することが

必要であり、そのたあに実施されたのが、地

券の交付であった 。この場合に一つの土地に

対 して一人の納税義務者を確定す る必要が

あったから、この改革は個人所有権の確立に

大いに寄与 した。

地券的所有権の確立は、土地所有 と耕作

(農民の職分)と を切り離 し、金納地租を納

入 した者を誰で も所有者 とすることを通 じて、

土地の現実の利用よ りも観念的な所有(権

原)を 重視する結果をもたらした。

これに加えて明治15年以降に展開するいわ

ゆる松方デフレーションが農村を も大不況に

陥れた。農民の多 くが莫大な負債を負って公

租公課 も支払えず土地を富農、高利貸、商人

などに売 り渡 し、寄生地主制の確立をもたら

した。寄生地主制のもとでは、土地所有権が

直接的に利用と結合 しなかったことはむ しろ

当然の帰結であった。 このように して西欧か

ら近代的土地所有権の観念が移入されたとき

に、土地所有権の利用(義 務)は このような

状況の もとでは殆ど無視され、所有権の絶対

性と強 く結合することになったのである。①

2.明 治政府の官僚の思想 日本における

耕地整理法の制定過程を素材として

日本社会における土地関係の近代化は、変

革のための社会 ・経済的諸条件の成熟により

生 じたのではなく、明治政府のいわば上から

の近代化政策によるところが大きい。その過

程における官僚の果た した役割ないし進歩性

についてここで論 じる能力は筆者にはない し、

それが要求されているわけでもない。そこで、

当時の土地所有制度については極めて重要な

意義を有 していた耕地整理法の制定過程に限

定 して、日本の官僚の果たした役割等につい

て簡潔に述べておこう。

ここでは、旧耕地整理法の制定過程におけ

る委員会審議等において政府委員 として参加

した酒匂常明を例とする。彼は明治22年 に学
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術研究のために(東 京農林学校教授 として)

欧州に出発 し、同24年 に帰国 している。彼自

身は研究者であり、高級官僚であったにもか

かわ らず、大変不幸な人生の終りを迎えこと

になった人である。つ まり欧州か らの帰国後

しばらくの間が彼の能力を最 も発揮 した期間

であった。

まず、『土地整理論 全』(農 商務省版、明

治26年)を 出版 し、土地整理による 「十大利

益」を主張 し、耕地整理事業を推奨 した。耕

地整理法案において、酒匂は、耕地整理の申

請要件 として地区内土地所有者の2分 の1の

賛成を原案 としたが、委員会審議の過程で主

として、土地所有権に対する配慮か ら3分 の

2に 修正されて しまった(明 治31年)。 当時

の欧州の諸法律においてはほぼ2分 の1が 一

般化 していたから、彼の主張はむ しろ世界的

な常識の線であったと言えよう。 日本の この

時期における私的土地所有権をどのように評

価するかは難 しい点であるが、その尊重が殆

ど唯一の理由となって前記の修正がなされた

のである。彼は既に欧州、特に ドイツの近代

的な耕地整理の理論に従 って、事業発起要件

を含めて、土地所有権の相当程度の制限を考

えていたことは確かなことであった。彼の土

地整理理論は余 りにヨ―ロッパ的であったた

め(例 えば、水田に対する配慮が弱かったた

め)、10年 後に大改正を受けることになるが、

その点を除けば、耕地整理法は第二次大戦後

にまで存続 し、そして今日の土地改良法へ と

発展 しているのである。②

① 甲斐道 太郎 「日本 におけ る所 有権思 想 の変遷」(『所

有 権思 想の歴 史』165頁 以下所 収)、 稲本 洋之助 「現代

日本社会の土地 問題 」(東 京大学社会科学 研究所編『 現

代 日本社会6問 題の諸相』1992年 、 東大出版会、

211頁以下所 収、特 に244頁 以下)

② 田山輝明 「明治期 にお ける耕地整理 法の生成」(乾 編

『土地法の理論的展開』253頁 以下所 収)

二.ド イツにおける近代的土地所有の成立と

土地整理

1.フ リー ドリッヒ大王の農政と一般ラン ト

法

では、 ドイツにおける近代的土地所有の成

立過程はどのような ものであったのであろう

か。近代 ドイツの農地法制の展開は、1807年

の 「10月勅令」以降について検討することで

よいと考え られるが、その前史 として必要と

思われる限度で、まず、フリー ドリッヒ大王

以降の土地政策の展開について概観 しておこ

う。

(1)大 王の土地政策

近代 ドイツの農地政策を一定の制限の も

とで トータルに語 るには、何らかの基準に

よる叙述の限定が必要である。本稿では、

歴史的部分については、土地制度の変革に

焦点を合わせて叙述する。19世 紀以降の ド

イツでは、小作制度は発達せず、む しろ農

民が自己の所有地を耕作することを前提 と

した政策(所 有と経営の一致)が 採 られて
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きたということができる。従って、耕地整

理(農 地整備)事 業が農業分野における最

も重要な土地整理事業であった。

ω 植民 と開拓 フリー ドリッヒ大王

は、即位以来、産業を興 して国を発展さ

せることを基本政策 としていたことは、

広 く知 られているところである。従って、

当時の中心的産業であった農業に尽力 し

たことは当然のことであった。国土面積

に比べて人口が少ないことが国土の有効

利用ができない原因であると考え、最初

にとった具体的政策は、内地植民であつ

た。内地植民に特別保護を加えることを

広 く各国に知 らせた結果、 ドイツ諸邦以

外の外国からも多 くの植民者が移住 して

きたという。

特別保護の内容は、旅費の支給から始

まり、三世代の役務免除、一定の要件の

もとで軍役 ・体役の免除、その他飲食物

税の免除にいたる広範なものであった。

移住民は農民には限らなか つたが、保護

は農民に最 も厚かったという。すなわち

開拓地を与えた上に、その資産に応 じて

三段階の補助金を与えた。 このように開

拓農民の待遇が良かったために、原住民

との間の紛争まで生 じたという。補助金

の不正利用者を含む様々な不品行に対 し

て王は、初志を貫徹 し、原則として自ら

決裁 したと言われている。成果は、王の

即位 した1756年 からの46年間に、新たに
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村落を形成 した ところ900箇 所、移住人

口約30万 人(そ の3分 の2が 農民)と さ

れている。

開拓は、主として湿地の干拓であった。

先代の王の時代から開拓事業はなされて

いたが、そのなかで もオデル川流域にお

ける干拓事業は有名である。この事業に

よって得た耕地 は、その上流で117,000

モルゲ ン、下流で108,690モ ルゲンとさ

れている(欧 文参考文献①14頁 以下,47

頁)

(ロ)耕 地等の整理 大王は、既存の耕

地について も様々な改革を行 った。耕地

等の整理はその典型である。プロイセン

における耕地整理の歴史は、一般には、

1821年の共同地分割令に始まるといわれ

て いるが、それには、前史があ り、プ

リー ドリッヒ大王の農政 は極めて重要な

意味を持 っている。

1752年 にフー リドリッヒ大王が農民の

地片 と混在 していた御料地の分離を要求

した際の勅令がその先駆をなすものと解

してよい。当時は各地に広大な共同地

Allgemeinheitが 存在 してお り、 しか

も耕地は細分化 して分散 していた。その

ために、耕転、播種、収穫等の作業が同

一人の所有耕地の場合であっても同時に

実施することができず、これが農業の進

歩を阻害 していると考え られていた。

1763年 と1765年 には、大王は、御料地



でない土地について も共同地の分割を命

じている。その際、共同地分割に対する

農民の不安を除去するために、これは農

民の利益のために実施するものであり、

従って これを原因として新たな課税は行

わないことをわざわざ告示 している。

当時の耕地をめぐる法的諸事情の もと

では、共同地を整理 しようとすれば、全

権利者が共同 して行わなけれ ばな らな

かつたから、結局、誰 も共同地を改良 し

ようとは思わな くなり、自己の単独所有

地のみを耕作するようになっていた。 こ

のような事情を打破 しなければならない

というところに、共同地分割の主要な理

由があったようである。 しかも、啓蒙君

主の頭のなかには、既にイギ リスのエン

クロージャーの 「成果」があったという

点 も興味あることである。

この当時の共同地分割の概要は、1766

年の命令によって知ることができる。ま

ず、測量師に命 じて共同地の実測図を作

成させ、そこに評価額を記入 し、土地を

良 ・中 ・悪の3等 級に分けた。法律家が

共同地に関する証拠書類に基づいて、各

権利者に分割 ・配分すべ き土地の部分

(割合)を 決定 し、最後に、公正な農務

官を選任 して地味等に配慮 しっっ土地の

配分を実施させた。 この場合には、土地

の集団化と合わせて外住策(農 家の集落

外への移転)も 実施 された。

しか し、このような事業が命令ひとつ

で簡単に実施されたわけではない。右の

命令が発せ られると、農民のみならず、

司法 ・行政等の各層からも反対の陳情が

なされたという。そこで、王は、共同地

分割の実益を説いたパンフレットを作成

して各地方に配付するなどの啓蒙的努力

を しなが ら、これによって実益を受けや

すい地方(プ ロイセ ン、ポンメルン等)

を選んで1769年 に至 ってようやく実施に

踏み切 った。

事業実施官庁に相当するものとして、

法務官と農務官 とか らなる事業実施委員

会を設け、農務委員には地方の老農を選

任する等の配慮を した結果、1769年 に分

割が終了 した もの230件 、1771年 までに

は382件 に達 したという。(欧 文文献①83

頁以下,94頁)。1770年 代までの関連立

法に含まれていた共同地分割に関する諸

原則は、1794年 には、その他の諸法令に

散在 していた諸規定 と統合されて、プロ

イセンー般ラン ト法(第1部 第17章75条

以下 「共有関係の廃止」ならびに第311

条～第361条 「共同地分割」)に承継され

た。

2.プ ロイセンー般 ラン ト法における共同地

分割

(1)共 有関係の廃止 これについては、

「共同所有権の分割は、法律、契約 もしく

は有効な第三者の命令に反 しない限り、何
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時にて も実施 される。」 という原則が規定

されており、これは後に1821年 の共同地分

割令によってさらに拡大されることになる。

(2)共 同地分割 これに関する節では6

項目について規定 している。 〔1〕複数の

農村住民または隣接の農場保有者によって、

従来何 らかの方法で共同で行使されていた

土地の用役権は一般的農業基盤整備A11-

gemeineLandeskulturの ために、で き

る限り廃止されるべきものとされていた。

〔2〕分割の申請をす るためには、それが

単に可能であるというだけでな く、社会全

体にとって利益になるということが有識農

民の鑑定書によって疎明されなければなら

ず、これは、領主 と村落との間の分割の場

合も同様であった。 〔3〕原則 として、所

有権者のみが単独で分割申請をすることが

できた。 〔4〕分割手続 きに際 しては、利

害関係人の間においてアンバランスが生 じ

ないような配慮 と各経営の分割前後の状態

に対する配慮 もなされていた。土地の評価

は地質、位置、耕作の状態など総合的な観

点か らなされ、原則 として金銭による補償

に応 じる義務はないものとされていた。町

村と領主との間で分割手続きを実施する場

合には、双方にとって土地が連続するよう

に配分されることになっていた。また、分

割手続 きの結果経営の形態を変えざるを得

ないような場合には、その手続きに同意す

る義務はないもの とされていた。 〔5〕利

害関係人は、原則として分割手続きによっ

て分割対象地上の第三者の既得権を害する

ことは出来ないものとされていたが、その

廃止なしには、耕地改良の目的を達成する

ことができない場合には、第三者は充分な

補償を受けて地役権の制限または廃止を甘

受する義務を負 っていた。 〔6〕共同地が

分割されて も、公租等の負担は、変更され

ないのを原則 としていた。土地の交換がな

されても、負担の点では新土地が従前地の

代替物と解されていた。この点は、後に確

立する換地の際の 「代償物の理論」の萌芽

であると考えてよい。

3.シ ュタイン ・ハルデ ンベルクの改革と農

村の近代化

(1)農 村近代化立法の制定

(イ)農 業と社会の状況 神聖ローマ帝

国の崩壊によって体制的変革期を迎える

19世紀初頭の ドイツにおいては、経済の

面において も重要な変革期を迎えていた。

未だ農業が最 も重要な産業であり、就業

者の約80パ ーセントが農業従事者であ っ

たと言われている。 しかし、農産物需要

の急激な増加は、従来の農業生産方式で

ある三圃制を桂桔に転化させた。農産物

需要を増加 させた原因は、農村に零細な

土地持労働者が増加 したこと、ベルリン

やハ ンブルクなどの商工業都市の人工が

増加 したこと、さらにイギ リス等へ穀物

が輸出されたことなどであった。 こうし
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た状況にあって、旧来か らの三園制下の

休耕地でじゃがいも等が作 られるように

なり、 クローバ―の導入によって家畜頭

数 も増大 し始めた。

しか し、旧来か らの封建的生産関係

(特に、封建的地代 ・労働地代、分散耕

圃制など)は 、 こうした農業の発展の阻

害要因であった。 もちろん、改革は、農

業生産関係上の理由にのみ基づいて行わ

れたわけではない。15・6世 紀以来の体

僕身分制Leibeigenschaft廃 止の運動、

フランスやイギリスからの啓蒙主義 ・合

理主義の影響、 ドイツ内部での自然法思

想などより、精神的側面か らも改革は準

備されていたと言うべきであろう。

1806年 のナポレオ ンに対する軍事的敗

北は、改革の重要な契機を与えることに

なったが、 ドイツでは市民階級や農民階

級による革命は起こらず、自由主義派の

貴族や国家官僚 によ って 「農民 解放

Bauernbefreiung」 が実施 され ること

となったのである。

(ロ)10月 勅令 プロイセ ンにおける農

業と農村のブルジョア的変革は、啓蒙的

な二人の官僚の名によって表現されてい

る 「シュタイン=ハ ルデンベル クの改

革」によって開始 された。その端緒 と

なった立法が1807年10月9日 付の 「土地

財産の所有の簡易化および自由な利用な

らびに農村住民の人格的諸関係に関する

勅令 」(一 般 に 「10月勅 令」 と呼 ばれて

いる)で あ った。 これは、その名の示す

通 り、一般的に封建的身分規定の解体 を

宣言 した うえで 〔1〕 土地売買の 自由、

〔2〕 営業の 自由、 〔3〕 所領隷民制の廃

止等を宣言 した ものであ った。 この よ う

な 「10月勅令」がプ ロイセ ンの ブル ジョ

ア的変革に とって決 定的に重要な意義を

有 していた ことは、疑問の余地のな いこ

とであ るが、 この勅令 自体 は宣言法 とで

もい うべ き ものであ り、 これ によ つて、

社会の実体か ら封建的諸 要素が除去 され

たわ けではなか った。 この宣言の内容を

実現す るために は、いわば 「10月勅令」

の施行法 とで もいうべ き法令 とこれを実

現す る 「政府」を必要 と して いたのであ

る。 フ リー ドリッヒ ・ヴィルヘル ム三世

と宰相 フライヘル ・フォム ・シュタイ ン

(な らびに その後 継 者ハル デ ンベル ク)

によって、 この改革 は実行 に移 され るが、

その ために次の ような法令が制定 された。

(ハ)農 村 基盤整 備(Landeskultur)促

進令 と調整勅令1811年 には、農村 と

農業の変革 に関す る重要な法令が二つ制

定 されてい る。 まず、農村基盤整備促進

令 は、旧来か らの封建的土地所有のあ ら

ゆ る制限を廃止 し、土地 に関す る無制限

の処分権を創 出 しようと した。 これを受

けて、領主農民関係の調整に関す る勅令

(以下、 「調整勅令」 とい う)は 、隷役小
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作関係を有する領主と農民関係の解体の

様式を示 した。 この勅令の起草者は、著

名な農学者であり、後述の共同地分割令

をも起草 したA・D・ テーアであった。

「調整勅令」は、封建的農民土地所有

の私的所有への転化 と賦役の廃止 とに

よって、領主農民関係を解体 しようとし

た。ここでは二つの手法が用いられた。

原則として土地割譲方式がとられたが、

地代補償方式も認められていた。前者の

場合には、農民保有地が世襲であった場

合には、3分 の1を 、非世襲であった場

合には、2分 の1を 領主に割譲 した。後

者の場合には、農民の領主に対する総負

担が貨幣地代に転化されて土地抵当簿に

記入されるか、これを資本還元 して償却

するか、何れかの方法がとられた(邦 語

文献①)。

(ニ)償 却規制令1821年 には、1811年

の調整勅令の対象 とされなかったが確定

的な世襲的権利を有 し保有地の処分権限

を有する農民は、その土地負担を償却す

ることができるようになった。すなわち、

従来か らの諸負担は貨幣負担に転化され

るか、または貨幣評価されることによっ

て年利4パ ーセントで資本還元され、償

却され うるようになった。 しか し、この

改革は長期間を要 し、関連法令はその後

も何度か制定され、最終的に償却を完成

させたのは、1850年 の 「土地負担の償却

と領主 ・農民関係に関す る法律」(プ ロ

イセ ン憲法40・42条 に基づ く)で あった。

(ホ)共 同地分割令1821年 には、共同

地分割 令 も制 定 されて いる。 共同地

Gemeinheitenと は、耕地の周辺に存在

している草地、森林、湿地、荒地を意味

し、これには旧来か ら様々な支配権や利

用権(放 牧権など)が 付着 していた。共

同地分割事業は、既に述べたように、プ

リ― ドリッヒ大王の時代か ら行われてい

たが、19世 紀の事業はブルジョワ的変革

の一環としてなされたという点において

決定的に重要な意義を有 している。同令

は、このような共同地の利用は一般的農

村基盤整備の発展のためにできる限り廃

止すべきものとしていた。やむを得ず存

続させる場合で も、出来るかぎり耕作の

障害とならないように変更されるべきも

のとされていた。具体的には、耕作の障

害となる役権の廃止、共同利用に服 して

いる土地の分割、分散 ・交叉圃場の集団

化を内容としていた(邦 語文献①)。

(2)資 本主義的農業法 としての耕地整理法

の生成

近代 ドイツの農業構造は、少なくとも経

営構造との関連においては、シュタイン=

ハルデンベルクの改革によって本質的に規

定されたと考えてよい。すなわち、封建的

な小作関係は原則 として廃止(償 却)さ れ、

自作農主義(耕 作者が耕地を所有す る主
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義)が 確立 したのである。その後、資本主

義の発展に伴って、農工間の不均等発展が

生 じる中で、農業経営の規模拡大が重要な

課題 となるが、その際に賃貸借の利用によ

る方法は取 らず、一貫 して耕地整理の方法

を取ることになったのは、 ここに本質的な

原因があったということができる。そのよ

うな意味において、 ドイツ農業において耕

地整理はもっとも重要な土地整理手段とい

うことができる。

ドイツにおける耕地整理の淵源は、三つ

あるとされている。第一は、バイエルンの

ケンプテン司教区における散村型耕地整理

Vereinodungで あり、これに関する最 も

古い文書は1550年 の ものであるとされてい

る。ある農場が既存集落か ら抜き出され、

新たに整理 ・集団化された耕地の中心に建

設される。現在で も、南 ドイツの農村にお

いては、広いなだ らかな耕地の中央に大き

な農家Einodshofが 見 られ るが、 このよ

うな耕地整理の名残である場合も少なくな

い。後に、この方法は ドイツの他の地方で

も実施されるようになったが、最大の難点

は人手 と費用が掛かるということであった。

第二 は、最 も北部 に位置するシュ レス

ヴィヒ ・ホルシュタイン地方等における囲

い込みである。この地方では、従来から、

「何人 も他人 に対 して 自己との間での交換

を強制することはできない。ただ し、他人

の善意 に基づ く場合はこのか ぎりではな

い。」とい う原則が支配 していた。 しか し、

17世紀の中頃からは、イギ リスにおける囲

い込み運動の影響がデ ンマークを経由して

次第に強 くな り、 シュレスヴィヒ ・ホル

シュタイン、ラウエンブルク(ラ ウエンブ

ルク侯爵はイギ リス王 ジョージ一世)、 ハ

ノーファーにおいて囲い込み的耕地整理立

法 が制定 され るよ うにな った。 ハ ノー

ファーでは、数人の農民がまず彼 らの農地

を共同地から分離 し、相互に交換すること

によって、溝を巡 らした囲い地の中に集団

化 した。これによって、この囲い地は、他

の土地に比べて耕地 として も草地として も

最小限度3倍 以上 も収益性が高 くなったと

いう。

第三は、プロイセンにおける共同地分割

事業である。すでに述べたような共同地分

割事業は、各農民の既存の農地との関連を

抜きにしては実施できないものであった。

耕地等の所有形態をできる限り合理的なも

のにするには、耕地整理的事業を同時並行

的に実施せざるを得なかったのである。そ

の結果、共同地分割事業が実施された村で

はその影響は絶大なものであり、それだけ

に1821年 の共同地分割令のように事業発起

を無制限なものとしたのではもはや事業の

実施は困難となった。そこで、1838年 には

(実際には1828年 か ら部分的に実施 してい

た)関 係土地保有者の4分 の1の 同意を事

業実施の要件 とするようになつたのである。
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三.近 代的土地所有権の成立過程における特

徴

日独両国の土地所有権の成立過程をみると、

日本においては重層的土地所有権の解体は、

上級所有権の優位の もとで実現 されたのに対

して、 ドイツでは、土地利用権が十分に尊重

されつつ近代的所有権へと転化 したと解する

ことができよう。

プロイセンに限って言 うならば、土地所有

の近代化の過程で土地整理のために耕地整理

法が生成 してきたのである。その意味では、

農村に近代的な関係を創設することが当時に

おける公共の福祉だったのであり、そのため

には土地所有者の同意を要件 としないで土地

整理を実施することができたのである。 しか

し、それでは余 りにも農村社会に大きな動揺

を与えることになるので、次第に土地所有者

の一定割合の同意を必要とするようになった

が、社会変革を主たる目標としていたので、

いまだ4分1と いう低い割合であった。

それが次第に改革立法 というよりも純粋に

耕地整理法になるに従って、む しろ要件は厳

しいものとなっていくのである。

これに対 して、日本の場合には、農村土地

所有の近代化と耕地整理事業 との直接的関連

は存在 しなかった。 しかも、誕生の過程にお

いて旧来の土地利用権が正当な評価をされた

とは思われない事情があり(土 地所有権とし

て処遇 され、または一定割合の土地所有権 と

して処遇されるべき物権的な利用権も存在 し

たのではないか)、 そのことが利用権と所有

権との結合を弱めた一因ではなかったかと思

われる。

第Ⅱ節 市街地 における土地所有観念

- .日 本における土地所有 「制限」

1.土 地と建物の分離

日本において土地所有と土地利用が論理必

然的に結合 しなかった制度的な理由の一つと

して、土地と建物とが別個の不動産とされた

ことが挙げられている。確かに建物を原則と

して土地所有権の内容として観念するか否か

は、土地の利用(義 務)を 意識するうえでは

決定的に重要であった。両者の分離を前提と

すれば、土地の所有者とその土地上の建物の

所有者 とは、土地の所有者と利用者 として対

立する立場に立つことになるからである。こ

の場合の土地所有者は、所有者 として利用

(者)と対立するのであり、しか も土地 「所有

権」は地代徴収権能にすぎないのである。

土地 と建物が分離された結果、土地はそれ

自体として完成された商品と同等の地位を獲

得 し、地上に建物がある場合には、建物の存

続や居住 ・営業が保護 された結果(例 えば、

明治42年 の建物保護法など)、建物の敷地 と

なっている土地は利用権の制限を受けた土地

所有権となったのである。

西欧において も地上権的な権利(制 限物

権)が 存在 しているか ら、地代徴収権化 して

いる土地所有権が存在 しないわけではない。
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しか し、建物の圧倒的多数は土地所有権の内

容として存在 しているのであり(地 上権の例

は少ない)、 また、地上権が設定 される場合

に も、土地所有権の利用権的側面が物権とし

ての地上権 として設定され、その上に建物が

建設されるとその建物は独自の所有権の対象

とされるのではな く、地上権の内容と観念さ

れるのである。つまり、この場合で も、建物

は土地利用の具体化なのである。

建物を独立の不動産として把握するこのよ

うな近代国家において珍 しい法制度が、土地

所有者における利用に対する意識を弱いもの

とす る一因であっと言 うことが出来よう。①

2.都 市計画 「制限」の発展

日本における都市計画の発展の遅れも日本

の土地所有思想を検討する上で重要な視点で

ある。日本に都市計画法が制定されたのは、

大正8(1919)年 であり、土地整理手段の中

心 となるべき土地区画整理事業については、

耕地整理法を全面的に準用する方法をとって

いた。市街地が拡大 していく場合に、何 らか

の土地整理手段が必要とされていたことは事

実であるが、市街地の整理のための特別な手

段は用意されず、従 って土地利用に関する本

格的な制限 も前提 としていなかったのである。

このことは、国土の開発について、法律が、

従って国家 ・社会がどのような 「哲学」に基

づいていたか、という点にかかわる問題であ

る。すなわち日本においては、現在に至るま

で土地の開発は原則 としてその所有者の自由

である。つ まり、農地を宅地にし、その土地

の上にどのような建物を建てるか も、原則と

して土地所有者の自由である。特別法によっ

て例えば、最近の法律を例とするな らば,都

市計画法や国立公園法等により開発 ・建築規

制がなされている土地については、それに従

わなければならないが、そうでなければ原則

として土地の所有者の自由である。

この点では、法律がとくに規定していない

限り、原則 として開発は禁止されてお り、法

律に基づいた計画が策定され、または許可を

えた等の場合に限って開発 ・建築行為が許さ

れている ドイツの場合 とは、原則と例外が逆

転 しているのである。

ドイツにおいても、次に述べるように、土

地について私的所有権は成立 しているが、そ

れに対する制限原理として都市計画法による

規制が発達 し、その結果、国土の原則的開発

・建築禁止にまで発展 しているのである。

①稲本前掲論文247頁 以下。

二.ド イツにおける土地所有制限一 私的土

地所有権 に対する制限原理の思想

以下では、近代 ドイツにおける都市の発達

と建築の自由について概観 してみよう。 これ

は結局、 ドイツにおいていわゆる外部地域制

度AuBenbereich(計 画 によ って開発 ・建

築行為が認められて いる地域外一 ここでは

原則 として開発 ・建築行為は禁止されてい
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る)が どの様にして生成されてきたかを検討

す ることになる。

1.プ ロイセン一般ラント法と建築の自由

建築の自由は、19世 紀 ドイツにおける都市

建設の 「関の声」となったと言われているが、

その法的基礎はすでに18世紀末のプロイセン

ー般 ラン ト法にあった
。①同法の第1部8章

65条②では、次のように規定 していた。

「原則 として、全ての所有者はその土地を

建物付で保有 し、その建物を改築する権限を

有する。」

しか し、この規定には、同66条 において次

のような制限が定め られていた。

「ただ し、公共団体の損害 もしくは不安定

が生 じ、または都市および公的場所の不健全

な発展Verunstaltenと なる場合には、建築

および改築はなされてはならない。」

公共の福祉の優位は、同序章第74条 ③にお

いて立法者の原則的決断により、並びに同67

条以下において包括的な同意義務により強調

されていた。66条 の規定 も当時の実務は、危

険防止の観点か らのみ理解 していたようであ

る し、 警 察 は こ れ を も っぱ ら建 築 線

Fluchtlinieの 確定のために利用 していた。

従って、この建築線を守っているかぎり、無

条件の建築の自由が認め られていたと解 して

よい。

しか し、これは産業革命により壊滅的な結

果をもたらすことになる。すなわち、工場労

働者は、作業所兼用の住居に住んでいる手工

業者と違って、小住宅を必要としていた。 こ

れ らの住宅は疑いもなく市街地の中心に作 ら

れた。つまり、中庭が潰され、納屋が仕切 ら

れて部屋として賃貸されたのであった。 ドイ

ツの都市は、無計画的無秩序へと姿を変えて

いったのである。 これを人口の面からみると、

1816年から1830年 の間に5百 万人増えて約3

千万人にな り、1850年 には3千540万 人にな

り、1870年 には4千 百万人弱になり、第一次

大戦の勃発の頃(1914年)に は、6千7百 万

人になつていたのである。④こうした人口の

増加は、工業の発展を前提 としていたか ら、

人口は当然に大都市とその周辺部へと集中 し

た。

1871年か ら1905年の間において、平地農村

の人口は2千620万 人から2千580万 人に減少

したにもかかわ らず、人口10万人以上の大都

市の人口は190万 人か ら1千150万 人へ と増加

したのであった。1971年 のベルリンの住宅統

計によれば、平均7.2人 が居住 していた台所

と一部屋のいわゆる 「過密小住宅」に16万2

千人が住んでお り、平均4.2人 が居住 してい

た台所 と一または二部屋の 「小住宅」には58

万5千 人が住んでいたのである。⑤

市町村は、前世紀中頃における、補償に関

する気前のいい判例、不十分な受益者負担義

務および都市の急速な成長に鑑みて、--特

に1870/71年 戦争の後においては もはや

単独では財政的負担にたえ られ ない状態 と

なっていた。市町村は、土地の分譲を私的な
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企業にまかせ、企業は建築用地をできるだけ

儲かるように転売 した。⑥

この点に関 して注目に値するのは、ベルリ

ンの状態であった。そこで建築計画が立て ら

れた場合には、その計画はいつも近い将来の

予定的需要のために策定され、 しかも近い将

来 とは100年 と解されていたのである。これ

は、結局、大きな外部地域が計画地域に入 り、

しかも実際には計画道路はついに実現 しない

ということになった のである。このような計

画によって、地区内の多 くの土地がインフラ

整備のなされた建築用地になるのではなく、

単なる投機的取引の対象となって しまったの

である。⑦

そこで、土地投機に対応 し、そ して市町村

の経済的負担を軽減するために、 ドイツの各

邦では、域内計画や域内道路建設に基づいて

市町村と関係私的所有者のために生 じる権

利 ・義務を含む、地域道路に関する特別権を

法律によつて定めるようになったのである。

この法規制にとって特徴的な点は、土地に対

する私的所有権制限の強化、公益のためのさ

まざまな建築制限と 地価上昇分を部分的

であれ吸収するために一 受益者負担義務を

確定することであった。 しか し、こうした発

展は ドイツの各地において様々であった。い

くつかの邦では殆どすべて地域道に限定され

ていたし、また、他の邦では総体的な建築規

制に向かっていたのである。

このような観点から、当時(世 紀の変わり

目)の ドイツの各邦の法律を分類するならば、

すなわち、道路や公共用地の整備を市町村の

負担とするか否かにより分類するならば、そ

れを建築主(土 地所有者)の 負担 としていた

バイエルン法と、原則的に市町村の責任とし

ていたプロイセ ン、ヘ ッセン、バーデ ンおよ

びヴュルテンベルクの法 とに分類することが

でき、その中間形態としてザクセン法をあげ

ることができるとされている。⑧

このようにして見て くると、 ドイツにおい

て も初めから国土の原則的開発禁止が実現 し

ていたわけではなく、150年 前の ドイツでは

寧ろ現在の日本に類似 した状況が存在 してい

たのである。

①Becker,aaO.,s.21f.;Ernst/Bonczek,Zur

ReformdesstadtischenBodenrechts,Hannover

1971,S.4;Hoenich,Anton,Grundelgentumund

Baufreiheit,Ttibingen1952,S,38

②AllgememesLandrechtfUrdiePreubischen

Staatenvon1794[Textausgabe],1970AlfredMet-

znerVerlagS.100.

③ALR,aao.,S.53.

④LUtge,DeutscheSozial-undWirtschaft-

sgeschichte,2.Aufl.1960,S.400

⑤Ernst/Bonczek,aaO。,S.43

⑥Becker,aaO.,S.24,

⑦Becker,aaO.,S.24.

⑧Ludwig,Georg,DieBaubeschrankungdes

StraBen-undPlatzlandes,Diss.,stuttgartl907,S.

7
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2.各 邦における立法史

(1)ハ ンブルク

ハ ンブルクにおいて、こうした無秩序な発

展の転換点となったのは、1842年5月5日 夜

の大火災であった。 これにより、4千 軒が焼

失 し、2万 人が焼け出されたのであった。従

来の地境を度外視 して、極めて短期間で決定

された建築計画に従って徹底 した都市建設の

新秩序が実現された。建築制限条項が、一方

では収用された土地の売買契約の中に含まれ

てお り、他方では、「災害地区の建物の再築

に際して従 うべき建築警察および消防警察に

関する命令」①によってハンブルクにとって

初めて包括的な建築許可制度が導入されたの

であった。 ここでは、公共の福祉の重要性と

実際的必要性とが明確に認識され、この計画

を実現するために必要な法規定、すなわち土

地収用、区画整理、建築等にっいての法規が

整備 された。②

これ らの措置が大災害の後に初めて実施さ

れえたということは、他の諸邦に比べて特筆

すべ き点である。他の諸邦が、強力になった

建築 自由の法原則を制限 しようと決心するに

は、前述のように、さらに何十年 もかかった

のである。③ しかも、都市建設上の必要性か

らではなく、市町村等の財政的必要性による

ものであった。④

①Verordnungvom29.Juli1842,uberdie

baupolizeyllchenVorschriften,welchebeidem

WiederaufbauderGebaudeindemabgebrannten

Stadtteilezubefolgensind.

②Ernst/Bonczek,aaO.,S.44;Becker,aaO.,S.

23.

③J,W.Hedemann,DieFortschrittdesZivi1-

rechtsimXIX,Jahrhundert,ZweiterTell1.

HaiffteS.362.

④Becker,aaO.,S.23.

(2)バ ーデン

(イ)農地に関する法規制

ここでは、後に述べるプロイセンの場

合と異なり、耕地整理が農村の改革立法

として生成 したわけではない。農地に関

する法規制は、1852年 から開始されるが、

本格的な法律は、1856年 法であると考え

てよい。注目すべき内容は二つあ り、一

つは、必要に応 じて付随的に農地の移動

および交換分合を伴 う農地整備手続きで

あり、 もう一つは農業生産の向上を目的

とする地片の集団化であった。地片集団

化手続 きを導入するための要件として、

〔1〕関係地片所有者の3分 の2以 上の

者が賛成すること(面 積と地租額の双方

について)、 〔2〕邦の管轄官庁の許可が

事業について与えられること、であった。

すでに公的援助がなされていた。

1886年には、新 しい法律が制定 された

が、事業実施要件の基本的枠組みは同 じ

であるが、要件の 「3分の2」 が過半数

に変更されてた(面 積と地租額とも)。
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この要件は、1931年 法 になると、制度

的には消滅 し、職権により耕地整理の導

入が可能 となり、特に 「3分の2」 の者

が異議を申立てた場合には手続きは中止

されるものとされていた。1933年 には、

例外的中止手続 きも無 くなり、完全に職

権主義に移行 した。

土地所有権の自由に対する制限原理と

しては、耕地整理事業の開始要件が3分

2の 賛成から出発 して約80年 の間に、終

には職権主義に至る発展過程 に注 目して

お きたい。

(ロ)市 街地に関する法規制

ドイツ法の適用領域おいて地域道の特

別権を初めて法律によって確認 したのは、

1868年2月20日 の 「地域道の施設、建築

線の確認ならびに邦道および鉄道沿線の

建築に関するバーデンの法律」①であっ

た。この法律は、本質的には、市町村の

道路建設義務、形式的な計画確定ならび

に受益者負担給付について規制 し、用地

取得に対する補償義務を制限 したもので

あった。

1890年6月26日 の法律②により、計画

に合致 した地域道を建設すべき市町村の

義務が正確に定められた。その後におい

ては、既存の地域道の外側では原則とし

て建物の建設は禁止 され、建築者が建築

と建物利用のためにまたは公益のために

最寄 りの公道への連絡道を自己の費用で

建設する場合にのみ建築が許可された。

既存の居住地域の外側 と既存の地域建築

計画の外側では、耕地一、公安-、 風習

-ま たは消防警察上の利益が害され ると

思われ る場合には、新築は原則として禁

止 された。地域建築計画の外側では、建

築の実態により計画の適切な実施に障害

が生 じうる場合にも、同様に建築は禁止

された。③

1896年7月6日 の法律④は、上記の法

律を改正 して区画整理に関する規定を付

加 し、建築用地の整理措置を確保するた

めに建築禁止を命 じることができるよう

にした。この私的所有権の建築の自由に

対 して向けられた規定は、1908年10月15

日の地域道法⑤によってさらに厳 しいも

のとなった。

これによれば、既存の地域道の外側に

おいては、原則として、建築主が地区施

設整備の全体を自己の費用で実施する場

合にのみ許可されるもの とされていた。

さらに、道路や計画の外側でのいわゆる

「粗野な建築」は、建物の建築が前述の

警察的、計画的利益を害 しまたは秀でた

地域景観が破壊されもしくは歴史的 ・芸

術的に意義のある建築記念物の印象が害

され る場合には、一定の要件の基で地域

警察上の規定によって一般的に禁止され、

または個々の場合に建築警察によって許

可が拒絶されるもの とされていた(11条 、
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12条)。

この道路整備分担金を徴収するために

は、まず道路竣工前における市町村の決

議を必要とした。 しかも、分担金を賦課

しうるのは、道路の新設、既存道路の改

修 ・拡幅、その他の変更の場合であって

これらの変更が隣接地に相当な利益を も

たらす場合に限 られていた(22条1～4

項)。 これは公法上の負担とされていた。

負担すべき費用は、用地買収物件の移

転に要する費用、建設費、舗装費、排水

口設置費、建設後5年 間の維持費である

(同条5項)。

こうした法的発展の終点は、1934年8

月13日 の法律⑥によって達成された。同

法は、地域道 と計画の外側と既存の集落

の外側での建築を禁止 し、前述の公益上

の利益の遵守を前提 として建築警察の裁

量による例外を認めていた。これによっ

て現在の外部地域における原則的な開

発 ・建築禁止 とほぼ同様の制度が確立 し

たと考えてよい。

①Gesetz,dieAnlagederOrtsstrabenund

dieFeststellungderBaufluchten,sowiedas

BauenlangsderLandstraBenundEisenbah-

nenbetreffend,vom20.2.1868〈RegB1,,S.

286)

②Gsetz,dieAnderungdesGesetzesvom

20.Februar1868UberdieAnlageder

OrtsstraBenunddieFeststellungderBau-

fluchten,sowiedasBauenlangsderLand-

strabenundEisenbahnenbetreffend,2,Au-

gus11890(GVBI-S,48).

③Becker,aaO.,S.25,

④Gesetz,dieErganzungdesGesetzesvom

20.Februar1868UberdieAnlageder

OrtsstraBenunddieFeststellungderBau-

fluchten,sowiedasBauenlangsderLand-

straBenundEisenbahnenbetreffend,vom28.

Juli1896(GVBI,S.207u.213).

⑤DasOrtsstraBengesetztvom15.10.1908

(GVBl.S.605)本 法 の 第11条 は 、 藤 田 前 掲 書 に 邦

訳 さ れ て い る 。

⑥GesetzUberdieAnderungdesOrtsstra-

bengesetzesunddesPolizeistrafgesetzbuchs

vom13.August1934(GVBI.S.240).

(3)プ ロイセン

(イ)耕 地整理

耕地整理法制は、各地方で独自な発展

を遂げるが、(詳 細は、邦語参考文献①、

⑤参照)こ こではプロイセ ンを中心にし

て述べておきたい。プロイセンでは、本

来は農村近代化のための立法において用

いられた法技術がやがて耕地整理一般の

場合に適用されていく過程を概観するこ

とになる。

プロイセンでは、1850年 に共同地分割

令の補充 ・変更令が制定され、分割可能

な共同地の範囲が拡大されたが、耕地整

理の観点からは大 きな変更ではなかった。

プロイセンにおいて本格的な耕地整理法

制が展開 し始めるのは、1872年 の 「共同
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地分割令の非共同地への適用拡大法」か

らである。同令によって、その名の示す

ように、共同地分割令が共 同地以外の

農地に適用 され るようになった。 この

時点で は、 もはや共同地分割の必要性

は低 くなって きてお り、む しろ非共同

地を除 いて耕地等を交換す ることが農

村の発展に とって障害 にさえなりつつ

あったのである。そ こで同令 に基づ く

耕地等の強制的交換の手法 を耕地一般

にも適用 しよ うと したのであ った。 も

ちろん このよ うな交換強制に対 して は、

土地所有権に対する侵害である等の批

判があ ったが、 この点につ いて は、次

のような政府案の理 由書を引用す るだ

けで充分であろう。 「このような地片の

整理 と結合 された交換強制 と、そ こに

潜在 して いる自由の侵害 に対す る純粋

に技術的観点か らの疑問は、前述の地

区 〔カ ッセル行政区〕においては、集

団化 による大きな経済的利益 と農村基

盤整備の一般 的利益の前 に背後に退 い

て しまった。1821年 の共同地分割令が

適用 されて いるすべての領域 において

も、農村基盤整備の促進 と国民的福祉

の向上のための、有用で望 ま しい対策

を実施すべ きでない という理 由は、実

際上見当たらないのである。」

同令により、プロイセンにおいては初

めて本格的な耕地整理法が制定されたと

考えてよい。これよりも前の立法は、本

質的には共同地に関する改革立法であり、

従って土地所有者の同意を基本的前提 と

しない等の点で近代法の原則から外れた

ものであった。1872年 法は、事業発起の

要件として、耕地整理事業の手続 きに服

する土地所有者(地 租台帳による)の 過

半数の賛成を要 し、 しかも台帳記載の収

益価格の点で も過半数を越える賛成を要

件としていた。

(ロ)市 街地に関する法規制

1875年7月2日 のプロイセンの建築線

法(正 式には都市と農村集落における道

路および広場の設置および変更に関する

法律)① の規制対象 も、狭い意味におけ

る地域道立法に限定されていた。

従来、警察署の任務とされていた建築

線の確認権限は、1855年5月12日 の省令

により警察署の了解を得て実施するとい

う前提で市町村に委譲された。建築の規

制は引き続 き警察の権限に止まったから、

建築線法(市 町村)と 建築規制法(警

察)と の分離が顕著になり、それが建築

線法によって固定された。このことは、

都市建設上の発展にとっては、次の点で

マイナスであった。建築線計画または建

築計画が建築法規 と無関係に準備 される

こと、すなわち都市の輪郭がその設計図

とは異なって、 しかも違った場所に形成

されることを、警察の建築線計画または
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建築計画に関す る同意によっては防止す

ることができなかったのである。

建築規制に関する権限は警察に留保さ

れたが、その権限の根拠は、プロイセン

ー般 ラン ト法第2部17章10条 「公共の静

穏、安寧および秩序を保ち、公共 と各公

民を危険か ら守るための必要な措置を執

るべ きは、警察官署である。」②であっ

た。これによれば、警察による建築規制

は公共のために危険を回避する場合にの

み許されていたのである。 この限界を越

えて都市計画的観点か らの規制が可能か

否かという問題を提起 したのが 「クロイ

ッベルク判決」③であった。

上級行政裁判所において主として審理

されたのは、記念物のふ もとから都市 と

その周辺への眺望、および記念物の風景

を侵害から護るためにベル リンの警察所

長が警察処分の方法によりクロイツベル

クの周辺における建築禁止および建築制

限を命ずることが許されるか、という点

であった。同裁判所は、プロイセンー般

ラン ト法の前掲の第10条 が警察に国家的

な強制手段を与えているのは、公共のた

めの危険を防止するためであるから、公

共的事業のためにこれを行使することは

許されないとの判断を示 した。つまり、

前述のような目的の もとに建築禁止や制

限をすることはできないと判示 したので

ある。 これ は、一般 に 「危険回避の原

則」とよばれている。④

次のような地方条例による建築禁止 も

存在 していた。すなわち、接道 していな

い建物または公道に通 じないか建設未了

の道路に接続 している建物の建設は、こ

れらの道路への出口を有 していて も、禁

止することができた。これらの規定の基

本思想は、1848年3月10日 付けのベル リ

ンの警察長官への内務大臣と大蔵大臣の

通達に源を発 している。そこでは、大臣

達は警察長官に対 して、舗装の実施また

は確保前に道路が交通の用に供 されては

ならないし、建築もなされてはならない、

ということを厳重に守るよう指示 してい

た。⑤

委員会審議の過程で一 ヶ条が追加され、

次のような重要な権限が市町村に付与さ

れた。すなわち、これによって市町村は、

既存の建物から遠 く離れたところでなさ

れる違法建築のために 警察上の配慮

か ら 本来不要な道路を建設せざるを

えない、というような事態を条例によっ

て防止することができるようにな ったの

である。

しか し、実際には、住宅の建設は禁止

されたのではなく、む しろ条件の履行と

引換えに許可されたのである。建築禁止

の導入は、市町村の意思に任された部分

が多かったからである。すなわち、市町

村は、条例によって単に一定の範囲にお
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ける建築禁止を命 じることができただけ

でなく、原則的禁止の例外をも許可する

ことができたからである。そ して例外 と

しての同意には、通常、道路建設のため

の給付をするという条件が付せ られてい

たのである。その結果、条例による建築

禁 止 は、 市 町村 が 住 民 負 担 金An-

liegerbeitragを 確保 し、 または 建

築線法第15条 によれば不可能であったが

所有者か らの事前給付を要求するこ

とに大いに役立つたのであった。このよ

うにして、実務は法律の意図とは逆の方

向へと進んだ。すなわち、未完成の道路

に接 した建築は制限されたのではなく、

正に促進されたのである。市町村はこれ

によって計画実施前の道路建設を自らそ

そのかすような結果 となったのである。

市町村の外部地域については、建築線

法は、1876年8月25日 の定住法⑥の規定

によつて補足されることとなった。同法

の第13条 によれば、連担市街地の外また

は建築線法によって確定 された建築計画

の境界の外において住宅を建設 しようと

する者または既存の建物を居住用に改築

しようとする者は、すべて定住許可を取

得 しなければならないこととなった。こ

の意味での定住は、プロイセンにおいて

だけは法律による個別的規制の対象で

あった。その基本思想は、次に述べるよ

うに、 もちろん何度 も変遷を経たもので

あつた。

1807年 の10月勅令⑦ と1811年のランデ

スクル トゥーア促進令⑧は、領主民関係

の廃止の後いわゆる小市民に対 して不動

産所有権の取得を容易にし、それに従っ

て所有者による新 しい住宅の建設を自由

にし、官庁への届出だけを要求 した。 し

か し、1845年1月3日 の法律⑨は、一転

して新定住地の創設を著 しく制限 した。

新定住者は、単に通常の公租や支払い義

務を引き受けるだけでな く、彼 らの参入

によって市町村、教会、学校またはその

他の連合体に特別な費用または支払い義

務が生 じる場合には、それを負担 しなけ

ればならなかつた。住宅が都市または農

村地域内に建設される場合において、警

察上の監督が特別 に困難になるときは

(札付きの無産者や悪評の高い人の場合

については特 に)、 定住 は他 の理 由に

よって禁止されることが可能であった。

これらの規定は、新定住地の創設には

抑制的に作用 したが、そのことは、当時

としては危険なことであった。というの

は、厳格な要件 は、単 に公共の福祉に

とってマイナス効果をもた らしただけで

なく、無害で有益な定住を も困難にする

ことがあったからである。

そこで、これらの規定は1867年11月1

日の居住移転の自由に関する法律⑩ と調

和す るか否かという疑問が生 じた。同法
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では、北 ドイツ連邦の国民のために、連

邦領域内において、居宅を設けることの

で きる場所に、何処でも滞在.し、定住す

ることができる権利を認めていたからで

ある。

定住法の改正の必要性は、間もなく一

般に認められ、前述の1876年8月25日 の

法律が公布された。 これは、定住地の創

設について は1807年 と1811年 の勅令に

ルーツを有するものであった。これによ

れば、定住の権利が承認され、特に個人

的な理由による制限から解放された。 し

か し、定住許可のための要件 として、定

住地は常に公開された道に接続 していな

ければならいということが特に指示され

なければな らなかった。それ以外で定位

申請が拒絶されたものは、定住が耕地、

庭園、林業、狩猟または漁業に基づ く隣

接不動産の利用の保護を危うくするであ

ろうということが、一定範囲の異議権利

者の理由を付 した異議により正当化され

る場合に限 られていた。

定住許可の付与のための要件は、定住

の際に問題 となるすべての公的利益を守

るためには不十分であることがこの法律

のほぼ30年の適用期間において、明らか

となった。 この ことは、特に非経済的出

費について妥当した。市町村がこれを回

避することができたのは集団住宅団地の

創設の場合のみであつた。

1904年8月10日 の改正文言⑪によって

も、1876年 の法律の基本思想は変更な く

維持 されたが、同法17条 によれば、個別

的定住の場合においても、既存の市町村、

教会、または学校の関係の変更 もしくは

新秩序により生 じる費用-一 今日では関

連費用と呼ばれる が外部地域におい

て生 じる限りにおいて、定住負担金を徴

収することができることとなった。

引き続 く数十年の間においても、度重

なる試みにもかかわ らず、ヴュルテンベ

ルク王国、ヘ ッセン大公国、ザクセン王

国において作 られたような総合的な建築

法の包括的規制には到達 しなかったので

ある。それには1936年 の建築規制令を待

たなければならなか った。

①Gesetz,betreffenddieAnlegungundVeran-

derungvonStrabenundPlatzeninStadtenund

landlichenOrtschaftenvon2.7.1875(PreuBische

Gesetzsammlung,1875,S.561)

②ALR,aao.,S.53・

③Urteilvom14.6.1882-uⅡ.B.23/82－

PrOVGE9,353ff.

④Ernst/Hoppe,DasOffentlicheBau-undBo-

denrecht,Raumplanungsrecht,2.Aufl.S.81

⑤Becker,aao.,S.27.

⑥Gesetz,betreffenddieVerteilungderOf-

fentlichenLastenbeiGrundstUckstheilungunddie

GrUndungneuerAnsiedlungindenProvinzen

Preuben,Brandenburg,Pommern,Psen,Schle-

sien,SachsenundWestfalen(GS,1876,S.405)

⑦ こ れ は 、 シ ュ タ イ ン ー ハ ル デ ン ベ ル ク の 改 革 の 起

点 と な っ た 改 革 勅 令 で あ る 。 そ の 意 義 と 内 容 に つ い て
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は、 田 山 輝 明 『西 ドイ ツ 農 地 整 備 法 制 の研 究 』』50頁 以

下参 照 。

⑧ この勅 令 に つ いて も、 前 掲 拙 著56頁 以 下 参 照。

⑨Gesetz,betreffenddieZertheilungvonGrund-

stUckenunddieGrUndungneuerAnsiedlung(GS

S,25).

⑩GesetzUberdieFreizUgigkeitvom1.11.1867

(GSS.55)

⑪GSS.227,

(4)ヴ ュルテンベルク

(イ)農 地に関する法規制

ここで も、耕地整理法は農村近代化立

法 とは無関係に展開する。ヴュルテンベ

ルクにおいて本格的な耕地整理法が展開

し始めるのは、1862年 である。事業開始

の要件は、①土地所有者の過半数が賛成

すること、②右の過半数が地租の3分 の

2を 支払っていること、であり、これを

満たす場合には、事業決定がなされたも

のと見倣された。

1886年 法では、前記②の要件が3分 の

2か ら過半数になった。また、過半数の

者による中止発議に4分 の3の 者が賛成

した場合には、事業は中止されるものと

されていた。公簿の更正のための手数料

等は市町村の負担であった。

1930年 の法律では、参加者と土地面積

の2分 の1の 賛成でよいものとされた。

そして1934年 には、頭数、面積とも3分

の1と なり、かつ特別法に基づく事業に

ついては職権主義が導入された。ここで

も3分 の2の 土地所有者の賛成から職権

主義の導入への展開が見られる。

(ロ)市 街地に関する法規制

ヴュルテンベルクの最初の建築法規は、

1568年3月1日 に公布され、1655年 には

重要な改正がなされ、その後もわずかな

修正がなされたうえで①、包括的な建築

法規②が新 しくで きたの は、1872年 で

あった。

公益のために法律で定められた諸制限

によって、私的建築の自由の原則的制限

が個々の規定の前に置かれた。第1条 で

は、建築権は私的所有権に由来するもの

であること、そして この権利は公的権力

によって制限されるべきであるが、それ

は公共の利益を守るために要請される場

合に限られる、と規定されていた。この

点は、従来の法律が、建築権は主 として

警察権によってのみ制限されるものとし

ていたのが、公共の利益による制限が明

示されたという点において大きな前進で

あった と評されている③。 しか し、 この

場合に二つの大きな問題が生 じたとされ

ている。一つは、いかなる要件のもとで

建築権の公法的制限が許 されるかであり、

二つめは、土地所有者に価値の減少が生

じたときに補償がなされるのか、という

点であった。第一の問題点については、

本法は具体的な規定を置かなかった。第

二の点については、一連の場合に補償は
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なされないことを明記 していた(6条2

項)④ 。

1568年 に導入され、1655年1月2日 の

第二建築法によって確認されたEtterの

外部での従来か らの建築禁止は、1872年

法第32条 により廃止 されたがこれに代

わって既成の居住地区または地域建築計

画の外部における建築は、消防および安

全警察上の理由から拒絶することができ

ることとされた。申請者が建築を許され

た場合にも、農業的に利用されている隣

接不動産のために、建築物は境界線か ら

適当な距離を保たなければならなかった。

これらの規制は、1933年12月15日 の建

築法の改正⑤により著 しく強化された。

改正建築法1条a第3項 によれば、地域

建築計画の外部または既存の居住地域の

外部における住宅の建設は、その建物が

農業経営もしくは菜園経営の一部または

その地域 と密接な関連を もった経営(水

利施設、採石場施設、飛行場または類似

のもの)の 一部を成 し、またはその経営

の従属的一部含むべき場合にのみ、許さ

れるとされていた。

①Becker,aaO.,S.32

②NeuealigemelneBauordnungvom6.10.1872

(RegierungsblattfUrdasKOnigreichWurtem-

berg,S.305)な お、 藤 田前 掲 書(101頁)に は 、1910年

の改 正 文 の65条 の 邦 訳 が紹 介 され て い る。

③Ludwig,Georg,DieBaubeschrankungdes

Straben-undPlatzlandes,Diss.,stuttgart1907,S,

1

④Ludwig,Ge。rg,aaO.S.1f.

⑤GesetzdesStaatsministeriumsUberAnderun-

genderBauordnungundderLandesgebuhrenord・

nungvom15.121933(RegBl,S・443)

(5)ヘ ッセ ン

(イ)農 地 に関する法規制

ヘ ッセ ン=カ ッセルにおいて は、1834

年の地片集団化法が最初の もので あるが、

これ によれば、事業 を実施するには、土

地所有者全 員の同意が必要であ った。18

67年 の法律 では、 この点が改正 され、地

役権 の償却 に付随す る場合で はあ るが、

所有者 の4分1以 上の賛成が必要であ る

とされ た。

ヘ ッセ ン=ナ ッサ ウにおいて は、1829

年の法律が最 初の もので あるが、事業実

施要件 は、過半数の面積 を もって参 加 し

た所有者の3分 の2が 事業 に賛成 した場

合には、村落耕地 の全域 について事 業が

実施 され ることにな って いた。1852年 に

も法律改正はあ ったが、要件 に変更 が生

じたの は1867年 で あ った。3分 の2の 要

件が過半 数に変更 され、 しか も面積 につ

いて充足 されれ ばよいことにな った。

ヘ ッセ ン=ダ ル ム シュ タ ッ トで は、

1834年 の法律が最初の ものである。事業

実施には参加者全員の賛成 を要 する もの

とされていた。 しか し、1857年 の法律で

29



は、頭数で過半数、面積で3分 の2の 賛

成があり、これ らの者が地租の過半を支

払 っていれば、事業を開始できることと

なった。つ いで、1871年 の法律では、頭

数、面積、地租 ともに過半数でよいこと

とされた。1887年 の法律では、土地所有

者の5分 の1の 者の賛成でよいものとさ

れた。1933年 には、職権主義が導入され

た。

ここでは、各邦において異なるが、全

員同意か ら4分 の1の 賛成への展開や、

3分 の2の 賛成か ら職権主義への展開等

が見られる。

(ロ)市街地に関する法規制

ヘ ッセン大公国において も、1881年4

月30日の一般建築法に関する法律①によ

れば、所有者がその土地の境界内におい

てその裁量に従 って建築することのでき

る権限は、公的な利益のためにまたは法

律またはこれに基づ く諸法令により制限

されうるものとされていた。それ以上に

第18条 によれば、地域建築計画の外部に

おける建築は条例によって原則的に阻止

することが可能であった。②

①Gesetz,dieallgemeineBauordnungbetreffend

(RegBl,S.71)

②Becker,aaO.,S.33

(6)バ イエル ン

(イ)農 地 に関す る法規制

1861年 の法律が初めての本格的耕地整

理法である。 これによれば、①事業地域

内の10人以上の土地所有者が申請するこ

とが必要であり、かつその者の10分 の8

以上が交換分合の方法について合意 して

いることが必要とされていた。②事業地

域内の土地所有者の5分 の4以 上(頭 数

と面積)の 賛成が必要であり、③事業の

必要性が立証され、賛成 しない者に対す

る補償 も考慮 されていた。1886年 には

様々な反省の上に新法が制定されたが、

それによれば、事業実施要件は、参加者

数が20人 未満の場合には5分 の3以 上、

参加者数がそれ以上の場合には過半数

(頭数と地租)の 賛成でよいこととなっ

た。農道規制だけの場合には、人数に関

係な く過半数の賛成でよかった。1922年

の法律では、参加者の3分 の1(頭 数)

と2分 の1(面 積)の 賛成でよいことと

なり、1933年 法では特別法に基づ く事業

の場合には職権主義が導入 された。

ここで も、事業開始の要件は4分 の3

の賛成から3分 の1な いし2分 の1へ の

展開が見られる。

(ロ)市 街地に関する法規制

バイエルンについては、建築法に関す

る限 り、19世 紀後半において も邦の各地

方毎に規制されていたようであ り①、

従 って発展史の統一的な概説はむつかし

いが、前述のように、世紀の変わり目の
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頃には、建築法(1901年 ②および1910

年)が 制定 され、都市計画の権限は市町

村に委譲された(た だ し、ミュンヒェン

だけは特別扱いされていた)③ 。 これ

よって計画権限の分属 ということは無 く

なったが、法規制の範囲はプロイセン法

に対応 していた。すなわち、建築自由の

原則を前提 としており、その制限は建築

線の確定 と危険の回避によってのみ可能

であった。④

公道の用地確保、設置および維持が原

則として建築主である土地所有者の負担

とされていたことは確認 されている⑤。

まず、建築線が確定されてお り、建築主

である土地所有者はこれに従 うこと、お

よび必要な道路用地を確保 し、設置 した

場合にのみ、建築が許された。従って、

実際には、立法者が土地所有者に制限を

課 したわけではないが、計画された道路

と広場の用地については建築はできない

ものとされていたのである。

他の諸邦では、道路用地は市町村が取

得すべきものとされていたが、バイエル

ンでは特に他の理由、例えば保健または

保安上の理由がない場合には、道路用地

の取得のための強制収用権は与えられて

いなか った(1937年 の強制収用法)。 そ

の理由は、道路用地の取得は市町村の義

務ではなく、建築主の義務だったからで

ある。⑥

①Ludwig,Ge。rg,aaO.S.7

②KoniglichAllerhOchsteVerordnungvom17.

Februar1901,dieBauordnungbetreffend.

③JurgenUlrichGramke,Raumordnungin

DeutschlandindenJahren1871-1933,Diss,Dus-

seldorf1972,S.46

④Ernst/Hoppe,aaO.,S.82

⑤Ludwig,Georg,aaO。S.9

⑥Ludwig,Georg,aaO・S.10

(7)ザ クセ ン

(イ)農 地に関する法規制

耕地整理に関する初めての本格的法律

は1834年 法である。 これによれば、共同

放牧権の廃止に伴 う土地整理事業の場合

には、参加者の単純過半数でよいとされ

たが、一般の集団化事業の場合には、土

地所有者の3分 の2以 上の賛成が必要で

あった。また、中止を求める異議申立 も

認められていた。1861年 には、土地所有

者の過半数(頭 数 と面積)の 賛成で事業

実施は可能 となったが、1935年 には、職

権主義が導入された。ここでも事業開始

要件について過半数ないし3分 の2の 賛

成から職権主義への展開が見られる。

回 市街地に関する法規制

1900年7月1日 付けのザクセン王国の

一般建築法①は、他の ドイツ諸邦の模範

とされたものであった。外部地域におい

ては、建物が森の近 くに建てられるべき

場合を除き、その土地が公的な車道に接
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しているか、またはかかる公道に接続す

る建築主の所有になるもしくは法的に継

続性を有する進入路を有 していた場合の

み、建築は許されるものとされていた。

1932年7月20日 の改正法②によって、

既成市街地の外部における建築の詳細な

規制が自由国家ザクセンの建築法の中に

取 り込 まれた。同法の152条 によれば、

建築または建物の改築の許可は、次の場

合には、拒絶されうるものとされていた。

〔1〕重要な公的利益または国民経済的

利益を損ないもしくは危険に陥れかねな

い場合、

〔2〕内務大臣によって許可 されまたは

作成されている土地配分計画の実施がそ

れによって侵害され うる場合、

〔3〕単なる一時的な人の滞在のためで

はない建物が居住地域の警察または消防

施設か らの距離が遠いために水の供給を

必要とする場合、または子供の健康と安

全が通学路によって危険に曝 されかねな

い場合、

〔4〕許可の実施のためには、市町村、

学校の関係、とりわけ新 しい市町村の施

設の創設が必要とならざるをえない場合。

この場合には、建築主がそのための主要

な費用を負担する場合には、許可が与え

られうることとなっていた。③

ここではいわゆる外部地域での開発 ・

建築の原則的禁止が確立 しつつある点に

注 目 しておきたい。

①AllgemeinesBaugesetzfUrdasKOnigreich

Sachsenvom1.7.1900(Gesetz=undVerord-

nungsblattfUrdasKonigreichSachsen,S.117)

②ZwitesGesetzzurAnderungdesAllgemeinen

Baugesetzesvom20.Juli1932(S亘chsischesGeset-

zblatt,S.133)な お 、 藤 田 前 掲 書(102頁)に は 、152a

条 の 邦 訳 が あ る 。

③Becker,aaO.,S,33

三.耕 地整理と都市計画にみる土地所有権の

制限--外 部地域制度への発展

主要な各邦の立法史を概観 して分かること

は、農地においては農業生産のもつ公共的性

格の故に、さらには農地の有効かつ合理的な

利用のために、各所有者の耕地整理事業に参

加しない自由は法律に基づいて制限され、終

には事業実施自体は職権によるものとし、土

地所有権に対する補償は現物(土 地)に よる

補償 とそれを補 う金銭補償に限定され ること

になる発展過程を ドイツ連邦の制度史を通 じ

て明 らかにす ることができたと思われる。

また、都市地域の外部における発展は、建

築警察法規による規制から始まって、次第に

計画のない地域(外 部地域)に おける開発 ・

建築行為の原則的禁止が確立 してい く発展過

程を各邦の レベルで明 らかにすることができ

た。 これが1930年 代に帝国 レベルで 「外部地

域」として確立 していくことになる。
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第1Ⅱ節 ロ-マ 法的所有権と土地所有権

独 ・日民法典における所有権規定

- .民 法典における所有権規定と相隣関係

1.ド イツにおけるローマ法的所有権

これを最 も良 く表 しているのは、 ドイツ民

法903条 の 「物の所有者は、法律または第三

者の権利に反 しない限 り、その物を自由に処

分 し、かつ他人をあらゆる干渉か ら排除する

ことができる」という文言であろう。このよ

うにオールマイティな権利としての所有権概

念も、労働生産物について適用 している限り

は問題はないが、土地は有限な財であるため、

その内在的制限が問題になり、土地を持つ者

と持たない者との出現を前提として、小作問

題や住宅問題が発生するに至った。さらには

土地所有権の社会的制限のみな らず、利用権

者の法律による積極的保護 も必要となる。

土地所有についての内在的制限は、いわば

土地所有権(利 用権)の 相互の調整の問題で

ある。土地所有権が他の所有権と線で接 して

いる以上、利用上の調整は不可欠であるから、

既に民法典においてかならず、相隣関係規定

として存在している。本稿でとりあげるのは

そのような次元を越えた 「制限」である。

2.日 本民法典の所有権規定

日本民法第206条 の 「所有者は法令の範囲

内に於いて自由に其物の使用、収益及び処分

を為す権利を有す」も ドイツ民法903条 と基

本的には同意義である。

土地の絶対的所有権に対する相隣関係的制

限は、所有権の対象が土地であるということ

か ら生 じる内在的制限である。これ も一種の

拘束ない し義務 と解することはできるとして

も、前述のようにそれは所有者(市 民)相 互

間におけるものであって、土地所有権の社会

や国家に対するものではない。

二.古 典的所有権 と社会的義務

1.ド イツにおける社会的義務論

(1)イ ェー リングの思想

土地はその所有者が利用 しなければ隣地

との衝突は生 じないが、実は土地が有限の

財であることとの関係では土地を利用 しな

いこと自体が問題なのである。限りある財

の使用 ・収益 ・処分を任されていなが ら、

それを意味あるもの として利用 しないこと

は社会に対する義務違反ではないか、 とい

う主張が現れても不思議ではない。 このよ

うな考えを主張 した者の代表例として、ル

ドルフ ・フォン ・イェーリングを挙げてお

こう。彼はつ ぎのように述べている。「法

律家も素人 も所有権の本質は、所有者の物

に対する無制限的支配力を意味するかのよ

うに思い、 もしこれに制限を加えるなら、

それは所有権の本質と両立 しえないかのよ

うに考えて しまう。 しか し、これは根本的

に誤った考え方である。自己の利益のみな

らず、社会の利益に適合させるように権利

を行使することによってのみ、所有権の本

分は果たされる。この範囲においてのみ社
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会は個人に干渉 しない。 もし耕作できる広

漠たる原野が所有者の怠慢か ら未開墾のま

まに放置され、穀類の実る場に雑草が生い

茂 ったり、また単なる慰みのための狩猟地

に委ねてあったとすれば、社会はこれにつ

いて安閑としてお られるだろうか。だから

耕せばよ し、 もし耕さなければ、社会はよ

り有益に土地の利用をなす者に代わ らせな

ければならない。所有権の理念は社会の理

念と矛盾 しては、とうてい存在 しうるもの

ではない。」これは、所有権の社会的ない

し国家的義務について述べたものと理解さ

れている。

(2)ギ ールケ

ローマ法は個人的法の思想体系である。

したが って所有権についても個人的所有権

がその中核である。特定の土地に対する個

人の排他的権利として土地所有権を規定す

るならば、そこには純粋な権利的要素のみ

によって構成 される土地所有権概念が成立

する。 しか し、この点で も土地の利用につ

いては個人的権利の側面だけでは不十分で

ある。 この点について論陣をはったのが、

オ ットー ・フォン ・ギールケであった。彼

は、中性ゲルマン社会の団体所有関係の研

究に基づいて、ローマ法的所有権に対 して

つ ぎのように反論 していた。「物権法 とい

えども最終的には複数の人間の間の意思の

関係であって 、孤立 した個別意思と意思な

き対象(物)と の関係ではない。人間と人

間とが相互に対立 している以上、どこにお

いて も今日のわれわれの法の理解にとって、

義務 のない支配 とい うものは存在 しな

い。」と、 した うえで、所有櫛 こついては、

「所有権は、今 日、即 自的ansichに 制限

された物権である。」と述べていた。彼の

理論によれば、特に土地所有権については

団体的規制が一定程度前提 とされることに

なる。

2.日 本における社会的義務論 平野義太

郎r民 法におけるローマ思想 とゲルマン思

想』(大 正13年)

すでに述べたような ドイツの法思想、特に

ギールケの思想は、既に大正時代に日本に十

分に紹介されていた。標記の平野の名著がま

さにそれである。ギ―ルケにおいては土地所

有権が中心に論 じられているわけではないが、

ローマ法的な所有権概念を土地について適用

した場合(ド イツ民法第一草案)の 不当性を

ギ―ルケは批判 し、平野はそれを紹介 してい

る。第一草案は、単に 「土地の所有権はその

上下に及ぶ」と規定 したが、後に修正され、

但書がふされ、「所有者が利益を有せざる高

さまたは深さにおいて生 じる他人の関与を禁

ず ることはできない」こととなった。これは、

ギールケの批判を受け入れたものであるとし

ている(同 書76頁)。

平野は、日本民法の個人主義本位の物権法

を根本的に改造する必要性を感 じるとした上

で、物と物 との有機的結合を高調 したギール

34



ケの諸説を考察 し、団体的所有権の構成や物

的保障を理想としたゲルマン法制に注目して

いる。ここでは、平野が目次の見出しで 「物

権法の社会化」としている部分を紹介 してお

こう。 「物権法に於ける個人主義は、物の観

念、所有権の内容乃至其の行使、持分的共有

等に最 もよく現れている。 しかも、経済理論

が今や.生 産 と消費との妥当な調節に努力す

る如 く、物権法 も従来の商品思想か ら生活本

位に還 らねばならぬ。生活本位とは物権法を

以て社会全般の需要を充たし、社会の幸福を

増進せ しめるに役立たせ ることを謂ふ。其の

為には物権法を従来の個人本位か ら団体本位

に転換させねばならぬ。」

このように日本において も、大正デモクラ

シーを背景として、有力な学説において、個

人主義的物権法に対する反省がなされ、ある

種の社会的義務が主張されていたのである。

この場合の 「社会」は社会主義的意味ではな

く、ローマ法の抽象性に対する具体性であり、

抽象的人の生活に替えて具体的人間、つまり

労働者 ・農民の生活の重視 ということであっ

た。

第ⅠV節 所有権と社会化

- .ド イツにおける土地所有権と社会化

20世紀に入るとギールケやイェー リングが

述べた社会的義務とは別個の観点からの社会

的義務が特に土地について問題にされるよう

になる。そこでは、資本主義の矛盾の現れと

社会主義思想の影響が明確に見 られる。 しか

し、実際に大きな力を持 ったのは、社会主義

に刺激を受けたそれとは別個の思想であ った。

1.ワ イマール期の農業法

(1)耕 地整理法20世 紀に入ると、間 もな

くドイツは第一次世界大戦を契機 とする革命

的変革期を経験する。1919年 にワイマール憲

法 〔特に、『土地の耕作および充分な利用は土

地所有者の社会に対する義務である』(155条

3項)は 重要〕が制定された直後に、プロイ

セン耕地整理法が制定されたが、同法制定の

背景としては、次の二点が重要である。第一

に、敗戦による農業生産力の低下、すなわち

戦争による農地の荒廃に加えて、難民、復員

者等による人口の社会的増加によって深刻な

食糧難が生 じた。第二に、本法によって土地

所有権が制限を受けることがあって も、特定

の公共的目的のために所有権に対する社会的

制限を受け入れるだけの法的状況が生まれて

いたということも無視できない点である。同

令の提案理由においても、農業構造の改善と

土地改良事業の重要性が強調されていた。

本法の特徴の第一は、プロイセン法の統一

法 となることによって耕地整理事業が邦の事

業 となった点である。耕地整理事業がそれだ

け ドイツ社会にとって重要な事業となったこ

とを意味 しており、その ことが法制の面にも

反映されている。すなわち、耕地整理を邦の

政策として効果的に実施するためには、事業

のイニシアティヴは邦が握っていることが望
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ま しい。そのために、事業開始に関する申請

主義を止め、職権主義を導入 した。これは、

プロイセン内の耕地整理において初めてのこ

とであった(手 法としては、1905年 のオーデ

ル河中 ・上流の洪水 ・堤防 ・排水路関係規制

法がモデルとされた)。

(2)土 地取引布告1918年 の3月 に、迫り

くる敗戦の危機の中で、土地取引に関する布

告が発せられ、 ドイツではこの時以来、農林

業用地の取引は一定の制限に服 している。当

時 とすれば止むを得ない措置であったとされ

ているが、その後(ナ チス期)の 政治的発展

もあ って、自由な土地市場への回帰は困難な

道 となったのである。

(3)小 作法1920年 には、小作保護法が制

定 され、各州の最高の行政庁に小作調停所が

設置され、2.5ヘ クタ―ル以下の小作地につ

いては、司法裁判所に出訴せずに、小作契約

の更新 ・解約を審決 し、小作料等を定めるこ

とができることになっていた。

(4)内 地植民法1919年 には、内地植民法

Siedlungsgesetzが 制定された。 これは、

都市で過剰 となった労働力や復員 してきた労

働力を農村に定着させ、食糧の増産に寄与 し

ようとするものであった。内地植民会社が設

立され、泥炭地または荒蕪地を収用する権利

を与えられ、さらに25ヘ クタール以上の土地

に対 しては同会社に先買権が与えられた(こ

の時期については、邦語文献①参照)。 なお、

この時期に未だ如何に多 く古い諸制度が残 っ

ていたかは、欧文文献③によって知ることが

できる。

2.ワ イマール憲法における社会化思想

(1)A・ ダマシュケの土地改革思想 開

発利益の社会への吸収

資本主義の形成に伴って大都市が形成さ

れ ると、住宅問題という形をとってその矛

盾は顕在化 した。20世紀への変わり目の時

点で、住宅問題を土地所有権の制限によっ

て解決 しようとする主張がベル リンを中心

としてなされ、土地改革運動 と呼ばれた。

その代表的な運動家としてア ドルフ ・ダマ

シュケを挙げることができる。ダマシュケ

は、1890年 ごろには、まだアメリカ人ヘン

リー ・ジョージのながれを汲む農業社会主

義の影響下にあったが、ヘ ンリ― ・ジョー

ジの思想をそのまま ドイツにおいて実現す

ることは困難であると信 じていた。1898年

にはダマシュケを議長として ドイツ土地改

革者連盟が結成され、そのスローガンにお

いて、私的土地所有の廃止ではなく、制限

を掲げ、全ての地租の廃止ではなく、自然

増加収益に対する課税が掲げられていた。

ダマシュケらの運動は、二、三の重要な

立法を成立させ、またはその成立に影響を

与えた。例えば、1909年 の建築要求保護法

や1911年 の自然増加税法(1913年 に廃止)

などである。 ドイツ土地改革連盟の綱領が

ワイマール憲法155条 の中に実現 されたの

も理念的な成果であった 。この憲法条項は、
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もっぱら立法者にとっての指針を規定 して

いたが、結局それは立法者によって実現さ

れることはなかった。

しか し、他の個別的立法では一定の成果

をあげた。地上権を活用 しようとする努力

は地上権令として結実 した(1919年1月15

日の地上権令)。 ライヒ家産法 も第一次世

界大戦中にダマシュケによって主張され、

1918年の敗戦によって挫折 した戦時家産運

動と関連を有 している。このダマシュケの

家産運動が今 日の ドイツでの持家運動(持

家イデオロギー)に 連なっている。「ドイ

ツ国民家産事務所」は、ダマシュケの精神

の相続人であり、彼のライフワークの完成

者であることを自認 している。

ダマ シュケの思想を知るには、 その著

『土地改革 社会的困窮の認識 と克服の

ための基本的な るものと歴史て きなるも

の』が最適である。以下では同書の18版 に

よってその思想を概観することにする。

ダマシュケは言 う。現代社会においては、

すべての民族の生きる道に社会問題 という

名のスフィンクスが待ち伏せ している。古

代エジプ トの伝説と同 じように、スフィン

クスの提起する難問を解決できない民族は

滅びて しまうほかないのである。彼によれ

ば、この問題を解決するのに三つの方法が

ある。第一は拝金主義であり、第二は共産

主義であり、第三は土地改革である。彼は、

拝金主義の代表例 として、マルサスの人口

論を批判 し、さらに共産主義についてはマ

ルクス経済学を批判 した上で、土地改革の

理論を提唱 した。

その理論によれば、生産の不可欠の前提

条件は土地と労働であり、発展 した経済社

会にあっては、これに資本が加わる。そし

て他人の土地の利用に対 しては地代が、他

人の労働の利用に対 しては賃金が、他人の

資本の利用に対 しては利子が支払われ ると

する。

解決されるべき社会問題とは、国民経済

の収益が地代、賃金および利子の間におい

て自然かつ正当に配分されているかどうか、

ということである。彼はこの点について次

の例を出す。千年前のベル リンの街は、ほ

とんど価値のない単なる砂地であったが、

1914年 には、1平 方マイル当たり約60億 マ

ルクの価値を有 して いる。その価値の4

パーセントが地代となるとすれば、この土

地の1平 方マイルに住んで労働 している

人々は、年々2億4千 マルクの地代を支払

わなければならない。これは各労働 日毎に

80マルクになる。ベルリン人の労働の総収

益からこの地代が支払われた後に始めて、

資本に対する利子 も、労働に対する賃金 も

その配分に与かることができる。

ところで、ベルリンの地代は、今 日主 と

して大 きな抵当銀行や土地会社の株主 に

よって取得されている。 しか し、この地代

はこれ らの者の活動の成果ではない。ペル
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リンの市民達がすべて この土地か ら立ち

去 って しまったとしたら、これらの株主達

は、それでも年々2億4千 マルクの地代を

取得するであろうか。土地改革理論によれ

ば、この意味における地代はすべての者の

総労働の成果であり、社会的所有に属する。

すなわち、この地代は全体社会のために保

留されるべきものである。地代を社会的所

有にし、資本と労働は個人主義的なもしく

は自由な社会活動のために確保することが、

社会主義 と個人主義との間の平和を意味す

ることになる、と主張 していた。

このような土地改革運動が、当時のベル

リンでどのような意味を持っていたかを明

らかにす るために新聞記事を引用 しておこ

う。

「ダマシュケと土地改革者連盟の仕事は、

ある民族の土地に対する関係はその民族の

発展と運命を決定する、 という認識に基づ

いている。歴史と現実がそのことを教えて

いる。民族は中 ・小農民層によって革新さ

れる。それゆえ内地植民が重要!国 家は家

族に基礎を置き、家族は健全で倫理的にも

問題のない住宅に基づいてのみ健全に倫理

的に生活 し、教育され うるのである。それ

ゆえ庭付 きの一家族用家産地が重要!土 地

はすべての生活と労働の基礎である。それ

ゆえ自由に土地を入手 しうる権利の確保が

必要。土地に関する権力は、たとえそれが

土地自体に関するものであれ(大 土地所有、

建築用地)、 土地 埋蔵物(石 炭、 カ リ、

鉄)に 関す る もので あれ、 または地力

(水)に 関するものであれ、 この土地でそ

して土地とともに生活 し労働 しなければな

らない人間に関する権力を意味 している。

それゆえあ らゆる土地の濫用 と土地の投機

は防止されなければならない。我々に適用

されているローマ法は土地を商品化するこ

とによつて、 このよ うな濫用を許 している

のだ。それゆえ古き ドイツの土地法がそう

であったと同様な、 しか し新 しい ドイツの、

社会的な、正義にかなった土地法を創造 し

なければならない。

これらの目的のための戦いのために、ダ

マシュケと土地改革者連盟は、建築職人の

保護、地上権、買戻権、家産地法、内地植

民法等を獲得 し、さらに今日特別に正義に

かなった地租と土地改革法とを獲得 しよう

としている。 しか し、もしドイツ民族が、

土地問題は全民族の基本的な問題であると

いうことをますます充分に認識するな らば、

一人の男のたゆまぬ、動揺 しない仕事に感

謝 しなければならない。それは ドイツ土地

改革運動の創始者であ り指導者であるA.

ダマシュケ博士である。」

この記事の主張はほとんどそのまま現代

の 日本、とくに東京に当てはまるのではな

いだろうか。

(2)ワ イマール憲法の社会化条項の具体化

ライヒの立法による建築自由の制限は、
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外部地域についてはまず軍事的観点か らの

みなされた。1871年 の 「区域」法(要 塞周

辺の土地所有権の制限に関する法律)①13

条以下により、要塞の周辺における土地の

建築利用は、対外的防衛線からの距離に応

じて様々に制限された。 この制限に対 して

は、ライヒは同法34条 に従い原則として補

償を給付 した。

ワイマール憲法は、土地法に関するライ

ヒの立法権限を同10条4号 により、原則的

立法に限定 した。同憲法7条12号 と12条に

より、土地の調達(収 用法)の ためにライ

ヒに競合的立法権限が認め られた。その結

果、土地法上のプ ログラム(土 地改革条

項)を 含むワイマ―ル憲法155条 の原則に

応 じて、1919年8月11日 のライヒ内地植民

法②、1920年5月10日 のライヒ家産地法③

が制定された。これ らの法律は、本質的に

は、農業的植民ないし家産地のための土地

調達法であった。住宅ないし経営家産地の

ための建築用地の調達を規制すべき建築用

地法 も、ワイマール憲法155条 においてプ

ログラム的には規定されていた。

地区施設整備と建築用地の調達に関する

法律(建 築地法)の ための担当官の暫定草

案が1930年 に公表された。ここで言及に値

することは、地区施設整備の概念が導入さ

れたことと、この草案が見通 し計画による

土地の利用に関する規制をも含んでいたこ

とである。この草案は改定された文言にお

いて1931年 においてライヒ都市建設法の担

当官草案としてあらたに公表された。④

同草案の第1章 「用地の施設整備」にお

いては、計画、区画整理および境界規制を

定めていた。その各論においては、次のよ

うな提案を行っていた。

市町村は、経済計画または建築計画によ

る必要性に応 じて計画をなすべきものとす

る。経済計画は、様々な種類の土地利用を

指示 し、後に確定されるべき拘束力ある地

区詳細計画の基礎を成す。市町村の既築区

域外であって、都市拡大区域でなく、従っ

て建築が期待されない地域(外 部地域)で

は、地区詳細計画の確定は原則として必要

ではない。以後、地区詳細計画が確定され

ない限り、如何なる要件の もとでこの地域

における建築が許されるかは、州の法律が

定める、とされていた。

以下の章では、建築警察法と地域住民負

担法ならびに土地調達 と補償に関する詳細

な規定を含んでいた。

この草案に対 しては、様々な州から、憲

法上の疑念が主張された。それは、当時の

効力を有 していた州法が実際にも意味を有

しており、ライヒは同法により憲法上保障

された州の主権を侵害する、といったもの

であった。提案されているライヒ都市建設

法では、さらにライヒに与え られた原則立

法の制定権限の範囲を越えるであろうとも

言われた。
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諸州による不利な受け止めにもかかわら

ず、ライヒ議会の住宅委員会は、ライヒ都

市建設法草案の検討を行い、それがライヒ

の政府によって提出される前に第二読会を

実施 した。 しか し、ライヒ議会の解散のた

めに、その提案(1932年)に もかかわらず

その会期においてはもはや審議されること

はなかった。⑤

①Gesetz,betreffenddieBeschrtinkungendes

GrundeigentumsinderUmgebungvonFestungen

vom21.12.1871(RGBI.S.459)

②Reichssiedlungsgesetzvom11.8.1919(RGBI.

S.1429)

③Reichsheimstattengesetzvom10.5.1920(RG-

Bl.S.962)

④Becker,aaO,,S.35,

⑤Becker,aaO.,S.36;Emst/Bonczek,aaO.,S,
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二.日 本における大正デモクラシ―と所有権

の社会化

1.古 典的所有権 と社会的義務

日本では、日露戦争の講和反対を契機に し

て第一次護憲運動が起 こり、政党政治をめざ

す方向が示された。その理論的支柱 となった

のが、吉野作造の民本主義、美濃部達吉の天

皇機関説であり、より具体的に言えば、普通

選挙の実施、婦人参政権の実現などであり、

これ らは人民の権利拡大の要求であ った。

1925(大 正14)年 には、普通選挙法が公布さ

れたが、同時に治安維持法が制定され、大正

デモクラシーの結実は同時にその終焉を前提

としたものであった。

しか し、 この間における土地関連立法には

注目すべ きものがある。まず第一には、1909

(明治42)年 の建物保護に関する法律をあげ

ることができる。これは日露戦争後の都市の

膨張 ・地価の上昇の際に地代値上げに応 じな

い借地人に対 して地主が土地を第三者に譲渡

し、その第三者から土地の明け渡 しを要求す

る事態(い わゆる地震売買)が 生 じたため、

これを法的に防止するために借地上の建物に

ついて登記がなされていれば、以後敷地につ

いて権利を取得する者に対 して借地権を対抗

することができることとしたものである。こ

れは民法制定者が不動産賃借権を債権とした

ことによる弊害を修正 したものであるが、建

物所有を目的 とするものに限定 したものでは

あれ、土地賃借権を物権に準 じた権利にまで

高めたものであり、画期的な立法であった。

1921(大 正10)年 に制定される借地法、借家

法 とともに不動産所有権に対す る制限を設定

した立法 として注目すべきものである。 これ

らの法律の制定は、土地に資本を投下する側

からすれば、投下資本の安定を要求するもの

であり、当然であると考え られるが、この時

期までにそれが可能である程度に資本の力 と

社会運動の力とが強化されてきたものと解 し

てよいであろう。

この時期にはすでに判例理論においても、

所有権の濫用的行使が問題 とされたが(信 玄
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公旗掛け松事件、大判大正8年3月3日 民録

25輯356頁 、宇名月温泉事件、大判昭和10年

10月5日 民集14巻1965頁)、 これは権利の社

会性が重視されるようになった結果であると

解 してよいと思われる。

2.末 弘厳太郎著 『物権法』にみる社会化思

想

末弘の土地所有権に関する認識は、標記の

著書の次の部分に典型的に現れている。 「18

世紀の終わり以来欧州大陸を風靡 した土地解

放affranchissementdusolの 運動や、吾

国維新に際 して断行された封建的土地制より

個人主義的土地制への変転 に因 って出来上

が った近代の土地制は極端な絶対的排他的の

土地所有権を各国に成立せしめた。之に因っ

て農地の改良農業の発展を来 し惹いては一般

文化の進歩に資 したる事極めて著大である。

併 し此傾向は同時に従来共同地乃至他人の所

有地の上に或る種の権利を持 って僅かに生計

を立てて居た小農を して、生活の方法を失わ

しめた。又各個人が利己心のみに依って勝手

に土地を利用する結果、産業 ・国民衛生 ・国

土の美観 ・危険防止等各種の公益的要求と抵

触すべき幾多の事件を発生せ しむるに至った。

折角一度は一般福祉を目標 として土地解放を

行ひ個人所有権の拡張を計 ったのであるが、

今や変 じて其同 じ一般福祉が反 って土地所有

権の制限を要求するに至った。それが大きく

現れては土地国有の要求 となり、小さく現れ

ては公益上の理由に基づく各種の土地所有権

制限となった。」(336頁)

このような思想の背景には、文明の向上が

平等思想の発達を もた らしたこと、特に第一

次大戦後においてはその傾向が顕著であるこ

とが指摘されている。個人主義本位の物権法

ではこのような時代の変化によく対応するこ

とはできない。そのためには、私有財産の尊

重と公共の福祉 との調和を計るべき法律的方

策を講じなければならないと述べている。こ

れを次のように締め くくっている。 「今 まで

の絶対的排他的の個人所有観念に対 し本来法

が所有権制度を認めた社会的本義を参酌加味

して其弊害を除き、以て社会の安寧秩序の増

進維持を計 り社会の全員を して等 しく幸福に

生活せ しめむ とする方法を称 して、所有権の

社会化Socialisation,Sozialisierungと 謂

ふ。これが今後物権法の進むべ き唯一の道で

ある。」

このような末弘理論が、第一次大戦後の欧

州、特に ドイツでの変化に強い影響を受けて

いること明らかである。 ドイツではこのよう

な社会化の思想が部分的に実定法において実

現されたが、わが国においては注目されはし

たが、学説に留まって しまったのである。

第V節 フ ァシズムと所有の 「社会性」

- .ナ チ ズムと土地法

1.ナ チス期 の農業法

(1)耕 地整理法 耕地整理法制 における次

の転機は、1930年 代 に訪れた。 ナチスは1936
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年に第二次四カ年計画を提案 したが、その中

で耕地整理は、 ドイツ民族の食糧自給の基礎

を改善するためにぜひとも必要であるとの位

置づけを行っていた。36年 の耕地整理法は、

帝国全体に適用されるいわゆる大綱法Rah-

mengesetzで あり、耕地整理令の制定権限

を帝国農業大臣に授与 し、かつ耕地整理法制

の骨格を定めたものであった。これに基づい

て、帝国耕地整理令が翌37年 に制定された。

同令第1条 は 「散在 している農村土地所有

の耕地整理による集団化は、それによって複

数の所有者の地片の経済的な経営管理を可能

にする場合、または一般的農村基盤整備の促

進を可能にしうる場合に実施することがで き

る。」と定めていた。事業の目的として、私

的な経営の合理化だけでなく、農業ない し農

村の発展が掲げられている点が注目に値する

ところである。

手続の導入については、職権主義を採用 し

たが、これは、一面においてプロイセン法等

の承継という面を有すると同時に、他面にお

いて 「公益は私益に優先する」というナチス

イデオロギーの具体化であった。耕地整理官

庁はプロイセンの総務委員会の伝統を受け継

いだ耕地整理官庁に委ねられたが、最上級の

官庁は帝国食糧農林大臣であった。

耕地整理区域は、一つ もしくは複数の市町

村または市町村の一部を含むこともできるも

の とされた。また、村落地域に限らず、集落

地域 も当然に含まれるものとされた。

事業関係者 は、 関与者(参 加者 と準参加

者)と 関与者になれない関係権利者 とに分類

されていた。参加者(換 地を取得 しうる者)

となるのは、土地所有者であり、永小作人と

地上権者はこれと同等の地位を有するものと

されていた。右以外の者で耕地整理地区内の

土地に一定の権利を有 している者は準参加者

として手続きに参加することになっていた。

例えば、事業によって村道が作 られる場合の

村、この手続きによって消滅する地役権を有

する者等である。この他の抵当債権者、定期

金債権者、隠居分権利者等は、関与者には含

まれず、これ らの権利は換地の上に移行する

ものとされていた。

右の権利者の うち、参加者のみによつて参

加者組合を結成 し、 この組合は公法上の団体

(法人)と された。法人格 は組合が融資を受

けるためには不可欠の ものであった。組合は、

参加者の共同業務を行い、他方において組合

員に対 して負担金(公 課 として土地の負担で

あり、連帯債務)と 労務奉仕を要求すること

がで きた。

参加者の土地 は、1934年 の耕地評価法に

よって評価され、換地の際の基礎データとさ

れた。

耕地整理区域は、ナチス国家と公共の福祉、

とりわけナチス的国土整備の要請、すなわち

一般的農村基盤整備上の利益を守り、帝国 と

州の国土整備計画、自然保護、農民のクライ

ンガルテン制度の新形成等の要請に従って新
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たに形成されるべきものとされた。

開発目的の耕地整理制度が導入された点も

特筆に値することである。アウ トバ―ンやダ

ム等の建設の際に広大な用地を必要とする場

合には、その周辺地域において耕地整理を実

施 して、土地所有者に少なくとも経済的負担

をかけない減歩方式を実施す ることが可能と

なった。すなわち、土地収用の要件を充足 し

ている事業であって、その計画が確定 してい

るものについて大規模な農地が必要とされ る

場合には、補償額の決定と用地取得の実現が

耕地整理手続 きにおいて認め られたのである。

この場合には、土地に対する費用は開発事業

者が負担することになっていた。

(2)農 業相続法 この時期における農業相

続法は、帝国世襲農場法に代表される。この

法律は、二つの目標を持 っていたとされてい

る。一つは、 ドイツ農民の血を純粋にするこ

とでああった。農民Bauerで ありたいと思

う者は、1800年1月1日 に 「純粋」にゲルマ

ン民族であったことの証明を特別裁判所の判

決の形式で取得 しなければならなかった。 ド

イツ農業からあらゆる非 ドイツ的要素を排斥

し、「古来」か らの ドイツの土地相続法思想

を復活させ、純粋な農民層を維持するために

この法律は制定 された(人 種的側面)。 なお、

この法律によれば、世襲的財産としての農場

は、売却不可能なものとし、かつ抵当に供す

ることもできないものとされた。

もう一つの目的は、農民を土地に対する義

務の協同体に参加させ、「血 と地Blutund

Boden」 のために ドイツ農民を救 うことで

あった。 この法律によって、農民は、共同福

祉のための義務を負担 し、帝国食糧農業団体

Reichsnahrstandの 中央集権的指導 と、農

業特別裁判所の精巧な監督権のもとに置かれ

ることになった。 この法律によって特に保護

の対象になった のは、健全な農民層の発展 と

いう観点か ら、一定の下限面積以上で125ヘ

クタール以下の農場であった。さらに、世襲

農場に関する農民個人の処分権限は広範に制

限されていた。すなわち、農場所有者は、彼

の農場所有権を自由に譲渡することも、 これ

に負担を設定することも、遺言により相続 さ

せることも農場一子相続裁判所の許可な しに

はで きないようになっていた。経営管理の面

でも厳 しい制限が設けられていた。世襲農場

は、農業支配人(帝 国食糧農業団体)に よつ

て、正常な経営管理がなされていないと判断

されると、その農場所有者は、管理権および

利用権を剥奪され、配偶者、一子相続人にま

たは経営能力を有する者に農場を譲渡させる

ことができることになっていた。

(3)農 地取引法 前述の1918年 の 「土地取

引布告」が法律(1937年1月26日)に よって

改正 され、認可Genehmigung制 度が存続

された。

(4)農 地賃貸借法 ドイツにおいて も農地

賃貸借法は小作保護法として捉えることがで

き、その発展史は1920年の小作保護法に始ま
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り、1933年 の小作人保護法を経由して、第二

次大戦後の小作法(1953年)に 至ると考えて

よい(こ の時期については、欧文文献⑤～⑧

参照)。

2.ナ チス期の都市建設立法

1933年後においては、ナチス国家は前述の

ライヒの都市建設法の草案をもはや二度と取

り上げることはなかった 。ナチスは、それに

代えて、新国家観を配慮 しつつ、計画、定住、

公的建築法について、ライヒの一つの法律に

よる規制を意図 していた。 しか し、この法典

化の作業を直ちに行 うには、各州における

様々な建築法の発展 と規制対象の大きさが障

害となった。そこで、建築法は徐々にライヒ

の法秩序のなかに導かれた。 とくに都市建設

上の緊急問題は個別法によって暫定的に規制

された①。その際、特筆すべ きことは、これ

らの規定の基本思想は、通常の法的発展に由

来するのであって、典型的なナチス的思想の

表現ではなかったということである。

これに対 して、ナチスの影響を受けた新 し

い見解が様々な裁判所の判決に現れていた。

特徴的な ものとしてザクセン上級行政裁判所

の判決をあげることがで きる。その判決要旨

においては、次のように、建築の自由に言及

がなされている。

「建築法の最高の原則は、建築は国民共同

体を害 してはならないということである。」

とか、「いわゆる実質的な建築の自由は従来

の判例のいう広範な意味においてはもはや認

められえない。たとえ建築企図が建築法規の

個 々の規定に合致 していても、建築が建築法

の一般的最高の原則に反するならば、許可は

拒絶されるべきである。 … 」といった

ものであった。②

このような法の創造は、 しかし一般的には

実現 しなかった。建築の自由は、原則 として、

既存の規定の枠組みを遵守 してその計画に

従って建築する建築主の権利として、妥当し

ていた。 この枠組みはしか しなが ら、とくに

外部地域における建築行為については著 しく

狭められた。1934年7月3日 の ドイツ定住制

度の整備に関する臨時措置法③により、ライ

ヒの経済大臣は、計画中の建設法典の制定ま

での間、 ドイツの定住制度を監督 し秩序づけ

るために必要な措置を取る権限を与え られた。

この授権に基づいて、1936年2月15日 の建築

規制令④が制定され、初めて全ラ イヒの領域

を適用領域とする、秩序ある建築行為のため

の統一的な法的基礎がもたらされたのであ っ

た。

建築規制令1条 によれば、建築警察命令に

より、建築地域を指定 し、建築利用の種類を

規定することができた。建築規制令の3条 に

基づ き、建築地域外の建築施設については、

建築許可は拒否されるべきものとされた。地

域指定がなされていない場合には、連担建築

地域外の施設について も同様とされた。許可

の実施が市町村のその地域の秩序ある発展ま

たは秩序ある建築と合致 しない場合にも、許
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可は拒絶された。これが適用されたのは、主

として、その実施が道路その他の交通施設、

供給施設、排水施設、学校施設、警察 ・消防

士の保護 もしくはその他の公的任務のための

費用を必要 とする建築施設、またはその利用

が住民にとって特別な経済的困難を生 じさせ

かねない建築施設であった。

当時は、都市の周辺の 自然地域へ とスプ

ロール的に拡大 していった乱暴で無計画な建

築を実際に防止することができたのは、二、

三の州においてのみであったか ら、このよう

なライヒの立法が必要だったのである。この

規定の公布により、確かに建築行為には必ず

しも正当化 しえない制限が課せ られ、特に農

民的定住は不必要に阻害された。

当時、緊急に要請されていたのは、次の諸

点であった。都市の外部地域 と平地とを自然

の状態に保全すること、制度に合致 しない建

築を防止すること並びに公的利益 との対立の

故に建築施設を禁止 しまたは条件付でのみ許

可すべき土地を明確に しその指定を尊重する

こと、であった。ここでは特に、交通量の多

いことを想定 した道路に接 した土地が問題と

なった。このような道路には、既存の市街地

外では建築は認められず、建築用地 としての

施設整備にも費用をかけてはならないもの と

された。

1936年 には、建築設計令⑤が制定され、 こ

れによってスプロール防止以上の規制が可能

となった。というのは、建築物は整った建築

態度 と整然とした施行の表現でなければなら

ず、周辺に順応するものでなければならない、

という一般条項が設け られ、これが建築設計

にっいての裁量 ・処理権限を建築監督官庁に

与えたからである。

前述の授権に基づいて、他のものと並んで、

地下資源の採取の確保のための建築制限令も

公布された。 これは、第二次大戦後において

も、連邦建設法 による廃止を免れ、基本法

123条 と125条 によって連邦法としての効力を

維持 した。この命令は、地下資源の採取のた

めに一 主として露天堀一 必要となる土地

の、将来の利用目的に反する建築を防止 しよ

うとしている。農業的企図が問題とならない

限 り、第1条 の命令が発せ られた土地上の建

築施設は、その企図によって鉱業上の施策が

極めて困難になるであろう場合には、拒否さ

れ うるものとされていた。ライヒの法律によ

る建築法の法典化は、実現されなかった。実

は、ライヒの労働省に、1942年 の初めに、計

画法 と建築法を総体的に規制 した ドイツ建設

法典のための担当官草案が提出されたのであ

るが、戦時情勢との関連においてもはや公表

され ることはなかった。⑥

第三帝国の都市としての代表の必要性や、

新 しい交通上の必要性 に鑑みて、1937年 には、

ドイツ都市の新形成に関する法律⑦が制定 さ

れた。このナチス時代の建築法によつて、原

則として建築線の確定と危険の予防に奉仕す

る規制よってのみ制限されうる 「自由主義的
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な建築自由の原理」はついに終焉を迎えたの

てあった。⑧

①GesetzUberdieAufschlieBungvonWohnsied-

lungsgebietenvom22.9.1933(BGBI.IS.659):

GesetzUbereinstweiligeMaBnahmenzurOrd-

nungdesdeutschenSiedlungswesensvom3.7.

1934(RGBI.IS.563)

②Becker,aaO.,S.37

③Gesetzvom3.7.1934,aaO.

④VerordnungUberdieRegelungderBebauung

vom15,2,1936(RGBI.IS.104)

⑤VerordnungderBaugestaltungvom10.11.

1936(RGBI.ⅠS.938)

⑥Becker,aao.,S.39f.

⑦GesetzUberdieNeugestaltungdeutscher

Sttidtevom4,10.1937(RGB1.ⅠS・1054)

⑧Ernst/Hoppe,aaO.,S.83

二.戦 時体制下の日本の土地法

1.フ ァシズムの所有権思想

我が国 において は、昭和初年の恐慌か ら

1938(昭 和13)年 の国家総動員法の制定まで

の間にファシズム的法体系が確立されたとさ

れている。そのような国内的事情を前提とし

て、法律学における学問的影響について考察

するな らば、この時期においては一般的に ド

イツの法理論の影響が強かったことと、 ドイ

ツの法学界がナチス一色に塗 りつぶされてい

たことにより、当然に日本の法学界もその影

響を免れることはできなかった。所有権論の

分野においてもその影響は色濃 く現れていた。

2.石 田理論 と末弘理論の相違

甲斐教授も指摘 されているように、この点

は末弘教授と石田文次郎教授の所有権理論を

比較することにより鮮明となる。石田教授 も

所有権は個人的権利であるが同時に社会的義

務を含み且つ公共の福祉に従わなければな ら

ない、 と主張 していた。一見すると末弘理論

と変わらないようにも見えるが、前提 として

の 「社会」がまるで異なっているのである。

末弘理論においては 「労働者 ・農民の福祉」

であった 「社会」福祉は、石田理論にあって

は、殆 ど国家目的 と同義語 となって お り、

従って、所有者は国家管理の指導のもとに財

貨を処分 し使用 し収益することができると解

されていたのである。

3.戦 時体制と不動産立法

1941(昭 和16)年 には、借地法と借家法に

いわゆる 「正当事由」の制度が導入された。

これにより、建物所有を目的とする賃貸借 と

建物の賃貸借については、自己使用(貸 主 自

身の使用)等 の正当事由がなければ、明け渡

しを請求することができないこととなったの

である。居住法の領域において一般的に住生

活の安定を求める要求が存在 していたことも

事実であるが、このような画期的な制度の導

入を可能にした直接の契機は戦時体制下に於

ける住生活の安定であり、いわば出征兵士の

留守宅における居住の安定であった(一 般的

には戦時体制下における都市問題の鎮静化)。
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三.フ ァシズム期の立法の評価 日独間の

類似点と本質的相違点

1.フ ァシズム立法の否定的側面

本稿が主要な対象としている国が ドイツと

日本あり、両国においては共通 して 「市民革

命」は上からの革命ないし改革としてなされ

たため、上からのイデオロギー的統一は実施

しやすかった し、ファシズム的形態をとるこ

とも容易であったと言えよう。

大正期に芽生えたかに見えた日本的デモク

ラシーが成長 しえなかった本質的原因 もここ

にあると考えるべきであるが、そうした中に

あっても歴史は進むのであり、この時期の社

会全体に対する評価と個別的制度に関する評

価とは厳密に区別 して行わなければならない。

その意味では、本質的にファシズムに奉仕す

るためになされた立法(例 えば、国家総動員

法)と 関連してなされた立法のうち、本来必

要 とされていたが、それが大きな変革を意味

するために実現可能な政治権力を欠いていた

ために、この時期に誕生 したと思われるよう

な立法(例 えば、借地法、借家法への正当事

由制度の導入)は 区別 して評価すべきである。

2.利 用可能な技術的側面

(1)ド イツの場合

ファシズム期の理論や立法を全面的に否

定する議論が見られないで もないが、第2

次大戦後の ドイツにおいてナチス理論の影

響下の立法や法律の規定を失効させたのは

有名なことであるが、その場合にも具体的

な判断を行 っている点を忘れてはならない。

例えば、世襲農場法は全面的にナチスイデ

オロギーの具体化であるか ら法律 自体を廃

止するが、1937年 に制定された帝国耕地整

理令はそのナチス的規定は失効させたがそ

れ自体は失効させず、1953年 に新法ができ

るまで存続させた。 しか も、新法において

旧法中の利用可能な法的制度については、

若干の修正を加えて殆どそのまま発展的に

承継 しているのである。

(2)日 本の場合

基本的には ドイツの場合 と同じように考

えてよいが、借地法、借家法については極

めて興味ある発展を遂げている。戦時体制

下において誕生 した 「正当事由」の制度は、

戦争という国家目的の遂行を直接的な目標

としたものであったが、敗戦後、その目的

を完全に喪失 したに もかかわらず、制度と

しては廃止されず、こんどは一転 して絶対

的住宅難のもとにおける市民間の私的利益

の調整規範(貸 主と借主の間の利益調整規

範)と して機能することとなったのである。

制度というものはその前提ないし背景であ

る社会の変化に応 じて如何に異なった機能

を果 しうるものであるかということを考え

る上での恰好な事例である。

法的に言えば、国家目的を背負わされて

誕生 した私法規範が、社会の大転換により

私的利害の調整を目的とした規範に自動的

に(立 法的措置なしに)転 化 した事例であ
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る と言え よ う。

第二章 現代社会における土地所有思想と公

共思想

第 Ⅰ節 第二次大戦後の改革と立法

一.第 二次世界大戦後の ドイツ農業法制の発

展

1.応 急措置法の時代(不 安定 と困難の時

代)

敗戦直後の ドイツでは、引揚げ者や難民の

流入による人口の急激な社会増、肥料不足 と

家畜の減少による収穫力の低下、領土分割後

の農業構造の悪化(東 部の大規模経営支配地

域の割譲)、 ナチス農業法制の失効(管 理法

令による)等 により、極めて困難な条件のも

とで食糧の増産に取り組 まなければな らな

かつた。

2.戦 後農業法制確立期(1949～1960年)

1949年のボン基本法の制定、1950年 の連邦

食糧農林省の設置に始まり、小作人のための

農業動産信用法(1951年)、 農業債務整理処

理法(1952年)、 小作法(1952年)、 農業移住

法、農地整備法,農 業事件裁判手続法(1953

年)、 農業(基 本)法(1955年)水 利経済法、

農民年金法(1957年)が 制定 された。農林業

用地取引法(1961年)も この時期に含めてよ

い。

3.西 ドイツ農業の欧州共同市場への編入期

(1960年 ～1969年)

「完全雇用」の状態か ら初めての景気後退

の時期とされている。 ドイツ農業の国際的環

境を反映 して 「ドイツ農業の共同市場編入促

進法」が制定され、また 「農業構造と沿岸保

護 ・共通課題」法が制定された。後者は、農

業構造改善等のための予算措置を伴う事業に

法的根拠を与えるものであるため極めて重要

な意義を有するものである。

4.戦 後農業法制の再編期(1970年 ～1985年)

農地立法に関する再編期 と言 うべき時期で

ある。1976年 には農地整備法と北西 ドイツ農

場一子相続法の改正がなされ、1985年 には小

作法の大改正がなされ、小作契約等に関する

実体法の部分は民法典に編入され、官庁統制

の部分は小作地取引法として改正のうえで存

続された。

5.1992年 体制準備期

欧州共同体の構成国は、1992年 に政治的に

も統合される予定となったため、これを前提

として農業法制 も各構成国において再編成を

余儀な くされることとなり、農産物の生産調

整 もECの 統一基準 によつて実施され るに

至っている(こ の時期については、邦語文献

①のほか、欧文文献⑨～⑪参照)。

二.日 本の農地改革 と ドイツの 「シュタイ

ン ・ハルデ ンベルクの改革」の比較

日本においては、戦後改革の一環として農

地改革が行われ、規制地主的土地所有は解体

された。その際の理念は、耕作者に土地所有

権を与えるべ きであるとする自作農主義で

48



あった。

ドイツでは、約二世紀弱前 に、 シュタイ

ン ・ハルデンベルクの改革により 「所有と経

営の一致」を指導理念 とした改革が開始され、

半世紀をかけて実現された。第二次大戦後に

おいて、日本で農地改革が実施された時期に、

ドイツでも農地改革ないし農業改革が実施さ

れようとしたが、東方か らの難民の受入れな

ど緊急を要する課題の解決が優先された結果

となり、ソビエ ト占領地域を除いて、改革 ら

しいものは実施 されなか った。英 ・米 ・仏の

三国の占領地域では、大土地所有者に対 して

は改革の代わりに東方等か らの難民の受入れ

(食糧増産に従事 させること)を 要求 したの

であった。 ソビエ ト占領区域ではユ ンカー階

級の解体を目的 として土地所有の没収ない し

収用にまで踏み込んだ徹底 した改革が実施さ

れた。

したがって、旧西 ドイツ地域について言え

ば、現在の農地所有の構造は、シュタイン・

ハルデ ンベルクの改革によって規定されたも

のであり、その基本的構造は第二次大戦後に

まで引き継がれている。それは ドイツの賃貸

借に関する政策にもっともよく現れていた。

ドイツでは同改革の後は、少なくとも農地政

策に関する限り、長い間にわたって賃貸借が

重視されることはなかったのである。例えば、

1960年代に入って、経営規模の拡大のために

賃貸借を奨励 しはじめた際にも、賃貸借経営

を奨励 したのではなく、少なくとも経営耕地

の半分の面積を所有 している者に対する追加

的賃貸借の奨励に止まっていた。そのような

制限が取 り払われるのは、1970年 代に入 って

か らであった。

戦後の 日本における賃貸借は、農地改革の

残存小作地として出発 した。本来であれば、

農地改革によって所有権の取得が可能であっ

たが、地主の保留地の限度内にあるため、小

作地 として残存 した土地の小作人がいたので

ある。そのため本来債権である賃借権が法律

(後 に農地法)に よって強力 に(所 有権に準

じて)保 護されたのである。その程度は後に

第二所有権とまで評される程であった。

この点では、旧西 ドイツは異なっていた。

所有 と経営の一致は経営の零細化を意味 しな

かったのである。経営規模のばらつきは地域

的に存在 していたが(例 えば、南 ドイツは小

農経営が多い)、 それなりに所有 と経営の一

致は実現されていた。その上で農地の賃貸借

が行われる場合で も、一定の保護、というよ

り官庁統制は行われたが、賃借権 自体が価格

を有するような事態は招来されなかった。 し

たが って雑作補償という観念 も生 じなかった

ようである。む しろ短期の賃貸借については

一定の更新保護はあるが
、長期の賃貸借の場

合には契約の更新の保護はないという考えに

立 っている。

日本の残存小作地の保護は、後に新規の賃

貸借の発生にとって阻害要因 となったが、 ド

イツではそのような事態は生 じることな く、
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前述のよ うな賃貸借に関する政策の転換 に

よって、農地の流動化を図ることができたの

である。

第二次大戦後の時点で、日本と西 ドイツと

の農地法制を比較するには、150年 近いズ レ

を前提とせざるをえないが、「所有 と経営の

一致」という点では類似 した到達点に達 して

いる、 と考えることもできる。 しか し、その

間に、 日本では土地に対する法的規制、特に

私的土地所有権に対する制限原理としての都

市計画的利用規制が極めて不十分にしか発達

しなか ったが、(西)ド イツにおいては約100

年をかけて徐々に規制を強化 し、すべての国

土は原則として開発禁止とする制度(い わゆ

る外部地域の制度)を 確立 した点が決定的に

異なっている。外部地域の制度は直接的には

開発規制の観点か ら発達 したものであるが、

農地については法律によって農地が原則的に

保全されることを意味 しているのである。

三.ド イツにおける市街地の土地利用規制の

継続的発展

1.連 邦建設法の成立

新 しい立法に際しては、市場の要求に合致

した手段を伴う建築用地市場の秩序を導入す

ることが目標とされた。 この点について、連

邦建設法の立法者は、次のような手段を考え

ていた。

(1)州 の法的規制の もとで、市町村高権

gemeindlicheHoheitに よる二段階の建

設基本計画(土 地利用計画 と地区詳細計

画)

(2)取 引価格を基礎とした建築用地価格に

関する鑑定を行 うための機関を自治体内に

設置すること

(3)建 築成熟地(地 区施設整備の終了 した

土地)の ための一定限度額の地区施設整備

分担金の支払い期限を早めること(原 則と

して通知後一カ月)

(4)地 区施設整備が終了 していなが ら建築

的利用に供されていない土地については、

特に高い地租、建築用地税を課すること

(6)一 連の土地整理施策を導入すること、

すなわち、準備的措置として土地取引認可

と先買権制度を、整理措置として境界整理、

建築用地区画整理および土地収用制度を導

入すること

こうした構想の もとに、連邦建設法は制定

されたが、「外部地域」制度については、次

のようにして承継された。①

2.建 築規制令3条 の承継

1945年以降は、外部地域における建築は、

引き続 き建築規制令3条 に従ってなされてい

た。 この規定は、ナチス的理念の表現ではな

い し、基本法14条 の所有権保障に反するもの

でもなかったか らである。この規定は、逆に、

長年の経験か ら得た、現代的都市建設の観点

を考慮に入れた上で、この認識を貫徹するた

めに一般的に所有権の内在的制限を主張 して

いたのである。
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形式的には建築警察上の規定ではあるが、

それはことがらの性質上都市計画に該当し、

従って基本法74条 の意味における土地法に属

するので、建築規制令は引き続 き基本法123

条② と125条 ③により連邦法 として効力を有

すると解 されていた。

規定の明確な文言に基づいて、外部地域で

の実施が市町村地域の秩序ある発展と秩序正

しい発展に反 しないであろう全ての建築企図

を許可するよう求める権利が発生 した。建築

許可は、 このような利益が計画中の企図に

よって侵害されるであろう場合にのみ拒否す

ることができた。建築官庁には、確かに建築

許可の拒絶に関する決定に際 して裁量権が帰

属 していたが、それは 「市町村の秩序ある発

展」と 「秩序正 しい発展」という不確かな概

念の解釈に関 してではなかった。これらの概

念の解釈にとって基準 となるのは、まず法的

に重要な計画確定であるとされていた。法的

に重要な計画が存在 しない場合には、市町村

の境界を度外視 して、全地域的状態が基準 と

された。その際、建築規制令3条2項 に例示

されている公的利益、特に直接の周囲にある

土地を越えてその地域の全景観に対する関係

やその特別な性質への従属に関する観点が考

慮されるべきものとされていた。従って、景

観の本質上求め られまたは景観の特質に適合

するような建築企図は、通常阻止されること

はなか った。ここで考え られてているのは、

農林業用の土地利用またはその他の自然的土

地利用であった。それ以外にも、その目的規

定を理由としてまたはその環境への影響を理

由として外部地域でのみ建設され うるような

建築企図も許可されなければならなか った。

建築規制令は連邦建設法によつて廃止され

た。 しか し、建築規制令弟3条 の基本思想は

連邦連邦行政裁判所の明確な判例によって連

邦建設法35条④に承継された。

3.連 邦建設法35条 と基本法14条 の所有権の

保障

建築の制限とは、その内容に従えば、土地

所有権が建築との関連において制限されると

いうことである(土 地 と建物 との不分離)。

従ってそれが許されるか否かということは、

第一次的には憲法上の問題である。すなわち、

連邦建設法35条の制限が基本法の所有権保障

と調和するか否かということである。

基本法は第14条1項1文 において所有権を

保障 している。 しか し、第2文 によって立法

者は所有権の内容と制限を定める権限を与え

られている。この立法権限の憲法上の承認に

より次のことが明 らかとなる。すなわち、基

本法14条 は新 しい所有権概念か ら出発するの

ではな く、私的所有権はその内容の詳細を規

定 している数多 くの公的利益に従属 している

とい う、歴史的発展に刻印された概念を承継

しているということが明らか となるのである。

すべての建築法上の制限は、従来か ら一般的

であ り、収用 とは考えられない所有権の内容

規定とみなされている。35条の建築制限は、
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原則として歴史的発展の中において理解され

るべきものである。外部地域での建築の禁止

と制限は中世以降のものだか らである。そ し

て具体的規制については建築規制令3条 に多

くを負 っているのである。

4.建 設法典35条 への承継

次の章で検討するように、1987年 には連邦

建設法 と都市建設促進法 とを統合 し、他の若

干の法令を統廃合 し、一つの法典 として編成

することとなったが、連邦建設法35条 は基本

的に建設法典に承継された。

①Ernst/Bonczek,aaO.,S.53

②123条1項 連邦議会集会以 前の法 は、 この基本

法 に抵触 しな いか ぎり、存続す る。(2項 略)

③125条 連邦の競合的立法事 項に関す る法 は、左

の場 合には、 その適用地域内において、連邦法 とな る。

1.そ の 法が1ま たは多数 の 占領地 域 内にお いて、

統 一的 に適用 され る場合

(2号 略)

④ 連 邦建設法 につ いて は、 基本的 に建設法 典35条 に

承継 されているので、後掲の同条を参照。

四.日 本における都市計画法制の発展

戦後 日本における都市計画法の大改正は

1968(昭 和43)年 になされた。同法は、都市

計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに

分けた。市街化区域には既成市街地と市街化

が進行 している地域、10年 間に優先的に市街

化すべき地域が含まれている。市街化調整区

域は、都市計画区域のうち、市街化区域を除

いた部分であつて、地形 ・交通等の点か らみ

て市街化に不適当な土地、溢水などの災害の

恐れのある地域、公害の著 しい地域、自然の

風景等を保存すべき土地であり、一応農業地

帯とされるが、5年 毎の農業基礎調査により

市街化区域に編入されることもある。都市計

画区域内の土地がいずれの区域に属するかは、

国の機関としての都道府県知事が決定する

(線引き)。

この線引きの制度が都市計画法に基づ くも

のでありながら、開発資本に多 くの例外的自

由を与えており、線引き自体 も都市計画的議

論に基づいて厳密になされるものではな く、

地域政治の強い影響のもとでなされるもので

あったため、土地利用の計画的発展を確保す

ることはでなかった。これは、日本の都市計

画法制が、開発、インフラ整備、建築をバラ

バラに捉えていることとも関係 していると言

えよう。例えば、開発許可を与えた場合に、

その土地のインフラ整備は開発業者が行 うの

が原則であり、公的機関は行政指導の限度で

関与できるだけである。建築にいたっては、

建築基準法という別個の法律で既成されてい

る。この点で都市建設は、基本的に建設法典

に基づいて建設を含めて規制されている ドイ

ツとは基本的に異なっている。

第 Ⅱ節 日 ・独における土地所有法制の相違

点

一.農 業法の体系と公共思想

第二次大戦後の ドイツの農業法が、農業経
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済 や農業社会 とは相対 的に独 自な もの と して

どのよ うな形 で存在 して いたか、 という点 も

土 地所有 と公共思想の関連 を考え る上で重要

であ る。 まず、最 も新 しい農業法の体系書⑪

に従 って、現行農業法の体系の概要を示 して

お こう。 ク レッシェル によれば、農業法は伝

統 的 農 業 法dastraditionelleLand-

wirtschaftsrechtと 現代的農業法dasmod-

erneAgrarrecht(後 述3)と に分 け る こ

とがで きる。

1.伝 統的農業法

(1)農 業土地所有権法

農地 におけ る所有権の 自由と所有権の義

務 は、民法903条 に規定 されて いる所有権

の 自由 と、 ワイマール憲法か らボ ン憲法 に

承継 され て い る 「所 有権 は義務 づ け られ

る」の思想 とをそれぞれ前提 と してお り、

と くに後者 との関連で は、土地利用規制に

服す ることが重要で あるとされてい る。

土地取引法 も1918年 以来の伝統を有す る

法制度であるが、1961年 法 によれば、農地

の取得には原則 として官庁の許可を要す る

もの と し、譲渡が(a濃 地の不健全な分割 を

意味す るとき、(b)非経済的な細分化 とな る

とき、(c譲 渡価格 と地価 との間 にア ンバ ラ

ンスがあ るときには、許可を拒絶す ること

がで きることになってい る(欧 文文献⑮)。

(3)農 業相続法

一括配 分手続法(連 邦法)は 前述 の土地

取引法に規定 されてい る手続 きであ り、 し

たがって連邦全体に適用される。 ドイツ民

法 も均分相続の原理を前提としているから、

農場所有者が死亡すれば、その農場は相続

人達の間で分割され ることになる。しかし、

農林業用地取引法によれば、そのような分

割を望まない相続人は、申立てにより、共

同相続人の一人である自分に一括 して農業

資産を配分するように農業裁判所に申し立

てることができることになって いる。 これ

が認められると、配分受領者は、他の共同

相続人(譲 歩相続人 という)に 対 して金銭

で補償することになるが、その額の算定に

あたっては農地は収益価格で評価 されるこ

とになっている。また、一定の期間内に承

継者がその農地を宅地等として売却(厳 し

い都市計画的規制の もとでのみ可能)し た

ときは、収益価格との差額につき譲歩相続

人への追加補償の支払い義務が生 じること

になって いる。

ドイツでは不分割的農場譲渡契約が普及

している点 も軽視出来ない。農業経営が相

続によって分割されることが、農民にとっ

ていかに不利であるかということは、農民

自身が最 もよく知 っていた。農民の相続法

制が確立 していない時期にすでに農場譲渡

契約は存在 していたという(欧 文参考文献

⑩53頁)。 現在において も、全農場の少な

くとも60パーセ ント以上はこの方法によっ

て承継されていると考えてよい。契約の当

事者 は、経営主(多 くの場合 その配偶者
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も)と 後継者である。子供が複数いる場合

には、譲歩相続人となる子供も補償の部分

に関する利害関係人として契約当事者とな

る。

この方法は、契約であり、経営主が生存

中にその内容を実現するか ら、当然に法律

の規定に優先する。相続法 との関連で問題

が生 じるのは、譲歩相続人の遺留分 との関

連だけである。この点については、経営主

(通常は父)が 、譲歩相続人 となる子供連

に一定の生前贈与を行い、農場後継者との

間の譲渡契約においてその点を確認 し、譲

歩相続人にも署名させるようにしている。

これは、この契約において実質的に遺留分

に対する配慮がなされていることの確認で

あると考え られている。父親が充分な手当

てができなかった場合には、農場譲渡契約

において後継者が譲歩相続人に対 して定期

金債務を負担することになる。

この契約のもう一つの要素は、引退する

経営主夫婦に対する扶養の問題である。後

継者は、この契約において、食 ・住の提供

と月払の定期金債務(小 遣)な どを負担す

る。食事については、食卓を共にする場合

と別にする場合(こ の場合には、具体的で

詳細な取決めがなされる)が あり、住居に

ついも、同居(と いって も階層単位)の 場

合と隠居屋を提供する場合 とがある。

実際には州の農業相続法の果たす役割は

重要である。旧西 ドイツの11州 のうち、ハ

ンブルク州、二一ダ―ザクセン州、ノル ト

ライン・ヴェス トファ―レン州、 シュレス

ヴィヒ・ホルシュタイン州については、旧

英国占領地域であったという沿革的理由か

ら、統一の農場相続法が適用されている。

これは法形式上は、4州 にのみ適用される

連邦法(部 分連邦法という)で ある。その

他にライ ンラン ト・プ ァルツ州、バーデ

ン ・ヴュルテンベル ク州、ブレーメン州、

ヘ ッセン州において農場の不分割相続のた

めの法律が制定されている。各州の法律と

いって も、必ず しも全州に適用になるわけ

ではなく、一子相続慣行のあった地域にの

み適用になるもの もある。旧西 ドイツにお

いて州として何 らの特別法を有 していない

のは、従って、バイエル ン州と1957年 に西

ドイツに編入されたザ―ルラント州だけで

ある。西部 ドイツはナポレオン法典の影響

もあって現物分割慣行が強いとされている

か ら、ザールラント州に一子相続法がない

のは理解で きる。 しか し、バイエルン州に

ついては現物分割の慣行が普及 しているわ

けではない。む しろ逆であり、前述の農場

譲渡契約の慣行が全域的にに普及 している

結果、特別法を必要 としていないと考えて

よい(邦 語文献③、欧文文献⑰)。

(3)農 業賃貸借法

ここでは民法上の土地賃貸借(用 益賃貸

借と小作に関する実体法規を含む)と 小作

地取引法(契 約届け出義務や意義勧告制度
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等を含む)の 説明が主要なテ―マである

(邦語文献②、欧文文献⑯)。

(4)農 業 〔事件〕手続法

農業に関する事件が訴訟になる場合には、

通常の民事訴訟(小 作権の存否等)の ほか

には、まず、農林業用地取引法や小作地取

引法に基づく手続に関する訴訟があるが、

これは農業裁判所の管轄になり、その基本

的性格は非訟事件である。もう一つは、農

地整備手続に不服がある場合に生 じる訴訟

であり、その性格は行政訴訟である。農業

法としては、農業裁判所の手続を中心にし

て説くのが一般である(欧 文文献⑱、邦語

文献④453頁 以下)。

2.現 代的農業法

(1)農 業構造の改善関係法

ドイツにおける農地整備(耕 地整理)事

業の基本法は、農地整備法であるが、1969

年9月3日 の 「農業構造 と沿岸保護」とい

う共同課題に関する法律に基づ く農業構造

改善事業が重要な意義を有 している。この

法律に基づく事業には連邦 と州の予算が付

くため、実際上 も重要な意味を持っている。

具体的な法律 としては、第一に農地整備法

(日本の土地改良法に相当す るが、その事

業の範囲は遙かに広い)で ある。第二は、

内地植民法(土 地保有改善 ・整備)で ある。

内地植民会社は、現在の日本の制度に例え

れば農地保有合理化法人に近い機能を果た

している。第三 は、都市計画法(建 設法

典)で ある。 この法律は、土地利用計画 と

その具体化 としての地区詳細計画を有す る

地域および既成市街地(内 部地域 という)

以外の地域(外 部地域という)で の開発 ・

建築行為を原則 として認めないため、農地

の保全 とい う意味 において農民 と農業に

とって も重要な意義を有する法律である。

(2)自 然保護 と景観育成関係法

この分野では、1935年 の帝国自然保護法

以来の伝統を有するが、その後の社会 ・経

済の発展はこの分野に多くの課題を提出し

ている。その意味で、1976年 の連邦自然保

護法制定の意義と背景が重要である。個別

分野としては、景観計画、自然保護、景観

育成および立入権(保 養目的での林地 ・農

地への立入権)等 が問題 となる。

(3)農 業協同化関係法

農業の合理化ない し農業構造の改善との

関連において、農業の協同化が新 しい課題

となっている。協同化の法形式としては、

民法上の社団、組合、会社(株 式会社、有

限会 社)な らびに協 同組 合Genossen-

schaft等 がある。具体的には、次のよ う

な ものがある。

第一に、機械組合または機械 リングは、

機械の共同所有組織ない し機械の能力の共

同利用のための組織である。第二に、豚舎

等の共同施設は、個々の農業経営の分業を

前提として利用される。第三に協同組合的

に結 合 され た 企 業Gemeinschaftsun－
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ternehmen、 第 四に経営連 鎖Betriebs-

ketten、 第五 に経 営援 助 組 合Betrieb-

shifsdiensteが ある。

(4)農 業市場関係法

この分野では、契約農業、生産協同組合、

農業カルテル法(カ ルテル禁止の原則の も

とで農業については一定の例外を認めてい

る)、市場構造法による生産組合、EC市

場規則(ジ ャガイモ、アル コール等を例外

としてすべての農産物 はこの規則 に服す

る)等 が扱われる。

(5)農 業生産関係法

ここでは生産者が規制を受ける法律が問

題となる。品種保護法、種苗取引法、家畜

飼育法、植物保護法(消 毒薬等の規制)、

肥料規制法等である。

(6)農 業信用関係法

ここでは、いわゆる回転融資(種 子や肥

料のための融資)、経営融資、土地取得融

資等のような経営融資、農地整備の場合の

ような農村基盤整備融資、内地植民 ・定住

融資が対象となる。さらに、農業金融機関、

農業信用のための特別な担保制度、農業資

産の強制執行からの保護等について説かれ

る。

(7)農 業税法

一般税法の適用を前提 とした上で例外規

制がなされているため、この点についての

説明が中心となる。土地の評価 については

収益価格 の18倍 を基本 とす る統一価格

Einheitswertが 用い られている。平均率

による所得調査(日 本の青色申告に類似す

る)等 について も説かれる。

(3)農 業労働法

1919年 の農業労働者令が1969年 の労働法

令整理法によって廃止されて以降、農業労

働者法は少年労働の保護等についての具体

的規定を除いて存在 していない。なお、家

族労働をどう取 り扱 うかという問題は以前

として存在 している。

(9)農 業社会法

1881年 の皇帝の告知を以て開始 された賃

労働者に対す る社会保険制度は、1886年 の

法律によつて農林業労働者にも適用 される

ようになった。1889年 の疾病 ・老齢者保険

令を経て1911年 にこれ らの法律が帝国保険

令に統合された。

農業労働者ではなく、自営農民のための

社会法は第二次大戦後に発展を遂げた。 こ

れは1957年 の農民老齢年金法 と1972年 の農

民疾病保険法の制定が画期であるが、その

性格は1975年 以降の社会法典(第 一編、四

編、十編)に おいて も維持されている。

3.「1.」 と 「2.」 とにおける制限原理の

相違

伝統的農業法 と現代的農業法における土地

所有権への干渉の程度は明 らかに異なったも

のがある。もっとも現代的農業法のなかには、

直接土地には関係 しないものもあるから(本

来そのための分類ではないか ら当然である
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が)、 全体について土地所有に対する干渉の

程度を基準 として論ずることはできないが、

土地関連の立法については段階的違いを認識

することはできる。また、農業構造の改善関

係法のようなものについては、それ自体の中

に伝統的要素と現代的要素を含んでいるか ら

単純な比較もできないが、機能に着眼 して評

価することは可能である。

伝統的農業法における土地所有への干渉は、

個別の所有権(経 営)の 活動ないし行為への

国家的干渉であり、干渉の前提 として個々の

所有者ない し経営者の行動の自由が存在 して

いる。土地の取引においても、賃貸借におい

て も、基本的には当事者の自由であるが、一

定の事由に該当するときは、認可されなか っ

たり、先買権の行使がなされたりする。農業

相続法の分野では、農場の不分割的承継のた

めの契約(農 場譲渡契約)の 普及を前提とし

て、それを補 うために不分割的承継のための

制度ないし手続きが用意されている。耕地整

理法の分野で も、当事者の一定割合の同意が

事業実施の要件 とされていた場合には、当事

者の意思に基礎をおいていたと考えられる。

これに対 して現代的農業法の領域において

は、個別経営ないし個別所有者の意思を超越

した公益のために、法律に基づいた一定の利

用規制に服 している。農地整備法の場合にお

いても、職権主義が導入されるに至った段階

では(実 際上の問題 として当事者の意思が尊

重されているか どうかは別 として)、 土地 に

よる補償 とそれを補 う金銭補償が如何に十分

になされるかという点での法的保障はなされ

ているが、個別当事者の意思は事業参加への

自由の レベルでは尊重されることはもはやな

い。自然保護や景観の育成関係法において も、

そのような公益的目的のために必要であれば、

経営的には採算がとれない方法であって も一一

定の規制に服 しなければならない。 もちろん、

それが個別的な特別な犠牲に該当する場合に

は、適切な補償がなされることになって いる。

二.農 地整備法

すでに沿革的観点か ら見て きたように、 日

本の土地改良法(耕 地整理法)と ドイツの農

地整備法 とは同根の法律であると言 うことが

出来 るが、現時点で土地所有思想の観点から

見れば極めて大きな相違点が存在 している。

以下では、紙幅の関係と読者が日本の農地関

係法については専門家であるということを考

え、土地改良法については、関連の項目にお

いて しかも土地所有思想に関係する点につい

てのみ言及することに留める。

1.農 地整備手続の概要

(1)事 業の目的

(イ)日 本の土地改良法 農業基本法の

趣旨に沿 って農業生産の基盤の整備及び

開発を図 り、 もって農業生産性の向上、

農業総生産の増大、農業生産の選択的拡

大及び農業構造の改善を図ることにある。

同時に、土地改良事業は土地 と水に関連
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する事業であるから、他産業との調和の

上に国土の総合的な開発及び保全を図る

べきものとされており、また多額の公的

資金を含む資本投下を必要とすることか

ら、国民経済の発展に適合させるべきこ

とが要請されている。

このように土地改良法は、極めて広範

な目的を掲げているが、実際にはその具

体化のための規定は限定 されている。そ

の結果 日本の土地改良事業が前提として

いる農村は農業生産のための空間であり、

多目的機能を持 った空間としては捉え ら

れていない。

(ロ)ド イツ農地整備法 農林業におけ

る生産および労働条件の改善のため、な

らびに一般的農村基盤整備Allgemeine

Landeskulturお よ び農 村 発展Lan-

dentwicklungの 促進のために、農村の

土地所有を本法に従った施策により、新

たに整備す ることができる(1条)。 こ

こでの農村発展を考えるにあたっては、

農村は単に農業生産の場ではなく、保養、

レクレーション、エコロジー的調整空間

等の多機能をもつた空間として捉え られ

ている。

(a)通 常の農地整備手続(1条 、37

条)

申請は不要であるが、事業が参加者

の利益 になる ことが要件である(4

条)。
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(b)迅 速集団化手続(92条 以下)

複数の土地所有者または農業職能代

表の申請に基づいて官庁が命令する。

農林業における生産労働条件の改善が

農地整備によって迅速に達成 しうる場

合、自然保護または景観保全にとって

必要な施策を実現するため、休耕地が

多い地域において、その農業への弊害

を除去するために必要である場合に実

施される。休耕地は散在 していると弊

害 も大きいが、耕地 と休耕地とをそれ

ぞれ集団化すれば、農業生産に対する

弊害が少な くなると同時に、休耕地自

体が生態学的調整空間としての意味を

持ちうるようになる(休 耕地の積極的

意義)。 新たな道路網の施設や大規模

な水利施策をさしあたって必要 としな

い村落耕地において実施される。課題

を限定 した手続ではあるが、本質的に

は、通常手続 と同じである。

(c)簡 易な農地整備手続(86条)

農地整備官庁 によ って命 じられる

(内容は後述参照)。

(d)大 規模公共事業のための農地整備

手続(87条)

土地収用官庁の申立に基づいて実施

される(87条)。 土地収用に代えて実

施される手続であるから、本質的には、

農業生産のための制度ではない(後 述、

「公共用地の創出と地価への影響」参



照)。

(e)任 意の土地交換(広 義)

以下の四種類の手続に分かれる。

(i)法103条a～103条iに 基づいて

官庁によって実施される手続、(ii)農

地整備手続または迅速集団化手続と結

合 して実施され る場合(103条j,103

条k)、(血)私 法上の契約に基づいた

所有権の交換、(iv)私 法上の契約に基

づいた小作地の交換。

後二者に も、一定の条件の もとで

「共通課題」法にもとつ く助成が可能

である。

2.換 地処分 ・交換分合 ・任意の土地交換の

性質上の異同について

(1)日 本の場合

土地改良法の場合には、(イ)換地処分にお

いては、換地 は従前地 とみなされ、権利関

係は全 く同一の物 として換地に移るが、交

換分合の場合には、所有権は移るが、その

他の権利はすべて新たに設定されまたは消

滅する。(ロ)換地処分はその公告によって発

効 し、交換分合は、認可公告によって、交

換分合計画に定められた時期に発効する。

内換地処分の場合にはその原因たる土地改

良工事が前提となっているが、交換分合の

場合には、工事を前提 とせずに実施するこ

とができる。

(2)ド イツの場合

(イ)基 本的考え方

換地処分の法律的性質については、プ

ロイセン法以来、一定の理解が確立 して

いる。換地は、従前地の代償物Surro-

gatで あるか ら、換地処分によっては、

観念的所有権の交換は生 じないのであり、

所有権の対象(現 物としての土地)が 交

換 されるだけである(68条 参照)。 従 っ

て、従前地の権利関係は原則 として変化

しない。溜池や水利組合の賦課金のよう

に現物 としての土地との場所的関係を切

断で きないものは、例外である。以上は、

物権関係について妥当する。債権関係と

しての小作関係は賃料の点で特別な配慮

が必要である。

回 工事 との関係

道路=河 川計画な しの事業は存在する

が、圃場の区画に全 く手をつけない事業

はないと思われる。単なる権利関係の変

更に留まる場合には、簡易な農地整備 と

して も実施することは出来ないと解され

ている。

内 任意の土地交換と日本の交換分合と

の比較

任意の土地交換は、関係者の申請 と交

換に関する合意の上に成 り立 っているの

で、その限りで手続きが簡略化されてい

ると考えてよい。日本の交換分合のよう

な特徴はなく、む しろ法的性質は、換地

処分に似ている。すなわち、権利関係の

変更等については、換地処分の場合 と基
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本的に同じと考えてよい。

3.簡 易な農地整備事業について

(1)立 法経緯と意義

帝国耕地整理令74条 を前身とする制度で

ある。1937年 に同令が制定された際に帝国

アウ トバーン法の関連規定が廃止されて同

条が設けられたという経緯がある。農村に

おける開発行為から生 じる予想外の損失を

除去するための制度であ った。

(2)法 律における位置づけ

(イ)通 常手続 との区別 この点につい

ては、次の判例が明確に述べている。

「法86条1項 の簡易な農地整備手続 と1

条と4条 により実施される通常手続との

区別は、単に実施の簡易化のみならず、

とりわけその実質的な要件の点にある。

86条1項 は、官庁に対 して、部分農地整

備(こ れは一定の動機に基づいて導入さ

れ、特別な目的に奉仕するものである)

を命令する権限をあたえている。 …

・・当該手続 は〔通常手続にたい して〕

まず、区域 の新秩 序 の形成Nueord-

nungに 奉仕するものではな く、農地整

備手続外で実施されその実施には農地整

備法自体はなんら関与 しない建設施策を

容易に実施することに奉仕するものであ

るが故に、86条1項 の存在意義があるの

である。これらの場合には、農地整備手

続は、農地整備外で実施される建設施策

を促進するための単なる援助手段に過ぎ

ない(連 邦行政裁判所判決、1961年11月

14日)。」

(ロ)手 続の内容と特徴

(a)86条1項 の手続の特徴 農地整

備官庁によって命令される(通 常手続

の場合につき4条 参照)。 農地整備決

定の重要な部分は、関与者への送付で

十分であるが(通 常の場合につき、6

条2項 参照)、 大部分の関与者が理解

している場合には、公示の方法で もよ

い。事業または施策の実施主体は、準

参加者である。

景観保護のための随伴計画を有する

道路=河 川計画を作成する必要はない。

自然保護や景観保護に必要な施策を実

施するために簡易の農地整備が実施さ

れる場合には、その施策は、農地整備

計画のなかに含められる。

施行命令と実施規則(通 常手続につ

いては62条1,3項 参照)は 、謄本の形

で関与者に送付される。大部分の関与

者が理解 している場合には、公示の方

法でもよい。

参加者組合の理事会を設置 しなくて

もよい旨の95条が、準用 される。

(b)内 容の特徴 通常手続の目的 ・

内容については、37条1項 を参照。 こ

れに対 して、簡易な農地整備手続の要

件は、道路、鉄道等の工事によって圃

場に対する人為的な干渉がなされもし
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くはなされて しまつている場合、また

は土地改革=内 地植民手続または事業

主体Unternehmerに よるその他の建

設施策が実施されるべき場合である。

事業は、前段の場合には、同項の施

策によつて生 じたLandeskultur上 の

損失を除去するために実施され、後段

の場合には、建設施策の実施を容易に

するために実施される。

(c)86条3項 の簡易な手続 簡易の

農地整備手続は、散村、比較的小規模

の市町村、散居村形態の農場の存する

地域並びに既に農地整備済 〔古い法律

に基づくものも含む〕であるがより強

力な集団化が必要 とされる市町村にお

いても許される。 この場合には、第1

項の要件は必要 とされない。ここでの

農地整備手続は、農地整備手続外でな

されるべき施策を促進するための単な

る補助手段ではない。

内 施行区域

通常手続の場合の施行区域は、集落

の周辺にまとまりを以て展開している

農地全体であるが、簡易な手続の場合

には、「損失」または 「建設施策」に

関連する農地のみである。

(3)用 地等

簡易な農地整備手続では、86条1項 の範

囲内で必要とされる用地は87条 の手続

の場合 と異なり一 参加者の負担 とはされ

ず、事業主体によって調達される。その結

果、単に、第三者の事業による非経済的効

果が除去されるにすぎない。内地植民手続

等の実施は、内地植民会社またはその他の

促進施策の実施主体の分散地の集団化 に

よって、適切な土地において事業実施が可

能となる。

(4)費 用

当該施設の設置 ・変更 ・除去によって生

じた損失に相応する実施費用(105条)は 、

事業主体の負担 となる(86条2項)。 ただ

し、この損失が他の法規による計画確定手

続において考慮されず、かっ計画確定後に

明 らかになった場合に限 られる。

4.農 地整備手続 と公共思想

第一章の耕地整理手続の沿革的説明の際に

も述べたように、 ドイツにおける耕地整理手

続は基本的には農民の私的利益から出発 した

もの と考えられる(制 度の沿革としてはプロ

イセ ンのように改革立法である場合 もある

が)。 しか し、現在では、手続の構成か ら見

て も、農地整備事業はもはや農地ないし農業

のためにのみ存在 しているとは考え られない。

もちろん農業生産の場 としての農村空間の整

備のための手続(通 常手続)が 基本的には中

心であるが、開発のための用地取得 し手段 と

しての農地整備手続が これと並行 して認めら

れており、近年ますます後者の重要性が増 し

つっあるということができる。

農地整備事業を実施 している地域またはそ
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の近 くで公共事業(道 路建設等)が 実施され

ている場合に、そのための用地取得を農地整

備事業 において配慮できるという程度ではな

く、公共事業の用地を調達するために、農地

整備事業を実施することがで きるという点が

ドイツ法と日本法 との決定的相違点である。

その方向での言わば 「究極の手続」とで も

言 うべ きものが、後述の開発農地整備手続

(87条)で ある。 これ らの場合には、農地の

所有者は、公共的利益の促進を前提として、

自己の経営的利益を考えなければな らないこ

ととなっている。

三.土 地所有 と開発

1.土 地所有概念の歴史的背景

(1)ロ ―マ法的純粋権利概念 とゲルマン法

的所有概念

現代日本に存在する私的土地所有権の絶

対性の概念は、沿革的には、 ドイツやフラ

ンスを経由したローマ法的概念であること

は間違いない。 しか し、土地が公共財であ

ることとの関連における制限原理を伴わな

い、それが言い過ぎであれば極めて不十分

にしか伴わない私的土地所有権の絶対性の

概念として確立 して しまっている点に日本

的特徴があるということができるように思

われる。①すなわち、 ローマ法的権利概念

が、近代市民革命を経て絶対的土地所有概

念として確立するが(日 本においてはこの

過程がいつ、どのように して成立 したかに

ついては争いのあるところであるが)、 そ

の後、私的土地所有権の絶対性の面だけが

強調されて展開 して くる場合(日 本の場

合)と 、私的土地所有権の絶対性に対する

制限原理(都 市計画による実質的制限)を

伴って展開 して くる場合(西 ドイツ等の場

合)と がある。 こうした有効な制限原理を

伴わない私的所有権の絶対性が、狂乱的地

価を生 じさせる制度的要因の一つとなって

いるということができる。②

(2)憲 法上の所有権保障の意義

ボン基本法14条2項 は、基本的にみて、

ワイマール憲法153条2項 の規定(「 所有権

は義務を伴う」)を 承継 している。 この規

定は、19世 紀初頭において深刻な地価問題

を抱えていた ドイツの大都市、とくにベル

リンにおいて展開されていた 「土地改革運

動」(A・ ダマシュケ等による)の 強い影

響のもとで誕生 したものと言われている。

この運動の主要なスローガンは、前述のよ

うに、開発利益を土地増加税の方法で社会

還元すべきであるとするものであった。③

日本の憲法(単 に所有権の保障をうたっ

ているのみ)や 、土地基本法のように土地

所有権の義務をうたうだけでは、現実の土

地法秩序は形成されない。また、単にその

ような法イデオロギーを振りま くことは、

所有権の権利保障の側面を軽視することに

なるから、むしろ不適当である。都市計画

法のような法律の形式をとつて、土地所有
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権の制限を法構造的に実質化(実 定法化)

しなければならない。

ワイマール憲法の場合にも、その規定自

体は宣言法的性格を有するものであっだが、

それ と同時並行的に、厳密に言えば、それ

に先行 して都市計画的規制が実定法秩序の

中に定着 しつつあったのである。④

① 土地 所有権 に対す る借地権 の優位 が、 日本的 特殊

事情(土 地 と建物 を別個 の不動 産 と して構成 す る等)

に もとついて 確立 してい るが、 これ は、 私的権利 相互

の調整の問題 であ り、 ここで い う制約原理 とは異な る。

② イギ リス法系の 国にお いて は、私 的土地所 有権の

絶対性 とい う概念 は成立 して いない。 む しろ、土 地利

用権の様々な在 り方が 問題 とな って いる。

③ 稲本 ・甲斐 ・戒能 ・田山『所 有権思想の歴史』139

頁以下 も参照 。

④ ここで は、プ ロイセ ンの建築線法 と、 これ を前提

と して土地所 有権 に対す る公的規制 を飛躍的 に強化 し

たアジケス法(LexesAdikes)を 例 と して挙げてお く。

2.ド イツにおける国土の原則的開発禁止 と

国土利用

(1)は じめに

国土空間の開発および再開発の場合に、

どの程度までの公的規制ないし介入を前提

とするかによって、その地域の地価の変動

は決定的な影響を受けることになる。すな

わち、地価の形成は、本質的には経済的現

象であるが、土地をめぐる法制度の違いに

よって大きな影響を受けることも確かなこ

とである。 ドイツにおいて も、高地価は社

会的 ・経済的問題となっているが、 日本に

おけるような狂乱的地価問題は生 じていな

い。都市計画制度等の充分な活用により美

しい国土景観の形成に成功 しており、日本

が現に直面 しているような、経済社会の崩

壊への引き金にもなりかねないような地価

の高騰を抑制することに成功 している。

ドイツの国土整備法制が、日本の法制と

の比較において、どのような点について本

質的に異なっているかについては、まさに

学際的な観点か らの総合的な検討が必要で

あるが、法制度の観点からは、その社会に

おける私的所有権の絶対性の持つ意味の違

いと、都市計画制度の内容の本質的違いを

検討することが重要であると思われる。本

項では、前者については、極 く簡単に述べ

るにとどめ、主として後者について、都市

計画制度を広義に捉えたうえで、地価形成

との関連において論 じてみたいと思う。

(2)外 部地域Aubenbereichと 内部地域

Innenbereich

ドイツにおける都市計画に関する基本的

法律は、建設法典①である。同法は、国土

空間を内部地域と外部地域 とに分けている。

内部地域 とは、既成市街地、連担建築地域

(建物が連続 して建ち並んでいる市街地内

の建築地)、 地区詳細計画による建築地域

を指す。これ以外の地域を外部地域と呼び、

ここにおいては原則として開発 ・建築行為

は許されない。外部地域においては、例外
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的な場合にのみ建築行為が可能である(同

法典35条)。 すなわち、 ドイツにおいては、

すべての土地について 「建築の不自由」が

大原則として確立 しているのである。ただ

し、「建設法典」の立法理由などをみると、

この法典によって 「建築の自由」が確保さ

れる、と述べている。その意味するところ

は、土地利用計画 と地区詳細計画の制定に

よ って、土地所有者はまさに 「建築の 自

由」を獲得するからであろう。

(イ)内 部地域は、建築可能地域であるが、

前述のように、そこに建築するには地区

詳細計画に従わなければならない。また、

建築可能であるということは、単にゾー

ニングの意味で建築可能となるのではな

く、市町村がその責任において地区施設

整備(イ ンフラス トラクチャー等)を 完

了しているということを意味 しているの

である。ただし、その費用は受益者であ

る土地所有者が負担する。従 って、地区

施設が未整備である 「宅地」(日 本では

決 して珍 しくない)は 存在 しないのであ

る。

(ロ)外 部地域において建築行為が許され

るのは、次の場合である(建 設法典35条

1項)。

(a)農 業 もしくは林業経営の用に供 さ

れるものであり、かつこれ らの経営用

地の付帯的な部分と認められるもの。

(b)農 業者の居住の用に供 されるもの

であり、かつ、この経営が後継者委譲

の目的 とされているもの(さ らに幾つ

かの条件が定められている)。

(c)農 業労働者用家屋の用に供される

もの。

(d)遠 距離通信システム、電気、ガス、

熱および水道の供給、排水処理または

地域と結びついた営業の用に供される

もの。

(e)市 街地またはその近 くでは公害等

の理由により建築が不適当な施設 ・建

築物など。

(f)平 和目的のための核エネルギーの

研究、開発 もしくは利用または放射性廃

棄物の処理の用に供されるもの。

内 その他の建築行為は、その実行また

は利用が公共の利益を害 しない場合に、

個別的に許可することができる。ただ し、

次の場合には、公共の利益に対する侵害

となる(同 法典35条2～3項)。

(a)土 地利用計画の表示に反する場合。

(b)環 境に有害な影響を惹起する可能

性がある場合またはその影響に曝 され

ている場合

(c)道 路その他の交通施設、公共供給

施設、廃棄物処理および下水道処理な

らびに安全 ・健康その他の課題のため

に不経済な支出を必要とするもの。

(d)水 利経済を危険に陥れる場合。

(e)自 然の保全 ・保護または記念物保
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全に関する利益を害する場合。

(1)景 観の自然的特質または保養地域

特に考慮 しなければなはらないものと

されて いる。

としての任務を害する場合。

(9)ス プロール的開発の発生、固定化

または拡大の恐れを生 じさせる場合。

なお、例外 を認 めるにあ たっては、

① 建設 法典の条文 についは、「不動産 研究」29巻1号

以下 に、西 ドイツ土地 法制研究会 の逐条訳 が掲載 され

て い る(最 近、 同研究所 か らまとめて冊子 と して発行

されて いる)。

農業構造改善のための措置については
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3.ド イツにおける計画利益 と開発利益に関

する考え方

(1)新 開発における地価の変化

(イ)ド イツにおいて、農地が建築可能な

土地になる過程においてどの様な価格変

化を遂げるかという点について、経済学

的にというよりも、制度的に検討 してみ

ることとしよう。つ まり、どの様な要因

があればどの程度価格が上昇するか、と

いう経済学の一般理論としてではな く、

ドイツの国土整備ないし都市計画制度の

もとにおいて、農地が宅地等に転換され

る際に、どのように価格上昇が生 じるの

か、という点について検討 してみること

にする。ここで用いる資料は、 ドイツの

ノル ト・ライン=ヴ ェス トファレン州に

あるコースフェル ト市において、区画整

理委員会の説明資料として1980年 代に事

務当局によって用いられていたものであ

る。従って、必ず しも ドイツにおける一

般的な理解とはいえない点もあるかもし

れないが、ベル リンで もほぼ同様なもの

が利用されて いるので 「開発 と地価形

成」の問題を考えるにあたっては客観的

な意義を有 していると思われる。資料入

手の後、関連法令(連 邦建設法と都市建

設促進法等)が 建設法典に吸収される等

の法制度上の変化はあったが、内容的に

は、大きな変化はないので、ほぼ資料の

まま紹介することとする。①

(司 計画利得 と受益者負担の関係

これを各段階毎にどの くらいの割合で

価値が付加 されるのか、 という観点か ら

見れば、次のようになる。

以上の価値上昇分のうち、0～ Ⅱにおいて生 じ

た価値は、計画利得と呼ばれている。② Ⅱ～Ⅲa

にお いて生 じた価値 は、区画整理利得Umle-

gungsvorteilと 呼ばれている。これは、金銭 また

は土地の形式で市町村に帰属す る。土地による場

合吸収方法の(減 歩)は 、初めての区画整理のと

きは30%、 その他の ときは10%を 越えてはならな

い(同 法典58条)。

日 新開発と費用負担 ・土地利用義務

トイツの新開発のやり方を簡潔にまと

めれば、原則的に開発 ・建築が禁止され

ている土地について、一定の必要性に基

づいて、土地利用計画とそれに基づ く地

区詳細計画が策定され、各市町村がその

土地についてインフラス トラクチャーの
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整備を行 う、という過程を経ることにな

る。

土地利用計画により 「建築用地」とさ

れただけでは、依然 として建築区禁止地

であるから、地価の上昇は僅か(10%)

である。地区詳細計画が策定されて具体

的な建築可能性が示されると、20%を 加

算す る。 市町 村が イ ンフラス トラ ク

チャーの整備を行えば建築が可能である

から、これ も理解で きる。この場合に、

造成 ・整備事業は市町村の責任において

公益企業に実施 させる。土地の区画整理

を実施 し、下水道や道路の舗装等が完了

すると、建築成熟地 と呼ばれ、現実に建

築が可能 となる。 しか し、ここまでに掛

かった費用は原則 して受益者負担である

から、立派に造成された 「宅地等」を取

得 した所有者は、相当に高額の地区施設

整備負担金を徴収される。

地区詳細計画で住宅地とされている土

地を取得 した所有者は、そこに住宅を建

てる義務がある。税制による促進を前提

として、最終的には市町村から建築命令

が出されることもありうる。 この場合に

おいて、経済的な理由で建築がで きない

ときは、所有者は土地の買い取 りを市町

村に請求することになる(詳 細は建築法

典において規制されてる)。

(2)再 開発の場合の地価の変化 と開発利益

都市再開発の場合にも、公的資金の投下

を前提とする広義の開発利益は生 じるが、

この場合 には、調整賦課金Ausgleichs-

betragと して、公的資金の投下による地

価上昇分を吸収する制度が存在 している。

ただ し、区画整理を伴 う場合において、そ

れによる利得が生 じるときは、区画整理利

得として処理されているからここでは度外

視される。再開発によって生 じる地価の上

昇とは、再開発の企図 も存在しない時点で

の地価と、再開発の終了後の地価 との差額

である(同 法典154条2項)。 開発利益がわ

ずかであり、その特徴が費用倒れになるよ

うな場合は、市町村は徴収手続を行わない

ことができる。 この事業に関連 して、地区

施設が再整備されて も、分担金の徴収は行

われない。

①Zusammenste1lungvonderGeschaftsstelledes

UmlegungsausschussesfurdieMitgliederdes

Umlegungsausschusses,StadtCoesfeld.

② 従 って 、 調 整 賦 課 金 は、 地 区 施 設 整 備 分 担 金 と 共

通 の 内 容 を 有 す るが 、 そ の 性 質 を 異 に して い る。 従 っ

て 、 ① の 新 開 発 の 場 合 に お い て も、 計 画 利 得 清 算 税 の

よ う な形 で 開 発 利 益 を を 徴 収 しう る余 地 が あ る もの と

思 われ る。

四.公 共的用地の創出と地価への影響

公共的用地を創出する手法は、農地整備法

に基づ くものと建設法典に基づ くものとに分

かれる。西 ドイツにおいて も、公共用地を創

出するためには、任意買収が行われるし、土
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地収用 も可能である(連 邦の一般土地収用法

は未だ存在せず、建設法典等の個別法に収用

規定が含まれている)が 、日本の場合 とは、

その意味がかなり異なっている点には注意 し

なければならない。すなわち、農地に公共用

地を求める場合には農地整備法上の手続きが

利用されることが多い し、既成市街地に求め

る場合には、区画整理の手法が用いられるこ

とが多い。そのことが地価高騰の抑制 と密接

な関連を有 しているのである。

1.農 地整備法に基づく方法

(1)農 地整備の通常手続①において公共的

用地を創出する方法

公共的用地とは、ここでは、共同施設用

地 と公共施設用地とを意味するものとして

用いるものとする。共同施設用地 とは、農

道のように、主として農地整備地区の参加

者にとって共同の利用もしくは共同の利益

になるような施設用地であり、農地整備の

目的(同 法1条)を 達成するために必要な

ものである。公共用地とは、市道や州道の

ように、主として参加者以外の者の利益に

なるような施設用地である。 これらのため

に必要な土地は、各参加者が従前地の全区

域面積に対する割合に従って一定の条件の

もとで提供 しなければならない(47条1

項)。

(イ)共 同施設用地

農道の新設 ・拡張や農業用河川の拡幅

などのためには共同減歩が実施 され る

(39条)。主 として参加者のための用地調

達であるか ら、原則として全参加者が一

定割合(減 歩率)に 従 って用地を提供す

る。共同施設は、原則 として参加者組合

が建設 し、維持義務者への引渡 まで維持

・管理す る。維持義務者は、農地整備計

画によって参加者組合 とされるのが原則

であるが、市町村が同意する場合には、

農地整備計画によって これに配分するこ

とができる(42条)。

(ロ)公共施設用地

公共交通のための施設(市 町村道,州

道)用 地や防火用水,自 然保護施設等の

ため用地を創出するためには、「比較的

小範囲(例 えば、1.5%)に おいて共同

減歩が実施される(40条)。 一般公共用

地については、事業参加者も利益を受け

るが、それは一市民 としてであるから、

この場合の共同減歩は、一定の限度内に

おいて実施 される。設置された公共施設

の所有者は、農地整備計画によって決定

される(40条)。 公共施設が公共的利益

と同時に参加者の利益にも役立つとは言

えない場合には、施設の所有者は、その

用地および発生 した損失に対 して適切な

金額を参加者組合に支払わなければなら

ない(同 条3項)。 この点が共同施設用

地の場合との本質的な違いである。

(2)大 規模な公共用地を必要とする場合の

制度(開 発農地整備)②
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(イ)ア ウ ト・バーン,連 邦鉄道,連 邦道

等の建設

上記 「1」 に述べた場合には、農業の

ための農地整備が実施される際に公共的

用地を創出する手法であるが、ここでは

逆である。すなわち、上記のような大規

模な公共用地が必要である場合に、それ

を創出するために農地整備事業を実施す

るのである(87条)。 日本の法制度との

関連でいえば、土地収用を背景に しつつ、

任意買収によって用地を確保するであろ

う場合である。事業者(連 邦、州等)は 、

その用地取得について土地収用の要件を

具備すると、それに代えて農地整備官庁

に対 して農地整備の事業申請をすること

ができる。農地整備官庁は、農業職能代

表(農 業会議所など)と 協議 して、事業

区域の規模等を決定する。必要な用地は、

共同減歩によって創出するが、 この場合

は有償である。すなわち、事業者は、用

地代を参加者組合に支払わなければなら

ない。

実際には、必要な用地のすべてをこの

方法で創出すると農地整備参加者の減歩

率が高 くなり、事業に対する反対者を多

くする原因にもなるため、事業者が地方

自治体であるときは、地区内の公有地に

ついて不換地の申立てをすることが多い。

適切な公有地を有 しない場合には、事業

主体が一定程度の面積について先行取得

を しておいて、不換地の申立てをす る方

法も行われる。

(司 私的企業の用地調達のための利用可

能性

通常の私的企業のための用地調達が土

地収用の要件を充足 しないことは、改め

て述べ るまで もないことである。 しか し、

州の国土整備計画や広域地方計画等の上

位計画によって地域の振興が定められ、

それを受けて、土地利用計画 と地区詳細

計画によって特定の私的企業が誘致され

たというような場合には、それはもはや

単なる私企業の誘致ではない。私的企業

の誘致がいわば都市計画によって具体化

されたのである。 しかし、このような場

合にも、都市計画の具体化のための用地

取得だか ら、土地収用の要件である 「公

共性」を充足すると言えるのであろうか。

バーデン ・ヴュルテンベル ク州のシュ

トットガルト近郊のある町がダイムラー・ベ

ンツ社 の試走場Test-Streckeを 誘致

しょうとした事件は、まさにこの典型例

であった。③ この地域は、いわゆる過疎

地帯であり、産業の誘致等によって地域

に就業の機会を作 らなければならない必

要に迫 られていた。そこで、地元の二市

町と企業との協定により、地元か らの一

定数の雇用の確保、農地の喪失を最小限

度に止めること、環境の保全などにっい

て配慮 したうえで、試走場用地創出のた
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めに、地元の農地整備官庁に事業申請を

した。同官庁は、農地整備決定をお こ

なったが、地元の農民(Bundschuh-

Genossenschaftの 支持の もとで)が 、

決定取消の訴訟を提起 して争った。この

行政訴訟は、連邦行政裁判所において農

民の敗訴 となったため、反対農民はさら

に憲法訴訟を提起 して、私的企業のため

の用地取得は、土地収用の要件を充足 し

ないとして争った。連邦憲法裁判所は、

農民の主張を認め、本件事業の用地を農

地整備法八七条の手続きによって創出す

ることはできない旨判示 した。

この事件は、農地整備手続 きの違憲性

の問題が争われたのではな く、その前提

としての土地収用要件の充足の存否が争

われたのであるが、連邦行政裁判所が、

この程度の公共性があれば、土地収用を

認めるとしたことの意義を考えてみなけ

ればならないだろう。私企業との暗い関

係 といった観点からではな く、600ヘ ク

タールもの土地が公共的意義を持ちつつ

必要とされるているときに、そこに農地

整備事業を被せることによって地価の急

上昇を避けなが ら用地を確保 し、かっ地

域の整備を行お うとする行政の積極的姿

勢について考えてみる必要がありそうで

ある。

憲法裁判所の判決においても、厳密に

言えば、収用をまった く不可能 としたの

ではな く、このような場合でも、州の特

別法を制定 して、それに基づいて収用す

るのであれば、憲法違反とならないと解

する余地を残 していたと言われている。

内 農地整備事業と市町村 との協調

(a)参 加者組合連合会による先行取得

(市町村の意を帯 して)

西 ドイツの農地整備参加者組合は、

参加者組合連合会に結集 し、連合会は

さらに総連合会に結集 している。その

結果、 これ らの上部組織 は、相当に広

い地域を管轄することになる。その地

域内で市町村道を新設ないし拡幅する

必要がある場合には、予め、参加者組

合連合会に用地の先行取得を依頼する

方法が取られることがある。日本で用

地の先行取得をするとすれば、正に道

路となる敷地の所有権を取得すること

になるが、西 ドイツの場合には農地整

備事業を前提とするからその必要はな

い。農地整備区域内の土地であれば原

則 としてどこでもよい。 もちろん、こ

の場合の用地取得費用は最終的には市

町村が負担する。このような方法は、

バイエルン州で比較的多 く行われてい

る。④

(b)農 地整備事業と市街地の区画整理

事業 との協調

農地整備事業地区内に土地を有する

Aは 兼業農家(日 本でいえば第二種兼



業)で あり、農地のために出費をする

意思はなく、む しろ市街地に宅地を取

得 したいと考えている。一方では、区

画整理事業地区内に土地を有するBは

専業農家で耕地を減 らした くない。 こ

のような場合には、Aは 区画整理事業

から換地を取得 し、Bは 農地整備事業

から換地を取得することができる。 も

ちろん、そのためには、Aの 属 してい

る農地整備事業の管轄官庁とBが 属 し

ている区画整理事業の管轄官庁(市 町

村の区画整理部局)と の間で連絡を取

り合ったうえで、土地所有者の了解を

得る必要がある。⑤

(c)村 落再整備による場合

村落再整備は、基本的には、農地整

備法による事業 と建設法典(旧 都市建

設促進法)に よる事業 とがある。⑥

2.建 設法典(区 画整理事業)に 基づ く方法

(1)区 画整理Umlegungは 、農地等を建

築可能地 にす る場合Erschliebungsum-

legungと 、既成市街地の用途が地区詳細

計 画 に よ って 変 更 され て い る場 合

Neugestaltungsumlegungに 、未建築地

または既建築地をその位置、形態および規

模に照らして建築利用またはその他の利用

に合目的的な形態を有する土地とするため

に行われる。従前地の所有者は、一定の基

準にしたがって換地を取得できるが、その

際には、道路、広場等の用地、および公園、

子供の遊び場を含む緑地施設、環境保護施

設のための用地(建 設法典55条2項)の た

めに、減歩がなされる(57条 、58条)。

(2)区 画整理事業を伴 う市街地再開発事業

Sanierungが 実施 され ると、公共用地等

が整備され、公的資金の投入によって地価

が引き上げられることが多い。 しかし、区

画整理事業を伴わない場合には、公共用地

の創出とは関係がない場合が多い。

3.減 歩方式の有効性

我が国において、公共用地を創出する場合

には、そこが農地であれ、市街地であれ、そ

の土地を取得することになるか ら、どうして

も売手市場となり、そ この地価は上昇するこ

とになる。任意買収に応 じないときは、土地

収用法によって収用することが可能であり、

その際にはいわゆるゴネ得は出来ないように

法的に配慮されてはいるが、収用自体がめつ

たになされないこともあ り、実際上は公共用

地の創出により、周辺の地価を押 し上げる結

果 となることが多い。

しか し、西 ドイツにおいては、原則 として、

新開発の場合には農地整備法による減歩が実

施され、再開発の場合には建設法典(区 画整

理)に よる減歩が実施される結果、その用地

の任意買収による一般的な地価の上昇は生 じ

ない。大規模公共事業のための農地整備に先

行 して任意買収が行われることはあるが、そ

の用地(例 えば道路敷)を 買収する必要はな

いか ら(後 に換地を予定 しているか ら、農地
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整備区域内であればどこで もよい)売 手市場

にはならない。 しかも、開発 ・建築可能地と

しての整備は、市町村が責任を もって行うか

ら(作 業は民間企業に委託することが多いが、

非 営利的事 業で ある)イ ンフラス トラク

チャー等の内容 ・質も保障されるし、地価 も

吊り上げられるようなことはない。

① 農 地整備 の通 常手続 きにつ いて は、 田山輝 明 『西

ドイ ツの農地 整備法 制の研究』513頁 以下参照。

② 大 規模 な公 共用 地の ための農地 整備事 業 について

は、田山 ・前 掲書518頁 以下参照。

③ 詳 しくは、田山 ・前掲書520頁 以下参照。

④ 参加者組 合連合会 については、田 山前 掲書554頁 以

下参照。

⑤ 具体例については、田山前 掲書569頁 以下参照。

⑥ 具体例については、田山前 掲書587頁 以下参照。

五.終 りに

1.農 民の土地に対する意識の変化

(1)農 地改革の影響

農地改革の全体としての評価をここです

ることは不可能であるし、適当な場でもな

い。土地所有に対する農民の意識に対 して

どのような影響を与えたのか、また現に与

えているのか、 という点について限定 して

述べておきたい。

自作農主義の実現とその成果の法制化を

目的とす る農地法が もたらした最 も大きな

構造上の問題は、利用権 レベルにおける農

地流動化の阻害要因であろう。経営規模の

拡大や労働力不足による農地の流動化を推

進する際に、最大の障害の一つは、いわゆ

る農地改革に対するア レルギーであった。

一度貸 したら実際に返還 して貰うことは難

しいと多 くの者が考えたためである。その

ために闇小作の発生やそれに対応するため

の農用地利用増進法の制定等がなされたの

であった。

農地は有限な財として最 も効率的に利用

されるべきものであるが、みずか ら利用で

きない者が他人をして利用させることをも

躊躇 して しまうような状況がある以上、土

地の利用を強調することは無意味であった。

その意味で農用地利用増進法の果たすべき

役割は大きいと思われるが、農地所有者の

間でその意味が必ず しも十分に理解されて

いるとは言いがたいようである。

土地問題を解決する際に、日本の土地所

有者が農村において も零細であることが障

害となる場合は決して珍 しいことではない。

平均的経営耕地面積を仮に1ヘ クタールと

すれば、40ヘ クタールの用地を確保するに

は40人の所有者を相手にすることになる。

このような状態 も農地改革の理念である自

作農主義の成果であると言えないこもない。

ドイツで同様の面積の用地取得をする際に

一人の地主を相手にしたにす ぎないという

ような話を聞 くと、土地問題ないし土地政

策の難 しさをつ くづ く感 じさせられるので

ある。
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(3)地 価の急上昇 と資産的保有

農地をめぐる問題は、農民の意識の レベ

ルの問題に留まっていたわけではない。農

地改革の結果、多 くの農民が土地の所有者

になった 。その ことは耕作者が所有者 と

なったという限りでは生産の安定につなが

り、その限りで農村の発展をもたらすはず

のものであった。 しか し、日本社会全体の

発展は、農村をそのような安定 した状態に

導いてはいかなか った。大都市を中心に生

じた地価の暴騰は農村にも大きな影響を与

えた。

地価急上昇は、土地の利用ではな く、最

も有利な換価により売却することを目的と

する土地所有の形態を生み出した。従来の

地主は自己の利用の範囲を超えた土地を所

有 したままで他人に利用させることのみを

考えていたのであり、その際の最大の関心

事は最 も有利な賃料であった。 しか し、今

や資産的保有を目的とする土地所有にとっ

ては、賃料の大きさは第二次的要素なので

あり、最大の関心事は最 も有利なときに更

地で(利 用と分離 した状態で 最 も有利

な状態で)売 却できることなのである。 こ

のような事例は、大都市周辺の土地所有者、

特に農地の所有者の一部に見 られる。これ

は、大都市の中心部に於いて投機目的で土

地転が しを行 う不動産資本 とは、区別され

るべきものであり、資産的農地所有 と呼ば

れている。

(3)高 地価を媒介とする土地に対する意識

の分化

こうした状態は、土地の本来の特性であ

る利用価値を軽視 し、銀行預金と同次元の

利子産み資本と同様なものとして理解す る

態度を生み出す。 このような意識の持 ち主

に対 して在るべ き土地の利用義務のみを抽

象的に説いてみても何の意味もない。開発

との関連にまで遡って、土地利用の在り方、

すなわち土地所有の在 り方を議論 し、それ

を法規範として実現 しなければな らない。

2.土 地基本法の位置づけと評価

土地基本法の基礎となっている 「5原則」

については本稿の冒頭で述べたが、それ らが

日本の土地法制の基本原則として、在るべ き

姿を示す ものであることは、歴史的検討の結

果として も明確に確認することがで きる。

日 ・独の比較研究を してみた結果 として明

確になったことは、社会の一定の発展段階に

おいては、 ドイツにおいても現代日本の土地

問題 と類似 した問題が存在 して いたが、約

100年 もの期間をかけてすこしつつ着実に解

決 してきたという点である。土地問題は社会

の基底に深 く根ざ しているため、革命的状況

を前提としない限り、一挙に解決することは

不可能である。

さまざまな社会的 ・経済的要因により、国

民の土地に対する意識が所有と利用 とを分離

して把握する方向へ向いて しまっている現状

においては、国民的総意として所有 と利用の
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結合を確認 し、有限な財としての土地におけ

る公共的利用を確認することは、たとえ宣言

的意義であっても極めて重要であると言わな

ければならない。

土地基本法は単なる宣言的立法であり、 こ

れによって何かが具体的に前進するわけでは

ないが、 ドイツの立法史において100年 以上

もかけて獲得 して きた成果に近いものが法律

の形式を借 りて宣言されているのであり、土

地制度について発展の方向を誤って進んでき

て しまった国にとっては軌道修正の方向を示

す ものとしての意義 は極めて大きいと言わな

ければならない。

今後は、いわば土地基本法の施行法的位置

づけをもった法律が制定されなければならな

い。土地基本法の趣旨に反する立法を しない

という意味での消極的立法に留まらず、積極

的に土地基本法の趣旨を具体化する立法を検

討すべき時期に来ている。その具体的内容は

ドイツの立法史の中にも見い出すことができ

る。
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