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第1節はじめに

借地に対する借地人の資本投下をどのよう

に保護するかという問題は、古くは19世紀イ

ギリスのハイファーミング期におけるテナン

ト・ライトの確立に向けての歴史にみられる

ように、借地関係近代化のひとつのメルクマ

ールとして長く争点になってきた問題である。

我が国においても、有益費償還問題は、大正

から昭和戦前期にかけて、地主-小作問題が

社会的に深刻化したときに、いわゆる小作立

法に関する法案論議の一環として議論された

経緯がある(1)。

戦前の小作立法は結局日の目を見ず、農地

改革による自作農創設の形で小作問題の解決

が図られたために、有益費問題はひとまず先

送りされた。戦後は、農地改革残存小作地に

おいて有益費問題は潜在的には残されたが、

農地法による賃貸借の法定更新、解約規制な

どによって賃貸借期間が長期化し、残存小作

地が半自作地化したこと、仮に解約が行われ

るとしても高率な離作料支払いが一般化した

ことのために、有益費問題が固有の形で問題

とされることはなかったのである。

しかし、昭和40年代以降になると、農地流

動化促進を目的として賃貸借規制が大幅に緩

和されることになり、事情が変わってくる

(2)
。即ち、昭和45年の農地法改正で10年以

上の定期賃貸借に関する更新拒絶が許可不要

とされ、昭和50年の農振法改正によって期間

が来れば自動的に終了する弱い権利としての

利用権制度が創設された。利用権においては、

一切の離作料の授受が否定されたが 、その際

必然的に借り手の正当な権利としての有益費

の問題がクローズアップされることになった

のである。

早くも利用権制度の創設直後から、農林水

産省構造改善局農政課に「有益費問題に関す

る研究会」が設置され、農業経済学・法律学

の専門家を含めた検討が始まっている(3)。

しかしその後、実際には、有益費の具体的処

理方法などに関する行政指導などは農政上行

われてこなかった。実施されたのは有益費償

還に関するモデル試案の例示にとどまり、し

かも、各部道府県や市町村は、それをそのま

ま農用地利用集積計画等で引き写しているに

すぎない状態が現在まで続いている(4)。

それには、いくつかの理由があったと思わ

れる。第1の理由は、有益費が問題となるよ

うな土地改良事業の多くは、多額の国費の投
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入によって農家負担がかなり圧縮され、問題

の表面化が抑制されたこと。第2の理由は、

昭和55年の事務次官通達で、利用権設定農地

については、土地改良事業の参加者を耕作者

とする土地改良法の本則(3条資格者)がは

ずされ、土地所有者とする行政指導がなされ

たこと(5)。第3の理由は、仮に借り手が土

地改良費の償還金を負担したとしても、借入

期間が終了すれば残債務は土地所有者が承継

するという形で通常処理されていること、な

どである。このため、利用権制度が定着して

以降も、有益費問題はそれ自体としてはそれ

ほど大きな問題にはなってこなかったのであ

る(6)。

しかし、有益費投資が、土地改良事業とい

う形で地域的ぐるみで行われるのではなく、

補助なしで個人的に行われる場合には、事情

はずいぶん変わってくる(7)。そのような代

表例として、ここでは果樹園における有益費

投資を取り上げたい。果樹園に対する有益費

投資として考えられる内容は、果樹の耕植

(改植)・高接などの樹体投資、モノレール

や果樹棚などの施設投資、園内道などの土地

改良投資がある(8)。このなかで、園内道や

モノレールなどは、場合によっては補助事業

に乗る場合もあるが、多くのケースでは農家

の個人的な負担にかかる投資である。なかで

も、樹体投資は、果樹農業の生産力を支える

中核的な農業投資であり、かつ、かなりの額

の投資を必要とする。

本稿では、果樹園をめぐるこうした投資が、

借地関係の拡大のなかでどのように行われて

いるのか。また、そうした投資を阻害しない

ための農地管理はいかに行われるべきかを検

討したい。こうした検討は、果樹園に対する

有益費投資と同様に、個人的におこなわれて

いる様々な投資(補助事業に乗らない軽微な

土地改良や土づくり・草地更新にかかる投

資など)に応用できるだけではなく、流動化

率が上昇して貸し手屑の土地持ち非農家化が

進んだ農村社会で、借り手による土地改良を

問題なく実施するための手掛かりにもなると

考えられる。

なお、ここで「農地管理」の概念を若干補

足しておきたい。

農地管理という言葉は、近年多くの論者に

よって様々な使われ方がされているが、農政

的には「農用地の利用又は権利移動をある方

向に方向付ける活動」という定義が妥当であ

る(9)。ただし、筆者は、この概念を拡張し、

農地の方向付けを含み、小作料や貸借期間・

園地価格・有益費償還など農地利用や権利関

係についての地域的組織主体によるルール作

りや規範形成を通じて、農地の有効利用を促

進するようなトータルな活動として、農地管

理をとらえることとしたい(10)。というのは、

地代・地価・有益費などの制度的コントロー

ルや規範形成が、単に付加価値の分配問題の

みならず、農地利用の効率性の改善に重要な

役割を果たすと考えられるからである。特に、
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有益費問題に端的に現れるところの他人の土

地に合体する投資の回収に関するリスクを、

地域的組織主体で共有されるルールや規範に

よって、大幅に縮減することができるならば、

同じく資源利用の効率性は高めることができ

る。その意味で、有益費問題への対処を、農

地管理の機能の一環としてとらえようという

のが本稿の考え方である。

第2節 樹園地おける有益費問題の発現

形態と農地管理の役割

本節では、現代日本の代表的な果樹産地で

ある愛媛県と静岡県の事例を通じて、有益費

問題がどのように発現し、それに対して地域

的組織主体による農地管理がどのように対処

しようとしているのかを検討する。事例対象

地区は、愛媛県八幡浜市川上地区と静岡県清

水市梅島地区である。いずれの地域も、ミカ

ン園の借り手による樹体投資(耕植・改植)

をスムーズに行えるような、ルールづくり・

慣行形成に取り組んでいる。しかし、純農業

地帯である八幡浜市と都市化の進んだ清水市

では、有益費問題への対処の仕方も微妙に異

なっている。そこで、本節の課題は、そのよ

うな有益費問題の地域的差異を明らかにする

ことである。

1.愛媛県八幡浜市川上地区

川川上地区における果樹園賃貸借

川上地区は、我が国を代表する高品質温州

ミカン産地である。1995年センサスによれば、

川上地区の農家数は226戸、果樹園の平均耕

作面積は1.15haである。農家のうち、男子生

産年齢人口のいる専業農家は78戸(34.5%)、

60歳未満の男子専従者のいる農家Ⅰ04戸

(46.0%)であり、極めて厚い中核農家層が

存在している。しかし、近年担い手の高齢化

と離農によって園地供給圧力が増大してきて

いることから、徐々にミカン園の流動化が進

みつつある(11)。

流動化は、主として利用権設定による賃貸

借によって行われており、1995年において、

樹園地の借入のある農家は42戸、借入農家率

は18.6%、樹園地の借入地面積は13ha、借入

面積率は5.0%となっている。貸借されてい

るのは、ほとんどがミカンの成園である。

川上地区の流動化の特徴は、農協の下部組

織でありミカンの出荷団体である川上共撰が、

地区の農地管理を積極的に行っていることで

ある。共撰内に農地流動化委員会という専門

委員会が組織され、そこが中心になって農地

の貸借と売買の仲介を行っている。主として

園地の出し手の希望を受けて、適切な園地の

受け手を探して、貸借や売買につなげるとい

う役割をしている。園地の出し手は主として

高齢農家・兼業農家やリタイア組の土地持ち

非農家、受け手は二世代専従農家を中心とす

る中核農家層である。農地移動は、地区選出
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の農業委員とタイアップして、農用地利用集

積事業などに乗せられる。川上共撰は八幡浜

市農業委員会の農地銀行の支店になっている。

利用権における賃貸借条件の平均像を次に

示しておこう。まず、貸借期間は、図1のと

おりである。この図は、昭和63年から平成9

年までの10年間の八幡浜市全体のデータであ

るが、基本的に貸借期間に関しては地区によ

ってそれほど大きな差はない。10年の設定が

最も多く、約4割を占めている。一見貸借期

間が長いようだが、10年以上と10年未満を比

較すると、半々である。果樹園の貸借期間は、

全体として長いというわけではない。

小作料水準は、標準小作料が10a当たり3.9

万円(海岸部温州ミカン園、21年～41年生の

安定期)であるが、実際の契約小作料は極め

て幅が広く、下はゼロから上は6万円台まで

ある。モード層は4万円台前半である(図

2)。ミカン園は、植栽されているミカンの

品種や樹齢・樹勢、区画の形状、土壌の状態、

日照や風当たりなどの微気象、傾斜度、道路

付きなどの条件が1筆1筆まちまちであり、

それに応じて小作料水準にも極めて大きな格

差がある。

図1八幡浜市の設定期間別利用権設定件数
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図2 川上地区のミカン園の契約小作料の分布

図3 八幡浜市における公告月別にみた利用権設定件数
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次に、利用権設定の時期であるが、図3か

らわかるように、利用権設定の公告月別件数

は2～3月に集中している。ミカン園の貸借

交渉は、収穫作業が完全に終了する2月、3

月に貸借交渉が行われるのが通例であり、利

用権設定は4月、5月まで続くが、8月を除

きほぼ年中権利設定が行われている。しかし、

八幡浜市農業委員会事務局は、「利用権設定

は収穫が済めばすぐに、12月末か1月末にし

てくれ」と、地元の農業委員や農協の支店

(農地銀行支店)にお願いしているという。

理由は、1～3月には勇定・施肥・中耕除草

など次の収穫のための作業が早々と始まるか

らである。川上共撰の農地流動化委員会でも、

3月の勇定が始まるまでには貸借契約するよ

う指導している。理由は、「貸し手が勇定を

やってしまってからだとトラブルが生じる可

能性があるため」である。

以上のように、果樹園の賃貸借に関しては、

永年性作物が合体しているという果樹園の性

格上、水田や普通畑の賃貸借とは異なる問題

があることがわかる。もし果樹園を貸し付け

るなら来年度以降の果樹の生育のための労働

や投資が行われる前に決めてしまうのが望ま

しい。そうでないと、前掛作者が次年度以降

の生産のために費やしたコストの補償問題が

借り手との間に生じる危険性が出てくる。果

樹園に投下される資本や労働は、その年の果

実としてすべてが回収できるわけではないか

らである。

また、所有権移転に関しては、そのような

問題がないかというとそうではない。たとえ

ば、自作地を耕作期間の途中で売却するとき、

買い手は売り手がそれまでに投下した次期収

穫のための費用を補償するかどうかというよ

うな問題が生じうる。あるいは、地主が小作

人に小作地を売却するような場合にも、小作

人が投下した費用を土地の取引価格から差し

引くかどうかという問題も発生しうる。そこ

で、八幡浜市の川上共撰では、「貸借の途中

で売買が行われた場合」を想定して、投下費

用の補償基準を設けている(12)。

(2)果樹園の有益費投資の実態

上述した年々の肥培管理費用は、労力をコ

ストに換算したとしてもミカン園の価格に比

してわずかな額である。それが補償されたと

しても、園地の売買価格の陰に隠れてしまう。

しかし、年々の肥培管理費用よりも額が大き

くその効果が長く継続する改植投資などの有

益費投資は、より一層重大な問題である。

川上共撰では、南予用水のスプリンクラー

設置にかかる償還金(10a当たり7,250円)を、

小作人が6割、地主が4割に負担分けすると

いう申し合わせが行われている。しかし、個

人的な投資である果樹の改植や高接などに関

しては、地主と小作人間の費用負担関係につ

いて特段の申し合わせをしているわけではな

い。それでは、果樹の改植投資など土地に合

体する投資は、小作地の場合には実際どのよ
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うに行われているのであろうか。

表1は、平成10年に筆者が川上地区で行っ

た果樹園の賃貸借に関する調査の結果から、

実際に何らかの改良投資が行われていたケー

スをまとめたものである。この調査は、63筆

のミカン園の小作地を対象に実施したが、そ

の中で改良投資が行われていたケースは、29

筆にのぼった。ただし、この中には枯死した

ミカン樹の補植程度のものも含まれている。

補植を除いた改植・高接・モノラックの設置

を行っていた筆数は17筆であり、調査した筆

数の26%に相当する。貸借されている小作地

のすべてで改植が必要であるわけではないか

ら、小作地への改良投資はかなり活発である

といわなければならない。

この表からわかるように、小作地に対する

何らかの改良投資が行われた29筆のうち1筆

を除いてすべて小作人の発案にかかる投資で

あり、しかもモノラックの設置と改植で地主

が金銭負担をしているケースが若干あるほか

は、ほとんどが小作人の金銭的・労力的コス

トによって投資が行われている。また、地主

の事前の了解という点では、補植は、多くの

場合、借り手耕作者の当然の義務とみなされ

ており、最初から小作人に任されている場合

が多いのに対して、高接や改植などのケース

では、投資費用も嵩むため、最初から勝手に

やって良いと地主からいわれているケースは

少なく、小作人が投資行為を行う直前に地主

に了解を取っている。先に、果樹園の改良投

資における地主の同意の重要性を指摘したが、

実際にも地主の同意を事前に取り付けるのが

一般的であることがわかる。

これら改良行為が行われているケースでは、

賃貸借の終了(中途解約や利用権の終了で再

設定が行われない場合)や自らが小作地を購

入する際に有益費償還が問題になりうる。借

り手が地主に無断でモノレールを延長したケ

ースでは、「園地を返すとなれば解体して持

って帰る」としているが、改値したミカン樹

ではそうはいかない。幼木であれば掘りとっ

てもって帰り、余り地に移植するということ

も不可能ではないが、成木では移植費用と移

植先の土地の手当ての面から収去は実際上不

表1八幡浜市川上地区における果樹園小作地での改良行為
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可能である。したがって、賃貸借が終了した

場合には、土地に合体した樹体資本の補償が

問題になる。しかし、実際には有益費償還に

関する事前の合意はないのが実情であり、ほ

とんどの場合、地主との暗黙の信頼関係のな

かで園地投資が行われている。

それでは、借り手は小作地に合体する投資

を行うことに何の不安も感じていないのであ

ろうか。借り手の中には、かなりの不安を訴

える者から心配ないとする者までかなりの幅

がある。正直なところ安心と不安とが相半ば

しているというのが実態であろう。

小作地での改植投資に不安を感じるという

借り手の代表的な意見は、「借地は樹が悪い

ことが多いので園地に手をかける必要がある

が、4～5年たつてようやく樹が良くなった

頃に返せというのでは困る」といったもので

ある。そのような不安に対する借り手の対応

としては、「高接や改植は小作地ではやらな

い」というものや、「リスク回避のため、一

度に改植することは避けている」、「借地で

は改植せず、自作地で改値して樹が成長して

きたら借地を返す」となどである。

そして、これらの不安は必ずしも杞憂では

ない。レアケースではあるが、実際に有益費

償還を巡るトラブルも発生している(13)。た

とえば、「7～8年前、川上地区で改植にま

つわるトラブルがあったらしい。小作人はヤ

ミ小作で作ってきたが、苗木代まで出して改

値してやっとなり出した5年後、返せという

ことになった。小作人は仕方なく園地を返し

たらしい。地主は自作するということだった

が、今では自作しきれずに慌てている。こう

いうトラブルの噂はすぐに広がる」。これは、

当事者からのヒアリングではないからトラブ

ルの詳細まではわからないが、そういった情

報が借り手の間に広まっているということ自

体が重要である。

他方、投資に不安はないとする意見の代表

格は、「普通の人なら、地主に相談してから

改値するので滅多なことはない」というもの

である。「利用権の期間が10年でも、まさか

10年で返せとはいうまい」という期待もある。

実際、ミカン園の貸し手は、後継者が他出し

た高齢専業農家が多く、普通は利用権の再設

定が行われる。「地主の息子がUターンする

ようなことはないだろうから、継続して耕作

できると思う」というのが、改植投資を行っ

ている農家の判断である。

このように見てくると、確かに他人の土地

に有益費投資を行うことには不安はあるもの

の、「滅多なことはあるまい」という期待に

支えられて、かなりの小作地で有益費投資が

行われていることがわかる。改植の場合には、

地主に事前の了解を取っているケースが多い

が、それは継続して借地ができることへの念

押しであるとも解釈できる。そこまで確認し

て投資した有益費が地主に横取りされてしま

うことは滅多にあるまいというのが、安心派

の期待である。このような期待の基礎には、
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地主との信頼関係がある。そして、信頼関係

は、2つの方法によって強化されている。一

つは血縁関係、もう一つは村落社会による抑

止力である。

前者に関しては、「地主が親戚なら不安は

ないが、全くの他人については不安はある。

不安かどうかは地主との関係による。親戚な

ら、借地を購入してくれと言われることはあ

っても、返せといわれることはない」という

声に代表される。親戚関係ならば、相手の信

頼を裏切る行為は一層抑制されるだろうから、

「滅多なことはあるまい」という期待は高ま

る。実際、川上地区で調査した63筆の小作地

のうち、27筆(42.9%)は貸借相手方が親戚

であったが、何らかの改良行為が行われてい

た29筆のうち15筆(55.6%)が親戚関係にあ

るものであった

しかし、貸し借りの相手方は親戚関係とは

限らない。それでも、かなりの有益費投資が

行われているのは、地主が他人である場合で

も、一定の信頼関係が成り立つからである。

その場合の信頼関係は、血縁ではなく村落社

会の抑止力によって担保されている。即ち、

ある借り手農家の言葉を借りれば、もしその

ような信頼関係を壊すようなことがあれば

「地元では住みにくくなってしまう」からで

ある。信頼を損なう行為に対する村落社会に

よる相互監視と抑止力とが働いているのであ

る。一度そのような行為を行った地主の園地

を、喜んで借りる農家は少なくなるだろうこ

とは容易に予想されるから、小作人が改植し

た園地を何の補償もなく取り上げるようなこ

とは地主としてもやりにくい。「滅多なこと

はあるまい」という小作人の期待は、このよ

うな集団的抑止力によっても支えられている

わけである。

とはいえ、実際にトラブルの発生がみられ

ることからもわかるように、機会主義的行動

をとる地主は少ないが実際にいることも確か

であるから、信頼だけに期待することもでき

ない。そこで、信頼関係と村落社会の抑止力

を補完する役割を川上共撰農地流動化委員会

による農地管理が担うことになる。農地流動

化委員会の申し合わせによる慣行形成が、借

り手の有益費投資にプラスに働いているので

ある。以下では、農地流動化委員会の農地管

理が有益費問題にどのように影響を与えてい

るのかを見てみることとしよう。

(3)流動化委員会の農地管理と有益費問題

流動化委員長からのヒアリングによると、

流動化委員会によるあっせん介入率は全貸借

件数の7～8割であるという。ただし、この

中には、貸し付け相手は相対で見つけてきた

が、小作料などの貸借条件が未定の状態で流

動化委員会に持ち込まれるケースが多く、貸

し付け相手が未定のままで流動化委員会に持

ち込まれるケースはそれほど多くはない。貸

借当事者が相手方を相対で決めてきた場合で

も、流動化委員会がそれを覆すことはない。
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そのようなケースでは、地主と借り手の間に

入って貸借条件をまとめる仕事があっせんの

内容になる。もちろん、まとめられた貸借は、

地元農業委員を通じて利用権に乗せられる。

ところで、貸借条件の設定に関しては、小

作料の額と貸借期間が2大要素となる。貸借

期間に関しては、流動化委員会では、借り手

のことを考えて「基本は10年にしてやってく

れ」とあっせんの際に示唆するそうだが、必

ずしもその通り行くわけではない。但し、貸

借される園地がかなりの老朽園である場合に

は、当初から借り手による改植が予想される

ため、「最低10年」を強く指導するという。

この点は小作人の改植コストの回収とも絡ん

で、重要な指導点になっている。

また、小作人による樹体資本投資に対する

対策としては、一定期間にわたる小作料の減

免を指導するケースがある。次に、その具体

例を検討しよう。

川上共撰では、平成3年に約3haの放任園

を流動化させた。ミカン園を放任していたの

は、世帯主が50歳代の他産業従事者の農家で

ある。父の代にミカン園を規模拡大したが、

父が死亡後、息子である世帯主は他産業勤務

をはじめ、徐々に放任園化してきたらしい。

共撰が介入した平成3年には、ほとんど管理

作業はなされていなかったといわれる。3ha

のうち1haは完全に荒廃し、竹が生えるなど

して周囲の園地の耕作者に迷惑がかかる状況

だつたという。また、2haは荒廃一歩手前と

いう状態であった。

共撰では、この農家に、放任している園地

を、他の農家に貸しつけるか、売却するよう

に働きかけた。放任されてきた園は荒廃して

いるため、放っておいたのでは借り手や買い

手は見つからなかった。このため、共撰が強

制介入することになつたのである。

あっせんされたケースの半数は貸借であり、

しかも相当に荒廃度のひどいケースもあった

から、借入後借り手の経費負担で改植が行わ

れることとなった。その場合、共撰では、①

利用権の設定期間は10年とすること、②その

間の小作料はゼロとすること、③スプリンク

ラーも暫定的に3～4年間ストップすること

等を指導し、その通り利用権設定で契約され

た。

上のケースは特に荒廃状態ひどい事例であ

り、10年間小作料無料などの指導も緊急措置

としての色合いが強い。流動化委員会では、

むしろ、荒廃して改植が必要になる前に貸借

につなげるように気を配っている。このため、

園地が管理粗放になっているような地主に対

しては、場合によっては流動化委員会の方か

ら「貸しつけてはどうか」と声を掛けること

もあるという。

ところで、上のケースでは、その後新たな

問題が発生することとなった。地主が、貸付

農地の売却を希望しているからである。地主

の売却希望価格は、成園の相場並みの1畝当

たり30万の希望価格である。しかし、その園
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地では借り手が改植投資を行っているため、

この価格では高すぎる。このように、有益費

問題は小作地の売買においても発生しうる。

しかし、流動化委員会は、改植などの有益費

償還に関わる明示的な基準を今のところ持ち

合わせていない。

その代わり、流動化委員会は、園地の売買

に際しては、「小作地を地主が売却する場合

には、小作人を優先する」という原則を掲げ

ている。これは、小作人の経営安定のためだ

けではなく、小作人が園地を借りるときにい

ずれは当該園地を購入できるということを期

待しつつ、改植などの土地合体投資を行って

いるためである。

元来、農地法は小作地の小作人による専買

権を規定していたが、昭和45年の改正で、小

作人の6か月以内の書面による同意を条件と

して、小作人以外の第三者への小作地の所有

権移転が認められた。そうでなくても、農村

の現場では、利用権が「地主の都合でいつで

も返します」といった弱い権利として受け止

められがちであることを考えると、流動化委

員会のこの方針は重要な意味を持ってくる。

流動化委員会では、小作人を優先しない売

買では、あっせん→利用集積計画にのせず農

地法3条扱いにする(譲渡所得税の特例をう

けられない)ことで、その歯止めとしている。

小作地を売却する地主の側からすると、どう

しても第三者に小作地を売却しなければなら

ない事情がある場合は別として、小作人の有

益費投資の果実を横取りするための小作地売

却はやりづらくなる。もちろん、前述の通り、

小作人が小作地を取得する場合でも有益費問

題は発生するが、その場合には流動化委員会

が価格のあっせん(妥当な取引価格を示唆し、

取引当事者の意見を聞いて調整する)をする

ことになるから、地主の思い取りにはいかな

いことになる。

流動化委員会では、実際に、利用権の中途

解約のケースを含むほとんどのケースで、小

作人に当該小作地をあっせんしている。以上

のようなあっせん原則が流動化委員会によっ

て社会的に表明され、実行されていることに

より、小作人が不安定な借地で園地投資を行

うときのリスクが軽減されているのである。

2.静岡県清水市梅島地区

(1)樹園地の基盤整備と土地利用協定

静岡県清水市は、明治時代からつづく古い

ミカン産地・茶産地であるが、高齢化・兼業

化後継者難による担い手不足が深刻化し樹園

地の耕作放棄地が増大していた。園地の殆ど

が急傾斜階段畑であり作業条件は悪い。この

ため、ミカン価格の下落とともに園地の耕作

放棄が著しく進行した。樹園地は2,120ha

(果樹園1,209ha、茶園783ha、その他128

ha)であるが、樹園地の耕作放棄地は627ha

にも及ぶ(1995年センサス)。急傾斜地では

機械化もできないため、借地による規模拡大
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も進んでいなかった。

このままでは、産地の縮小がさけられない

との危機感をもった清水市と清水市農協は、

大きな賭に出た。ミカン園と茶園の面的な基

盤整備事業である。傾斜地に立地するミカン

園や茶園を緩傾斜化・平坦化し、SSや肥料

散布機などの大型機械が園地に入るように疎

植化して畝間を広げ、大幅な省力化を図るた

め、昭和59年に「清水市山間地域開発整備計

画」を策定し、原地区を手始めに県営事業6

地区、団体営事業2地区の基盤整備事業を実

施している。梅島地区もその一つで、平成5

年度に着工、12年度工事が完成した。現在、

植栽されたミカンや茶が育成途上にある。

ところで、大規模な面的基盤整備事業は、

園地の区画・形状を、およそ従前とはかけ離

れたものにする。整備後の圃場は平坦化され

るだけではなく農道や作業道が完備し、SS

の導入が可能となっている。しかし、梅島の

場合には、かねて茶園とミカン園が存在して

おり、換地後それらが混在していたのでは非

効率である。また、適地適作を考えるならば、

標高の高い場所に茶園を配置し、ミカン園を

低い位置に配置する必要がある。茶、ミカン

以外にも、野菜や花き、花木などをやってい

る農家もあり、土地利用を整序する必要に迫

られた。

そこで、梅島地区では、合理的な土地利用

の実現のために、土地改良事業を機に一端土

地の所有と利用を切り離し、適地適作を考え

た作物ブロックを設定して、そこに希望者を

募って入植させるという土地利用調整方式を

とることにした。これを実行するために、県、

市の農林部局、農協などからなる梅島畑総土

地利用会議を設置し、「梅島畑総土地利用方

針」を決定した。

図4は、梅島地区の土地利用計画である。

換地の方法は従前地換地を基本としており、

どうしても人に農地を貸すのがいやだという

農家を自作地ブロックに割り付ける。それ以

外は、「基本的に所有権と利用権を分離し」、

土地改良区が農家からの栽培作物と面積の希

望を聞いて耕作者の利用権の設定場所を割り

付けた。利用権設定に当たっては、清水市農

協の農地保有合理化事業による転貸の形をと

っている。現在、まだ仮換地段階であるため

に利用権設定は行われていないが、一時利用

指定地で事実上の貸付・植栽が始まっている。

最終的に換地が確定すると、大半の者は自分

の所有地と耕作地が分かれることになる。

ところで、梅島地区のユニークな点は、農

地の利用条件などについて、全地権者・利用

者(189名)と土地改良区の間で全11条から

なる「土地利用に関する協定書」を取り交わ

していることである。協定内容から重要点を

整理すると次のとおりである。

① 作物ごとにブロックを設定する(第2

条1)

②茶とミカンについては、栽培協定に従

う(第2条3)
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図4梅島地区の土地利用計画
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③利用権設定に当たっては、清水市農協

の農地保有合理化事業を活用する(第6

条1)

④貸借期間は、換地登記完了前に関して

は、換地登記完了までとする(14)。

また、換地登記完了後再契約をし、以

後15年間とする(第6条2(1))。

⑤借地料は(登記前の貸借を含め)10a

当たり3万円とする(第6条2(2))。

⑥登記前に農地の売却を希望する者が出

た場合には、従前地の権利のみを売却で

きることにし、売却先は土地改良区と協

議する(第8条2(1))。

⑦登記後、利用権設定期間中に所有地を

売却する希望が出た場合には、所有者は

利用者の権利継続に配慮し、当該利用者

または協定を遵守できる第三者を売却相

手に選ぶ(第8条2(2))。

⑧売却時点における地上物件(茶掛、果

樹など)の対価補償は、それまでの利用

者に帰属する(第8条2(3))。

⑨不作付地や管理放棄が生じた場合には、

土地改良区が斡旋して農業経営基盤強化

促進法による貸借等を進める(第8条

3)。

このような協定書が作成された背景には、

所有権と利用権を完全分離したために、茶園

やミカン園の権利関係の明確化が必要であっ

たこと、土地改良区や合理化法人としての農

協が貸借の当事者の間に介在することでトラ

ブルを予防するというねらいがあった。農協

の合理化事業に関しては、農地の借り手は一

時利用指定時から決まっており、換地によっ

て地権者が確定すれば自動的に貸し手と借り

手は特定されることになるから、必ずしも農

協が転貸する形を取る必然性はない。合理化

事業のねらいは、むしろ貸借当事者の農地移

動を監視下において、(特に地権者の)機会

主義的な行動を抑止することにある。清水市

は、農外の土地需要が旺盛で転用期待が高い

だけに、先に紹介した川上地区とはまた異な

る理由で、地権者の機会主義的行動が誘発さ

れやすいのである。

貸借期間は、登記後15年となっているが、

一時利用指定期間を含めると実質20年程度に

なる見込みで、かなり長期の貸借関係となる。

その代わり、借り手は育成期間中も10a当た

り3万円の小作料(これは素地地代に相当す

る)を支払わなければならない。基盤整備地

の素地小作料は、清水市の一般茶成園の標準

小作料2.8万円、ミカン成園の1.7万円よりも

かなり高く設定されている。それだけ、土地

条件がよくなるということでもあるが、育成

期間は茶で5年、ミカンで7～8年とされて

いるから、投資回収には協定が規定する程度

の十分な期間が必要である(15)。

また、協定で注目されるのは、売却相手に

縛りをかけようとする規定があることである。

農協が行った整備後の農地利用に関する個人

面談の結果によると、168名の従前地耕作者
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のうち、営農を希望する者は88名(うち、自

作地ブロック希望者が17名)であり、換地は

受けるが耕作せずに貸し付けたいとする者が

59名、売却したいとする者が21名存在した。

基盤整備後は、土地条件が良くなる分だけ農

地価格も上昇することが予想されるために、

農地の売却を希望する者が増えてくる可能性

もある。そんななかで、協定は耕作者の経営

安定を考慮に入れたものになっている。

(2)土地利用協定における有益費処理

協定では、前述⑧の通り、果樹や茶樹など

の地上物件に価値があることをはっきりと認

め、その補償に言及している。つまり、基本

的には、利用権者の収去ではなく有益費償還

を前提にしているのである。このような文言

が、はっきりと協定のなかに盛り込まれてい

ることは、有益費に関する全国的な現状をふ

まえると、極めて先進的であるといえよう。

しかし、反面、規定の利用権期間満了後に

残された残存価値については、土地利用協定

には規定がない。これは、一時利用指定期間

と登記後15年の期間を合わせれば投資回収は

可能であると考えられているためである。期

間満了後の残存価値がどの程度あるかは定か

ではなく、そこまで考慮に入れようとすると

協定が成立しなくなるという現実的な判断が

はたらいた模様である。農協や市役所の担当

者は、有益費問題をことさら取り上げること

によって、協定自体が締結できなくなること

を強く懸念したのである。

期間満了時の有益費処理方法が協定に書か

れていないということは、耕作者はそれを放

棄するという考え方に立っているといっても

いい。期間満了時点までに投資回収ができて

いるかどうかは耕作者の経営努力によるので

あって、仮に未回収の価値が残されていても

それは放棄することになる。これによって、

地権者は、少なくも登記後15年後には何らの

対価を必要とせずに農地の返還を受けられる

ことになり、そのことが協定締結をやりやす

くした。

しかし、より大きな問題は、利用権の中途

解約による有益費補償問題である。そもそも

協定では、地権者が自作する目的で中途解約

する事態は想定されていない。ありうる可能

性は、地権者が農地を売却するケースである。

このようなケースでは、⑦に基づいて、借り

手または第三者が購入することになる。

まず、前者のケースでは、成園価格からの

樹体価格の控除問題として有益費問題が発生

する。後者については、そのまま元の借り手

が耕作を継続する場合には有益費問題は顕在

化しないが、園地を購入した第三者が自作す

る場合には、当然ながら有益費問題が発生し

うる。

このようなケースに備えて、前述の⑧で、

地上物件(茶樹、果樹など)に関する有益費

の補償規定を設けているのだが、具体的な補

償額算定方法については規定はない。実は、
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この問題は協定の作成過程において関係者の

問では強く意識されていた問題であったが、

同時に協定締結の成否にとって極めて微妙な

問題でもあった。このため、具体的な処理方

法が協定に書き込めなかったというのが実状

なのである。梅島地区で地主が小作地を売却

するケースは今後十分にあり得るのであるか

ら、この点で梅島地区の土地利用協定は曖昧

さを残したといえる。

とはいえ、これが一方的に耕作者に不利な

立場を強要するものであるという評価は当た

らない。というのは、梅島地区は、有益費問

題に関する事前の規定を具体化することを避

けて協定成立の実を選択したのであって、土

地改良区や農協の関与によって事後的に問題

処理をする道を取ったわけである(16)。これ

らの機関に求められることは、具体的な問題

が発生したときに、協定の理念に依拠してい

かに公平な処理を実現できるかということで

あり、それによって以後の「紛争解決の相

場」をうまく形成できるかということであろ

う(17)。以上のような意味で、川上地区の農

地流動化委員会と同様に、梅島地区の土地改

良区や農協も、一種の"調停機関"の役割を担

うことになったのである。

3.小括

以上、社会経済的条件の異なる二つの地域

で、農地管理における有益費処理のあり方を

みてきた。

まず、川上共撰・農地流動化委員会の農地

管理は、単に中核的な担い手への農地の方向

づけにとどまらず、賃貸借や売買に関する様

々なルール運用を含んでいた。即ち、賃貸借

は必ず利用権に乗せる、小作料や園地価格を

妥当な水準に誘導する、小作地は小作人に取

得させるなどのルールの設定とその具体的な

運用の事実が、当事者の機会主義的行動を抑

制するためのガイドラインとして貸借関係を

安定させるとともに園地投資を促進している。

また、流動化委員会は、貸借や売買条件でト

ラブルが発生した時には当事者間の仲裁を行

っており、一種の"調停機関"にもなつてい

る。

流動化委員会は、果樹園の有益費償還に関

する具体的な基準こそ持ち合わせていないと

はいえ、借り手が抱え込むリスクや不確実性

を縮減する役割を果たしている。その農地管

理は、不確実な状況の下でも有益費投資が促

進されるための、一種の制度資本あるいは制

度的インフラストラクチャーとでも呼べるも

のである。この制度資本は一種の公共財であ

って、私的経済主体が供給することは不可能

であり、何らかの公共的主体がそれを供給し

なければならない。その役割を担っているの

が産地共販組織であるという点が、八幡浜市

の特殊性であるといえよう。

他方、梅島地区の農地管理には土地改良区

や農協などの多機関が関与しているが、川上
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地区と同様に、農地の利用と権利に関わる

"調停機関"の役割を果たしていた
。梅島地

区が川上地区と異なる点は、土地利用に関す

る明文化された協定書をもつているというこ

とである。協定は、いわば調停者である土地

改良区や農協の姿勢を明示的に示すものであ

り、関係者に「紛争解決の相場」を与えるこ

とによって紛争を予防する意味がある。

しかし、逆に言えば、梅島地区では、そう

いった縛りをかけなければ、単なる社会的な

信頼関係だけでは安心して樹園地への投資が

出来ないということでもある。協定書の成立

は、実は村落社会関係の弛緩の反映と言える

かも知れない。

川上地区と比較した梅島地区の基本的困難

は、ミカン農業の長期の将来展望が描けない

こと、土地利用の樹園地への固定化が絶対的

ではないことにある。川上では、傾斜地のミ

カン園以外の利用法はほとんど考えられない

が、静岡では将来的には農地転用も含めて樹

園地以外のものになる可能性を完全には否定

できない。そのような状況下では、園地の借

り手も、ミカンや茶の植栽投資が当然に賃借

物件の価値を高める有益費であるとは主張し

にくくなる。そうしたなかで協定を成立させ

ようとすると、借り手耕作者の側の権利を一

定程度犠牲にせざるを得ないというジレンマ

に立たされる。

梅島の土地利用協定は、土地利用の転換可

能性などの社会経済条件の違いによって、有

益費問題解決の方向性が大きく左右されるこ

とを示しているのである。

以上のように、果樹園における有益費問題

の処理のあり方は、当該地域の置かれている

社会経済条件によって大きく異なりうるとす

れば、その処理方法もそれぞれの地域の条件

に適したものでなければならないだろう。有

益費償還に関する特別の取り決めがなくても、

地域における社会的信頼関係のなかで物事が

処理できるケースもあれば、明文化されたル

ールが必要である場合もあり、また、社会経

済条件によっては、償還という手法の導入が

困難に突き当たる場合も考えられるからであ

る。

したがって、果樹農業では有益費問題への

具体的取り組みが必要に迫られているとはい

え、全国一律の手法の機械的導入はかえって

現場に混乱をもたらす可能性があるといえる。

むしろ、全国ベースの農政にもとめられるの

は、農業上の有益費の範囲の明確化、算定手

法の開発、処理方法の多様性を踏まえた緩や

かなガイドラインの設定、地域ごとの特殊性

を踏まえた合意形成や慣行形成を促すための

手法の開発などであろう。その上で、農村現

場には、それぞれの置かれた社会経済条件に

適合したバリエーションの余地を残しておく

ことが重要である。今後、そういった側面で

の農政的対応を望みたい。
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第3節有益費問題の社会的・歴史的

位相-まとめにかえて-

さて、本稿を締めくくるに当たり、有益費

処理の必要性という農政的次元から一歩下が

って、有学費問題を社会関係のなかでとらえ

てみたい。というのは、有益費問題というプ

リズムを通して農村社会を見ることによって、

問題を発生させる社会の側の特質が逆に浮き

彫りになってくるからである。

そもそも有益費問題は、土地の賃貸借に関

わる土地所有者と賃借人の私人間の契約関係

の一局面である。民法の有益費に関する規定

は任意法規であり、その意味で、小作人が自

分の投資した有益費を放棄し、現状復帰して

借地を返還する特約も有効である。逆に、具

体的な償還ケースを列記し、償還方法を規定

する契約もまた有効である。

しかし、農地賃貸借の個別契約において、

有益費の処理があらかじめ規定されることは

極めて稀である。一般に、村落社会における

土地の貸借関係は、地主と小作間の信頼関係

に基礎をおいており、有益費処理に関する詳

細な規定を置くことをあらかじめ相手に要求

することは、相手を信頼しないということを

意味しかねない。そういった特約をなさなく

ても、特段の問題が生じない限り有益費問題

は巧妙に回避され、村落社会の信頼関係のな

かで穏便に解決される。

しかしながら、このことは、有益費に関す

る紛争が一端発生すると非常にこじれやすい

側面を持っているということでもある。有益

費に関する処理方法は、小作料・地価、貸借

期間などの通常の契約条項と異なり、きわめ

て条件依存的で事前の契約が難しい問題であ

ることから、一般的に不完備契約になりやす

いからである(18)。事前にあらゆる場合を想

定した有益費処理契約を結ぶことは、不可能

ではないかも知れないが大きな取引コストを

発生させる。したがって、問題は事後的に解

決せざるを得ないということになりがちであ

る。そこでは、地主・小作の力関係や村落社

会における慣習・通念が大きな影響を及ぼす。

社会的な信頼関係の強い-それは同時に、

相互監視の網の目があり社会的逸脱に対する

集団的ペナルティが働いていることを意味す

る一社会では、有益費の処理を明文化せずと

も、当事者の機会主義は抑制され、信頼関係

の下で小作地への有益費投資が実現する。し

かし、社会的な信頼関係の弱い社会-構成員

の流動性が高く、メンバーシップが一定せず、

社会関係が希薄な社会-では、他人の土地に

有益費投資を行うことは地主の機会主義に遭

遇する危険性が高いから、有益費投資は過小

になってしまう(19)。このように、有益費問

題は借地契約の不完備性を代表する問題であ

り、そうであるが故にその社会の信頼関係を

試す絶好のリトマス紙の役割を果たすのであ

る。

社会的信頼のこうした機能は、借り手が抱
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え込むリスクや不確実性を縮減し、農地利用

の効率性を高める役割を果たしている。しか

し、村落社会の変化によつて社会的信頼が低

下すると、有益費投資による社会的生産力を

高める道は狭められてしまう。そこで、農地

管理は、貸借の当事者が相手の機会主義的行

為によって一方的な不利益を被らないという

期待感を高め、社会的信頼を補完することで

有益費投資を促進するという機能を果たすの

である。

言い換えると、農地管理は、それ自体が、

果樹園の流動化を促す制度的インフラストラ

クチャーなのである。本論文のはじめに、農

地管理を、農地の方向付けを含み、小作料や

貸借期間・園地価格・有益費償還など農地利

用や権利関係についての地域的組織主体によ

るルール作りや規範形成を通じて、農地の有

効利用を促進するようなトータルな活動と定

義したが、それは以上のような意味において

である。

とはいえ、そもそもそういった社会的信頼

が通用しないような歴史社会状況も存在しよ

う。そのような場合には、一国レベルの制度

による有益費償還の法制化が必要になってく

る。階級社会であるイギリスで、はじめて借

地農業者の投下した改良投資の償還問題がク

ローズアップされ、それが強行法規化されて

いった歴史は、そのことと関連があると思わ

れる。わが国においても、戦前の地主制下で

地主小作間の対立が激化した時期に、静岡県

を中心とする果樹地帯で有益費償還を巡る小

作争議が頻発した(20)。小作立法論議の一環

として有益費に関する制度問題が論議された

こと自体が、階級対立が社会的信頼をゆるが

したことによって農村社会がリスクの大きな

社会に変質したことの反映であったとも考え

られる。

戦後は、農地改革によって自作農創設が行

われ、農地の所有と利用は蜜月時代を迎え、

農村社会は安定した。その後、農用地利用増

進事業が創設され農地賃貸借が拡大すること

となつたが、有益費問題がこれまでそれほど

大きな社会問題にはなってこなかった。それ

は、貸借当事者が農地の貸し手と借り手に分

かれてはいても、ともに同じ農村社会に暮ら

す気心の知れた農家同士であったからではな

いか。しかし、今後、一層流動化が進み土地

持ち非農家や不在地主が増加していくと、農

村社会は徐々に信頼関係の通じない社会に変

わっていく可能性が強い。したがって、農業

の有益費に関する制度的対応が重要な課題に

なってくると思われる。

もっとも、わが国の農村の大部分は、いま

だ小農によって構成される社会であり、階級

分裂した社会とは異なる。前述のように、有

益費問題の発現形態が極めて多様であること

を考え合わせると、市町村レベルでの規範や

慣行形成という地道な取り組みが一層重要に

なってこよう。イギリスにおけるいわゆるテ

ナント・ライトの形成過程においても、諸地
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方における補償慣行の形成が法制度の制定に

先行したことを想起することが重要であろう

(21)
。

有益費問題を解決する手段も、金銭的償還

の方法以外に、借地期間の長期化や小作料の

低減などの方法をあわせて行うことも可能で

ある。また、それと併せて、最終的に紛争と

なったときの調停システムも重要であろう。

有益費問題は、そういつたトータルな賃貸借

秩序の一環として位置づけられるべき問題で

ある。このような秩序形成は、農地の権利関

係にタッチしており、農地管理の主要な担い

手であって、かつ農民の公平な第三者機関で

ある農業委員会が中心になって、進められて

いくべきであろう。

(注)

(1)田代洋一「小農における有益費問題」花

田仁伍編『現代農業と地代の存在構造』九

州大学出版会、1990年、島本富夫「現段階

における有益費問題」『農業総合研究』第

42巻第4号、昭和63年、梶井功『現代農政

論』柏書房、1986年を参照。

(2)戦後有益費問題がクローズアップされる

に至る背景については、古江睦明「農地賃

貸借の実態と有益費」『農業法研究』第18

号、1983年を参照。

(3)農林水産省における有益費問題の検討経

過については、農地制度資料編さん委員会

『農地制度資料第2巻(上)』農政調査会、

平成10年、p.485以下を参照。

(4)島本富夫『戦後農地政策と農地賃貸借構

造』農林水産省農業総合研究所、2001年、

p.216～218を参照。

⑤現在では、平成5年の事務次官通達「農

業経営基盤強化促進法の施行について」に

引き継がれている。

(6)石井啓雄は、「土地改良に国の援助を必

要としている日本農業の現段階においては、

賃貸借の継続と賃料=小作料の適正化こそ

より重要であり、このふたつが保証されて

いく限りは、有益費問題を独り歩きさせる

必要は必ずしもあるまい」としている。石

井啓雄・河相一成『国土利用と農地問題』

農文協、1991年、p.210。

(7)吉田克己は、有益費投資にあたる改良行

為を、公的補助を受けて集団的ないし地域

ぐるみで行われる改良行為と、補助なしで

個人的に行われる私的改良行為の2類型に

分けている。吉田の分類は土地改良行為に

関する分類であるが、それ以外の改良行為

も、この2類型に分けることができる。改

植や高接ぎは、私的改良行為の典型例であ

り、園内道やモノラックは補助は出ること

があるが現在ではあまり集団性はない。農

道やスプリンクラーなどは集団的改良行為

に当たる。吉田克己「有益費償還請求権の

法律構成」『農業法研究』18号、1983年、

p.46参照。

(3)もっとも、これらの投資が、法的に有益
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費とみなしうるかどうかには、微妙な側面

もある。というのは、これらの資本は、必

ずしも土地と一体化してしまわないからで

ある。もし、容易に土地から分離できるも

のであるならば、それは小作人の所有物と

いうことになり、民法616条に従って小作

人が収去しなければならないということに

なる。しかしながら、果樹は確かに土地か

ら分離することが物理的には可能ではある

が、幼木ならともかく、移植にかかるコス

ト(掘り取り・運搬コスト、代替地確保の

ためのコスト)を考えると、収去は経済的

には不合理である。そのような場合は、果

樹など土地への付加物を収去権の対象とし

てではなく、有益費償還の対象とみなす方

が合理的であろう。

法的な解釈でも、渡辺洋三・原田純孝は

「収去しうる改良や付加物であっても、そ

の収去がその物や賃貸物の価値の減少につ

ながるため実際上無意味に近いような物

(たとえば、土地の用排水施設や家屋に付

着された電気施設や水道設備など)につい

ては、賃借人に収去義務はなく、その物が

賃借物の価格を高めている限りにおいて賃

借人は収去権と有益費償還請求権とを選択

的に行使することができる、と解釈するこ

とが合理的であろう」とし、このような解

釈が民法学者の多数説であるとする。渡辺

洋三・原田純孝「賃借人の費用償還請求

権」幾代通・広中俊雄編『新版注釈民法

(15)債権(6)』有斐閣、平成元年。p.42～

243。

また、島本富夫も、「永年性作物は収去

可能だとしても賃借人に収去義務を課すこ

とは結果的に賃借人に犠牲を強いる場合が

多く、農業政策上もこれは避けるべきであ

ろう。そのために特約による有益費処理の

途を開いておくことが農政上のひとつの方

策であろう」と述べている。島本、前掲論

文、p.36。

ただし、有益費問題に関する研究会の

「暫定的とりまとめ」の、果樹に関係する

ところでは、「果樹-、桑木、その他の永年

性作物の植栽」「果樹棚、その他作物支持

するために必要な施設の設置」「索道、モ

ノラック等の運搬施設の設置」などにっい

て、「当然には改良行為とはいい難いが、

貸し主の同意を得れば有益費たりうるもの

とみられる改良行為」と位置づけている。

農地制度資料編さん委員会『新農地制度資

料第6巻下』、農政調査会、p.162。この

ように、果樹園の改良行為に関しては、地

主の同意が重要なファクターになってくる。

(9)関谷俊作「農用地管理システムについ

て」『平成5年度農用地有効利用方策等

に関する調査研究事業報告書-農地管理に

関する研究論文編-』農政調査会、平成6

年、p.1～2参照。(10

)田代洋一は、農地管理を利用管理・権利

管理・経済管理の3つの領域を包含するも
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のとして捉えている。経済管理は、「地代

・地価・有益費等の経済的規制である」 。

田代洋－『農地政策と地域』日本経済評論

社、1993年、p.321。

(11)川上地区における園地流動化の詳細につ

いては、拙稿「産地組織によるミカン園の

農地管理-愛媛県八幡浜市川上共撰のミカ

ン園流動化の取組み-」農政調査会『平成10

年度農用地有効利用方策等に関する調査

研究事業報告書』平成ll年参照。(1

2)温州配合肥料6袋(@1305円×6)、施

肥労働1時間(1200円)、勇定労働3日

(@9600円×3)、草刈り労働1日(9600

円)。西宇和農協川上共撰『共同のカ・人

・土地・技で築く未来に輝くみかん産地』

参照。(13)

かつて、同じ南予の代表的ミカン産地で

ある吉田町での有益費トラブルの事例を、

報告したことがある。拙著『みかん農業の

担い手再編と園地流動化に関する研究』農

政調査委員会、平成8年を参照。

(14)一時利用地の貸借については、吉原土地

改良区と賃借人の間で、換地登記完了まで

の貸借契約が結ばれている。契約書には小

作人が換地登記後も同じ土地が利用できる

よう配慮する規定があり、植栽物の継続的

育成ができるようになっている。

⑮ミカン樹に対する投資が、実際、どの程

度の年限で回収可能かについては、拙著'

『果樹園流動化論』農林統計協会、近刊を

参照されたい。

(16)逆に言えば、地主への有益費償還の強制

の明示化は、小作地への果樹の植栽そのも

のを地主が忌避する傾向を生み出しかねな

いといえる。同様のことは、借家における

借家人の改良行為でも発生しうる。わが国

の旧借家法では、賃借人の同意をえて付加

された造作に関する借家人の造作買取請求

権はこれまで強行法規とされてきたが、

1991年に制定された借地借家法で任意法規

化された。立法当局は、その理由として、

賃貸人が賃借人の造作据付を制限・禁止す

る傾向があること、営業用借家の造作には

特殊なものが多いから、必ずしも営業を引

き継がない賃借人に買い取りを強制するの

は酷であることなどをあげている。原田純

孝「造作買取請求権」広中俊雄編『注釈借

地借家法新版注釈民法(15)別冊』有斐閣、

平成5年、p.948。(1

7)武田晴人は、戦前の小作調停法はじめと

する調停立法に関して、法制度の利用率は

あまり高くはなかったものの、「調停法と

いう紛争解決の法的枠組みが、紛争を次第

に沈静化していくことに効果を持った」と

し、その原因を調停法が「紛争解決の相

場」を与えたことに求めている。武田晴人

『日本人の経済観念』岩波書店、1999年、

P.135。

(18)不完備契約に関しては、柳川範之『契約

と組織の経済学』東洋経済新報社、2000年
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を参照。(19)

その点の証明については、前掲、拙著、

近刊を参照されたい。

(20)花島得二「果樹園に於ける小作権と其評價

賠償法」『農業と経済』第2巻第2号、昭

和10年、静岡縣経済部『静岡縣に於ける蜜

柑園の小作事情(完)』昭和11年などを参

照。

(21)椎名重明『近代的土地所有』東京大学出

版会、1973年参照。
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