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農用地への改良投資と有益費補償問題
―農地中間管理事業を視野において―

元農業総合研究所長　島　　本　　富　　夫

はじめに
わが国の借入農地面積は117万haを超え、その

多くを大規模農家・法人経営体が占めるといった
賃貸借構造へと大きく変化してきており、これら
の大規模経営体が耕作放棄地の復元や借地上への
改良投資を行う機会・場面も増えてきている。そ
こでは有益費補償をめぐってトラブルが生じない
ように、行政が有益費補償のガイドラインを示し
て欲しいとの声も出てきている。

さらに、昨年末に「農地中間管理事業の推進に
関する法律」が成立しており、農地行政の新たな
取り組みが始まろうとしている。この事業が如何
なる成果を生むのかは予見しがたいが、「農地中
間管理機構」が行う事業のひとつに、農用地の改
良、造成、復旧、農業用施設の整備など農用地等
の改良が位置づけられた。借入農用地等で改良投
資を行うのであり、そうした場合、改良農用地を
土地所有者に返還する際に有益費補償問題が生じ
る。この農地中間管理機構が行う改良投資と有益
費補償問題について、現場での混乱を未然に防ぐ
ためにも農水省が有益費補償に関する具体的な方
針を示すことが必要である。

戦後70年に及ぶ農地行政において、農水省は有
益費に関する法的整備に取り組んでこなかった
が、今や事態は大きく変化してきているのである。
こうした状況からも農水省が、有益費補償に関す
る指針を早急に示して、農村現場に有益費補償の
ルールを定着させることが望まれる。農地法制に
有益費規定を織り込むのが最も望ましいのだが、
取り敢えずは有益費補償のガイドラインを示すこ
とで一歩前進することを期待したい。

本稿は、この有益費補償のガイドラインに関し

て検討することを主題とするが、関連して、我が
国の農地法制において今日までなぜ有益費規定を
欠いたまま推移してきているのか、有益費補償に
関してなぜ行政的指導やガイドラインの提示がな
されてこなかったのか、その経過・背景を探って
おく。

そうした点も考慮して本稿の構成は、以下のと
おりとする。
「Ⅰ農地中間管理事業と有益費補償問題」では、

農地中間管理機構が、借入農用地等で行う改良投
資と有益費補償の発生局面について概略ふれる。

そして、以下の各章では、有益費補償について
の法的理論的整理、農地行政の対応経過、有益費
に関する研究会での議論、有益費補償の事例等を
概括する。そのうえで有益費補償に関する私案を
提起する。
「Ⅱ有益費―その法律上の規定及び判例」では、

有益費に関して我が国の法律ではどのように位置
づけられているのか、民法及び農業関係法につい
て見ておく。さらに、判例ではどう扱われてきて
いるのか確認しておく。
「Ⅲ農地行政における有益費問題」では、有益

費問題は農地行政の場においてなぜ検討されてこ
なかったのか、どのように取り扱われてきている
のか、その推移をみておく。
「Ⅳ有益費問題―研究会での検討経緯、有益費

補償の具体事例」では、農用地利用増進事業制度
創設後に行政が進めていた有益費問題に関する研
究会の推移、概要を概観し、さらに農村現場での
有益費補償に関する事例やイギリスでの有益費補
償の具体例を整理する。
「Ⅴ有益費補償―ガイドラインの提示と処理
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ルールの確立に向けて」では、Ⅰ～Ⅳ章の分析を
ふまえて、農水省が有益費補償に関するガイドラ
インを提示する場合の重要事項（有益費算定方式、
有益費の範囲、収去と買取請求の関係など）につ
いて私案を示したい。

本稿は、有益費に関するこれまでの一定の研究
蓄積を活用して、都道府県や市町村段階で有益費
問題について検討する際の参考となるような資
料・情報を提供することに重点を置きたいので、
理論的展開は極力避ける。有益費問題の詳細につ
いては既稿（注1）を参照されたい。なお、農地
法から「小作地」、「小作料」など農地制度上の伝
統的な用語が消え去ったが、必要に応じてこれら
の用語を使用する。

Ⅰ　農地中間管理事業と有益費補償問題
１　農地中間管理機構が行う事業

農地中間管理事業の推進に関する法律では、法
の目的を「この法律は、農地中間管理事業につい
て、農地中間管理機構の指定その他これを推進す
るための措置等を定めることにより、農業経営の
規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団
化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の
参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高
度化の促進を図り、もって農業の生産性の向上に
資することを目的とする」（第1条）としており、
農地法や農業経営基盤強化促進法での法の目的と
はかなり異質である。

農地中間管理機構が農地中間管理権を取得する
場合は農地法第3条の許可不要（農業委員会への
届け出が必要）であり、また、農地中間管理機構
が農用地等の借受け希望者に賃借権等を設定・移
転する場合には、第18条の規定に従い農用地利用
配分計画を作成し、それを知事が承認・公告すれ
ば権利が設定・移転される（農地法第3条の許可
不要）。農地法、農業経営基盤強化促進法以外に
農地移動の第３のルートを設けた。

この農地中間管理事業を担う農地中間管理機構
が行う事業は、以下に示すとおりである（第2条）。

①農用地等について農地中間管理権の取得。
②農地中間管理権を有する農用地等の貸付け
（貸付けの相手方の変更を含む）。

③農地中間管理権を有する農用地等の改良、造
成又は復旧、農業用施設の整備その他当該農
用地等の利用条件の改善を図るための業務。

④農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを
行うまでの間、当該農用地等の管理（当該農
用地等を利用して行う農業経営を含む）。

⑤前各号に掲げる業務に附帯する業務。
特徴的なことは、③で農地中間管理権を有する

農用地等の改良・造成等の改良行為を業務として
位置づけたことである。同時に、土地改良法を改
正して農地中間管理機構が土地改良事業に参加で
きる者（３条資格者）とした。すなわち、改正土
地改良法では、「農地中間管理機構が借り受けて
いる農用地をまだ貸し付けていないとき、又は借
り受けている農用地を農地利用集積円滑化事業、
若しくは農地中間管理事業の実施により貸し付け
るまでの間一時他人に貸し付け、その耕作若しく
は養畜の業務の目的に供した場合において農業委
員会が認定をしたときは、農地中間管理機構をそ
の農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務
を営む者とみなす」と規定している（第3条第4項）。

この農地中間管理機構が借入農用地等に改良投
資を行った場合、賃貸借の期間満了時（中途解約
時）に改良投資の効果が残存しておれば、賃貸人

（農用地の所有者）に対して有益費の償還請求が
できる。農家間ではこの有益費処理が曖昧になっ
ていることがしばしばであるが、農地中間管理機
構が関わる場合にはこれを曖昧にすることは許さ
れないであろう。農水省や農地中間管理機構の積
極的な対応が求められる。

２　農用地の改良と小作料、有益費補償問題

小作料水準に関しては、標準小作料制度がすで
に廃止されており、農地中間管理機構が農地を貸
借する場合に小作料水準をどのように決めようと
も特段問題にされることはないかもしれない。し
かしながら、現実には農地中間管理機構は公的性
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格を持つ機関として介在していること、有益費補
償問題も絡むことから一定の論拠を整理しておく
ことが必要であろう。なお、小作料水準の算定に
あたっては、土地純収益を求めて算定する、かつ
ての標準小作料算式（小作料＝粗収益－（物財費
＋雇用労働費+家族労働費＋資本利子＋公租公課
＋経営者報酬））によることが適切である。

（１）農地中間管理機構の借入地での改良投資・
　　 小作料水準

農地中間管理機構が農用地等の農地中間管理権
を取得して、その借地に改良投資（土地改良事業）
を行った場合あるいは整備済みの農地を貸借した
場合の小作料水準は、土地改良費用の受益者負担
の仕方によって差異を生じる。

１）土地改良事業・受益者負担のパターン
農用地への土地改良事業（土地改良法に依らな

い場合を含む）と受益者負担（ここでは賃借権の
設定・移転に伴う「残債務承継」を想定する。）は、
以下の３つのパターンが考えられる。ここで、貸
付者（土地所有者）を「甲」、農地中間管理機構
を「機構」、借入者を「乙」とする。そして、機
構或いは甲が3条資格者である場合は、賃借権の
設定・移転に伴って甲・機構間、及び機構・乙間
で土地改良法の「3条資格者」の交代が行われる
ことを前提とする。
パターンはＡが基本であるが、Ｂ、あるいはＣ

もあり得ることを想定する。

◎パターンＡ････甲（未整備地）―→機構（農地…
中間管理権を取得・土地改良事業実施）―→乙
に貸付。
この場合、土地改良受益者負担（土地改良区が

補助残融資を受けて、組合員から毎年特別賦課金
を徴収するのが通例）については、次の２つのパ
ターンを想定する。

なお、機構が権利移転時に残債務の繰り上げ償
還等で債務を処理する方法も考え得るが、担当部
局ではそのことを想定していないようなので、こ
こではそれは除外する。

①土地改良事業完了後に乙が残債務承継する。

機構が貸付までの間に負担した受益者負担額を乙
に転嫁せず（Ａ―①）。

②土地改良事業完了後に乙が残債務承継する。
機構が貸付までの間に負担した受益者負担額を機
構・乙間の小作料に上乗せ（Ａ―②）。
◎パターンＢ････甲（土地改良事業実施）―→機

構（農地中間管理権を取得）―→乙に貸付。
この場合、受益者負担については、甲・機構間

では２とおりのパターンが考えられる。
①甲が残債務全額を負担する（Ｂ―０）。
②機構が残債務承継する（Ｂ―①）。
そして、残債務承継をした機構は、機構・乙間

では、次の２とおりのパターンが考えられる。
（a）機構が甲から引き継いだ残債務を貸付まで

の間負担した後、乙が残債務承継する。
機構が負担した残債務額を乙に転嫁せず（Ｂ―

①―（a））。
（b）機構が甲から引き継いだ残債務を貸付ま

での間負担した後、乙が残債務承継する。
機構が負担した残債務額を機構・乙間の小作料

に上乗せ（Ｂ―①―（b））。
＊パターンＡ、Ｂで想定する残債務承継は、有

益費処理のひとつの方法として行われてきた残債

務承継［賃借人が土地改良事業に参加した場合、

その借地返還に際しての有益費償還のひとつの手

段として貸付農地所有者に残債務を承継する方法

（Ⅴ―５―（4）参照）］とは異なり、有益費を発

生させる方向に作用する。

◎パターンＣ････甲（未整備地）―→機構（農地
中間管理権を取得・土地改良事業せず）―→乙
に貸付（土地改良事業実施）。
このパターンは、農家間の農地賃貸借（甲・乙間）

いおいて、その借地に賃借人（乙）が土地改良事
業を実施する場合と結果的には同じことである。

２）受益者負担のパターンと小作料水準の関係
ここで、土地改良前（未整備地）の小作料水準

をＲ１、土地改良後の小作料水準をＲ２とする。
◎パターンＡ

Ａ―①････小作料水準は、①甲・機構間ではＲ1、
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②機構・乙間ではＲ1＋（Ｒ2－Ｒ1）×（機構
の負担額÷受益者負担総額）となる。
Ａ―②････小作料水準は、①甲・乙間ではＲ１、

②機構・乙間ではＲ1＋機構の負担額の上乗せ、
となる。機構・乙間でのこの小作料水準では乙
が受益者負担総額を持つことになる。
なお、全額国公費（補助金）で土地改良事業費

を賄った場合には、Ａ―①、Ａ―②ともに受益者
負担がゼロとなる。この場合の機構・乙間の小作
料水準を如何なる水準にするか、すなわち、土地
改良効果たる土地純収益の増加分（Ｒ２－Ｒ１）
を誰が取得するかが問題となる。担い手育成政策
と整合性をとるのであれば、乙が（Ｒ２－Ｒ１）
を取得するべきである。すなわち、機構・乙間の
小作料水準はＲ１とすべきでる。

賃貸借終了後は、この改良効果は甲が手にする
（Ｒ２での新たな貸付が可能となる）。
◎パタ―ンＢ

Ｂ―０････小作料水準は、甲・機構間、機構・乙

間ともにＲ2である。この場合は有益費補償問

題も発生しない。

Ｂ―①―（a）････小作料水準は、①甲・機構間
では、Ｒ1＋（Ｒ2－Ｒ1）　×（甲の負担額÷受
益者負担総額）、②機構・乙間では、Ｒ1＋（Ｒ
2－Ｒ1）×（甲の負担額÷受益者負担総額）＋（Ｒ
2－Ｒ1）×（機構の負担額÷受益者負担総額）、
となる。
Ｂ―①―（b）････小作料水準は、①甲・機構間

では、Ｒ1＋（Ｒ２－Ｒ１）×（甲の負担額÷
受益者負担総額）、②機構・乙間ではＲ１+（Ｒ
2－Ｒ1）×（甲の負担額÷受益者負担総額）＋
機構の残債務負担額の上乗せ、となる。機構・
乙間のこの小作料水準では、乙が甲・機構間で
引き継いだ残債務額全額を持つことになる。
◎パタ―ンＣ････小作料水準は、①甲・機構間、

②機構・乙間ともにＲ１である。

（２）有益費補償の発生とその配分
　借地上で賃借人が改良投資をした場合、その

賃貸借の終了時（解約時）に改良の効果が残存し

ておれば、有益費補償問題が生じる。その有益費
を民法の規定に従って処理する場合には、賃貸人

（所有者）の選択によって、「支出した金額」又は「増
加額」を、土地改良法による土地改良事業では「増
価額」を償還しなければならない。この有益費補
償額の算定方式については、「Ⅴ―５考えうる有
益費算定方式」を参照されたい。なお、有益費補
償額の算定に当っては補助金による寄与部分は除
外する（「Ⅴ―６土地改良補助金の扱い」参照）。
【有益費補償の配分】

有益費の額の算定に当っては、①補助金による
寄与分は除外する（全てのパターンに共通）、②
甲の寄与分は除外する（パターンＢ）、ことが前
提である。
◎パターンＡ････機構が土地改良事業に参加
Ａ―①････甲に対して乙（機構を経由して）、及

び機構が有益費の償還を請求する。有益費は、
乙と機構が受益者負担の割合に応じて配分する
こととなる。
Ａ―②････甲に対して乙が（機構を経由して）有

益費の償還を請求する。乙が有益費の全額を受
け取る。
◎パターンＢ････甲が土地改良事業に参加してい

るのだから、甲が受益者負担金の一部を既に負
担している場合には、その負担割合に応じて有
益費を割り引いて償還させること　が前提条件
となる。
Ｂ―０････有益費は発生しない。
Ｂ―①―（a）････甲に対して乙（機構を経由し

て）、及び機構が有益費の償還を請求する。有
益費は、乙と機構が受益者負担の割合に応じて
配分することとなる。
B―①―（b）････甲に対して乙が（機構を経由

して）有益費の償還を請求する。乙が全額を受
け取る。
◎パタ―ンC････甲に対して乙が（機構を経由し

て）有益費の償還を請求する。乙が有益費の全
額を受け取る。
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３　その他の留意事項

①土地改良補助金の扱いに関しては、「Ⅴ－６
土地改良補助金の扱い」を参照されたい。

②有益費補償に関する特約に関しては、「Ⅴ－
２改良行為と有益費処理についての事前の同意」
を参照されたい。

③有益費補償のひとつの解決手段としての「残
債務承継方式」は、機構が介在した場合であって
も、賃貸借の終了時の有益費処理のひとつの方法
として、賃貸人（土地所有者）に残債務を承継さ
せる形で利用できる。

Ⅱ　有益費――その法律上の規定及び判例
ここでの検討の主たる対象とする有益費は、農

業の場において賃借人が改良投資を行った場合
に、賃貸借の終了時にその改良投資の残効果の補
償として問題となる有益費についてである。

有益費は、占有物の改良のために支出し、物の
価値を増加させるための費用であり、農業の場で
一般的に発現するのは、農地賃貸借をしている場
合に、賃借人が借地上にその土地の改良のために
行った投資である。賃貸借契約の目的に従って農
地等を使用収益するために必要は維持保全のため
の費用（必要費）とは区別する必要がある。

そして、有益費を投下した借地を返還する際に
改良の効果がなお残存しているのであれば有益費
補償問題が発生する。また、有益費補償は、借地
の返還が期間満了であるのか中途解約であるのか
によって差異が生じることなく発生するのであ
る。

この有益費や有益費補償に関して、法律ではど
のよう取り扱われているのか、以下で概略見てい
く。

我が国においては有益費に関する法律上の位置
付けは、民法が一定の規定を置いている。だが、
農業の場において当然に問題となるこの有益費に
関しては、土地改良法に第59条の規定を置いてい
るのみであり、農業関係法での規定は無いに等し
い。有益費に関して詳細に規定しているイギリス

農業借地法、フランス農事賃貸借特別法などとは
格段の差がある。

１　有益費についての法律での規定

（１）「必要費」と「有益費」―その償還請求権
民法では、占有者が支出した費用の償還請求

（「必要費の償還請求」と「有益費の償還請求」）
については第196条で規定している。そして、賃
借人の費用償還請求については第608条で規定し、
留置権者のそれについては第299条で規定してい
る。

１）民法第196条（占有者による費用の償還請求）
占有者による費用（「必要費」と「有益費」）の

償還請求について規定しており、それは賃貸借の
場合にも基本的に適用される。

①「必要費」については、「占有者が占有物を
返還する場合には、その物の保存のために支出し
た金額その他の必要費を回復者から償還させるこ
とができる。ただし、占有者が果実を取得したと
きは、占有者の負担に帰する」（第196条第1項）
と規定している。

すなわち、物の保存のために支出した金銭等の
必要費は償還請求できる。だだし、占有者が占有
物（たとえば農地）から作物を収穫することを目
的として投じた費用については占有者が負担すべ
きものであり、「償還されるべき必要費」には当
たらないということである。

②「有益費」については、「占有者が占有物の
改良のために支出した金額その他の有益費につい
ては、その価格の増加が現存する場合に限り、回
復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額
を償還させることができる」としている（第196
条第2項）。すなわち、有益費の償還額は、「支出
した金額」とするか「増価額」にするかを回復者
の裁量に任せているのであり、回復者優位に働く
仕組みである。

なお、民法ではこの「有益費」と上述の「必要
費」の区分を必ずしも明確にしているものではな
いので、個々の事例で争いが生じれば訴訟で決着
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しなければならない、といったことにもなりかね
ない（「Ⅱ―２判例に見る有益費の範囲」参照）。

２）民法第608条（賃借人による費用の償還請求）
①必要費については、賃借人が、賃貸人が負担

すべき必要費を支出したときは、直ちにその償還
を請求できるとしている（第608条第1項）。

②有益費については、「賃借人が賃借物につい
て有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の
終了の時に、第196条第２項の規定に従い、その
償還をしなければならない」と規定している。農
地賃貸借についていえば、①賃借人が借入地の改
良（暗渠、客土、区画形質の変更など）のために
有益費を支出しており、②賃貸借の終了時にその
改良の価値が存在しておれば、③賃貸借の終了時
に、賃貸人は「支出した金額」か「増価額」かの
いずれかを選択して償還しなければならない、と
いうことである。なお、「裁判所は、賃貸人の請
求により、その償還について相当の期限を許与す
ることができる」こととなっている（第608条第2
項）。

　
（２）「支出した金額」と「増価額」

１）民法での規定
民法上では、賃貸借の終了時に目的物の改良の

価値が残存している場合には「支出した金額」か
「増価額」のどちらかを選択して有益費の償還が
なされるのだが、この場合の「支出した金額」、「増
価額」は、以下のように整理される。

①「支出した金額」は、占有者が支出した金額
そのものであり、これについては利息が発生しな
いと解されている。ただし、償還すべき時期以降
は利息が発生する。また、支出時の金額を現在価
への修正（物価修正など）も行われるべき性格の
ものではない。

②「増価額」は、その評価時点は占有物の返還
時（賃貸借の終了時）である。その増価額は、占
有者（賃借人）の改良行為により目的物の価値が
増加した場合のその増加部分の価値である。この
増価額は改良投資額そのものではないし、使用収

益期間中にその価値が減少するのが通例である。
この「増価額」（返還時での残存額の評価額、

減価あり、物価修正あり）と「支出した金額」（資
本投下時の価格そのもの、利子なし、減価なし、
物価修正なし）との間には、物価変動がない経済
社会を想定しても両者が一致しない関係にある。
民法ではこれを回復者の選択に委ねているのであ
り（投下資本が実質的に回収されたか否かを問う
てはいない）、回復者（賃貸人）は「増価額」か「支
出した金額」かのいずれか安いほうを選択するで
あろうことが想定される。その限りで土地所有者
に妥協した規定である。戦前期、農民組合等がこ
れを賃借人の選択とすべきだと主張したのは、地
主的土地所有への対抗であったといえる。

２）土地改良法での扱い　
土地改良法では、有益費償還に関するこの二者

択一を、「増価額」に限定している。すなわち、
土地改良法第59条では、「土地改良事業に費され
た有益費を民法の規定により償還する場合には、
償還すべき額は、同法第196条第2項本文の規定に
かかわらず、増価額とする」としている。もちろん、
この有益費償還規定は、土地改良法に基づいて実
施される土地改良事業に限定されるのであり、こ
の土地改良事業以外で行われる改良投資の有益費
償還は、民法の規定によることとなる。

その理由について、農政当局は、次のように説
明している。
「･･･民法の例外を認め、増価額に限ることとし

たのである。なぜならば、一方において事業に参
加しなかった回復者が選択権を行使して不当に利
益を収める（事業費に比し効果が著しかった場合
に、事業費相当部分を償還する）ことは、前条の
規定と矛盾するし、他方において返還者は、自己
の責任において事業を行い、かつ前条の保護規定
もある以上、増価額の償還だけを受けうることを
もって足るからでる」としている。

この前条（第58条）は、「組合員はその者が地
上権、永小作権、質権、賃借権、使用収益による
権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利
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に基づき使用し及び収益している土地につき土地
改良事業の成果を公正に享受するため、これらの
権利の設定に係る契約の変更に関し、その契約の
相手方に対し協議を求めることができる」として
いる。

この規定は、「土地改良事業の成果を公正に享
受する」という法意であろうから、自己の責任に
おいて土地改良事業を行った使用有益者が、「支
出した金額」に比して「増加額」が極めて低いか
らといって小作料の減額を請求することは想定し
ていないであろう。だとすれば、その協議は貸借
期間の延長などが想定でき、この貸借期間延長に
よって投下した資本のある程度の回収は追加的に
可能となると見ていたということであろう。

なお、土地改良法での有益費に関する条文は、
この第59条のみである。

（３）収去権と買取請求との関係
賃借人が権原に基づいて賃借物（借地）に付着

させた施設等（畜舎、温室など）については、民
法第242条の付合に当るといえる（第242条「不動
産の所有者は、その不動産に従として付合した物
の所有権を取得する」）。しかしながら、これら施
設等は借地に直接的に投入された改良資本（分離
が困難な土地合体資本）ではなく、独立性のある
ものとして、賃借人の権利（所有権）を妨げない。
すなわち、同条ただし書きで「ただし、権原によっ
てその物を附属させた他人の権利を妨げない」と
している。したがって、これらの物については賃
借人に所有権があり、収去権を有すると解される

（「第598条　借主は、使用物を原状に復して、こ
れに附属させた物を収去することができる」）。の
みならず、収去義務があるといった問題を含む。
民法原則からは有益費償還請求権の対象とならな
いと考えられるこれらの物については、賃借人は
収去権を行使して投下資本を回収することが可能
であると見ていた、ということであろう。

この点についは、以下のような留意が必要であ
る。

①借地上に「納屋、畜舎」等を建設した場合、

借地借家法が適用される場合には、建物の時価で
の買取請求ができる。すなわち、「借地権の存続
期間が満了した場合において、契約の更新がない
ときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物
その他借地権者が権原により土地に附属させた物
を時価で買い取るべきことを請求することができ
る」（借地借家法第13条第1項）としているのであ
る。しかしながら、同条の適用を受けない場合に
は収去問題が生じることとなる。

②果樹、桑木、その他の永年性作物については、
民法第242条（不動産の付合）が問題となる。土
地に播種されて生育した農作物は、土地に付合す
ると解するのが通説であるが、借地上に植栽され
た永年性作物については、同条の但し書き（権原
によってその物を附属させた他人の権利を妨げな
い）が適用されるのか否かによって大きく左右さ
れる。果樹木等は、成木か未成木かによってその
評価が大きく異なり、固有の価格形成をしており、
植栽者が所有権を有すると見ることができる。で
あれば、収去権（同時に収去義務）があるという
ことになる。

以上、①、②については、買取請求権（借地借
家法の適用がある場合）で処理できれば良いが、
収去権の行使といった場合には収去することで経
済的価値が低下するといった問題もある。畜舎、
果樹木等については、有益費償還に関しての実際
の運用に当っては、賃貸借の終了時に賃借人が収
去するのか、賃貸土地の所有者が買取るのかを選
択する仕組み（契約）を考えておくことが必要で
あろう（「次の（４）任意規定性と特約」参照）。

（４）任意規定性と特約
ところで、民法第196条、第608条の有益費に関

する規定は、強行的性格を持たないものと解され
る。したがって、特約によって有益費の範囲、有
益費の額の算定、支払時期、支払方法等について
あらかじめ決めておくことができる。一定の条件
の下では有益費の償還請求をしないといったこと
も可能である。また、借地上に設置した建物施設
や植栽した果樹木などについては、賃借人が収去
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するのか賃貸人が買い取るのか、あらかじめ特約
しておくことが紛争防止になる。

農地法制において有益費規定を全く持たないな
かで、有益費問題を処理しなければならない状況
にある今日、こうした問題も含めて行政が積極的
に有益費問題に関わっていくべきであろう。

【関係条文】

（民法）

（占有者による費用の償還請求）

第196条①　占有者が占有物を返還する場合には、その物

の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から

償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得し

たときは、占有者の負担に帰する。

②　占有者が占有物の改良のために支出した金額その他

の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限

り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を

償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、

裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の

期限を許与することができる。

（賃借人による費用の償還請求）

第608条①　賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属

する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその

償還を請求することができる。

②　賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、

賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第２項の規定に従

い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、

賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与

することができる。

（留置権者による費用の償還請求）

第299条①　留置権者は、留置物について必要費を支出し

たときは、所有者にその償還をさせることができる。

②　留置権者は、留置物について有益費を支出したとき

は、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者

の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させる

ことができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、

その償還について相当の期限を許与することができる。

（不動産の付合）

第242条　不動産の所有者は、その不動産に従として付合

した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物

を附属させた他人の権利を妨げない。

（借主による収去）

第598条　借主は、使用物を原状に復して、これに附属さ

せた物を収去することができる。

（土地改良法）

（組合員の使用収益権）

第58条　組合員はその者が地上権、永小作権、質権、賃

借権、使用収益による権利又はその他の使用及び収益を目

的とする権利に基づき使用し及び収益している土地につき

土地改良事業の成果を公正に享受するため、これらの権利

の設定に係る契約の変更に関し、その契約の相手方に対し

協議を求めることができる。

（償還すべき有益費）

第59条　土地改良事業に費された有益費を民法の規定に

より償還する場合には、償還すべき額は、同法第196条第2

項本文の規定にかかわらず、増価額とする。

（借地借家法）

（建物買取請求権）

第13条①　借地権の存続期間が満了した場合において、

契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、

建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時

価で買い取るべきことを請求することができる。

②（省略）

２　判例に見る有益費の範囲

有益費に関して判例では如何に判断されてきて
いるのか。農業の場での改良投資をめぐっての有
益費に関する判例は極めて少ないので、借地、借
家での改良投資と有益費請求をめぐっての判例を
中心にみておく（判例は古いものが多いが）。

（１）「有益費」の範囲
「有益費」は、目的物を改良してその物の価値

を高めるために支出する経費である。したがって、
特別の趣味の造作をした場合のように物の価値の
経済的増加に関係のない奢侈的支出は有益費に該
当しない。「必要費」は、物を賃貸借契約の目的
に従って使用収益するに適当な状態に維持するた
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めに必要な費用であり、それが賃貸人の負担に帰
すべきものであれば、償還請求できる。

　ところで、有益費をめぐっては、改良のため
の支出といってもその幅（種類）は広い。また、
支出した金額が、賃借物の改良のための支出なの
か、賃借物を使用収益するために必要な支出なの
か、当事者間で意見が食い違うこともあり、賃借
人が「改良のために支出した費用だ」と主張して
も、賃貸人が認めない場合も起こりうる。このよ
うな場合、判例ではどのようなものを「有益費」
としているのか、農業以外の借地、借家関係のも
のも含めていくつかの判例をみておく。

なお、次の点に注意しておく必要がある。
賃借人が賃借の目的を達成するために当然に行

なわなければならない行為は、結果として賃借物
の価値の増加をもたらしたとしても、改良のため
の支出（有益費）とは見做されないとするのが通
例である。以下のような判例がある。
【有益費と認められなかった判例】
①雑草が繁茂する荒蕪状の畑を耕作するために

賃借した賃借人が雑草を除去して耕作できる状態
にしても、雑草を除去するための労力は賃借人が
賃借物利用の目的を達成するために当然に為さな
ければならない事項であり、有益費の支出とは認
め難い、とされている（大判、1920年）。

（２）有益費と認められた判例
１）目的物への直接的な改良行為
農業の場で有益費償還が訴訟に持ち込まれた事

例は少ない。農業以外の事例も含めて有益費と認
められた判例をみておく。
【判例】
①賃借人が、労力や費用を投下して、荒蕪地を

開墾して畑としたものを有益費と認められた（大
審判、1911年）。

②農地の土地改良を目的として行った地盛工
事、排水工事等に支出した金額（最判、1976年）。

③宅地として賃借した低地の土地について、浸
水防止のために盛土をして改良したもの（東控判、
1937年）。

④道路と借地（宅地）との差五尺を盛土して改
良したもの（東地判、1937年）。

⑤宅地として賃借した土地が低地で湿地のため
に盛土をした事例（東高判、1916年）。

⑥飲食店の営業を目的として賃借した者が、カ
ウンターの修理、便所の改造、ステンレス流し
台の取り替え、増設などを行ったもの（東地判、
1971年）。

⑦賃借した家屋について建て増し、便所の改築、
羽目板、土台、鴨井、天井などの張り替え、修繕
を行った事例（東地判、1929年）。

⑧自動車の車庫として賃借した建物の土間をコ
ンクリート舗装に改良した事例（東控判、1935年）。

⑨地盤改良工事を行ったもので、その材料が石
灰カスを捨てたもので、単に廃棄物処理であった
としても、これによって土地の価値増加を否定す
るものではないとして、有益費とした事例（函地
判、1954年）。

２）目的物以外への改良行為
賃貸借の目的物以外のものに加えた改良行為が

目的物の価値を増加させる場合、それに投じた費
用は有益費であるとして判例も学説もこれを肯定
している。
【判例】
①賃借建物前の道路に施されたコンクリート工

事及び花電灯の設置に関する費用について、家屋
直前の道路工事及び路上の設備等によって家屋の
価値が増加することは通常あり得るべきところで
あるとして、有益費として認定している（大判、
1930年）。

判例に従えば、賃借農地の利用の向上を図るこ
とを目的として、その農地に直接でなくその近接・
周辺で行われる農業用用排水施設や農業用道路の
設置や改良、土壌侵食や災害を防止するための土
留工事、階段工事の施工等に要した費用は、目的
物（農用地）の価値を増価させたものだとして有
益費として処理することが適切だということにな
る。
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Ⅲ　農地行政における有益費問題
有益費については民法に一定の規定が置かれて

いること、有益費をめぐる判例もいくつかあるこ
とを示してしておいたが、我が国の農地法制は有
益費に関する規定を持っていない。そうであるに
もかかわらず、戦後の農地行政において有益費の
立法化などについては殆ど検討されてこなかっ
た。農業の場においては改良投資が行われる場面
が多いにもかかわらず、なぜ検討されてこなかっ
たのか。戦前期も含めてその理由・背景等を見て
おく。

１　戦前期―小作法立法化の企画・検討と�

挫折

（１）地主・小作紛争の増大下での小作法立法化…
　　 の企画

明治維新・地租改正によって私的土地所有権が
確定して、この土地改革を経て確立していった地
主制は盛衰をみながらも戦後農地改革までおよそ
70年間続いた。その下で小作農は高額・高率な小
作料の支払い、小作人が行った改良投資の残効果

（価値の増大）に対する補償なし、地主の一方的
な小作地の取り上げといった極めて劣悪・不安定
な小作環境に置かれていた。この間小作地率は、
1873年（ 明 治6）31.3 ％、1905年44.4 ％、1944年
46.4％と推移していく。

そうした状況の中で1910年代末から小作争議が
増加して、20年大恐慌以降に急増する。小作争議
は1917年に85件、19年326件であったものが20年
には1,680件に増え、昭和期に入ると、農業危機
のなかで更に増加していった。1926年の争議件数
2,751件（参加小作人15.1万人、対応する地主4.0
万人、関係農地面積9.6万町歩）からピーク時の
1935～37年には年間６千件を超える小作争議が発
生しており、1935年で争議件数6,824件（小作権・
小作地取り上げ関係3,031件、風水害・不作関係
2,451件など）、参加小作人12.1万人、関係地主3.4
万人、関係農地面積7.0万町歩であった。

これが農村社会の大きな不安定要因となってい
くのだが、こうした動向に対応して政府は小作権

確立のために小作法の立法化の検討を開始する。
1920年の小作制度調査委員会の設置に始まり、

長期に渡って検討を続けて、議会へ法案の提出も
行っている。1921年に第1次小作法案研究資料を
策定、以降26年まで検討するも結論を得られな
かった。1926年に小作調査会を新たに設置して再
検討して、1927年に小作法草案策定、そして31年
小作法案を議会に提出するといった経過を辿る。
しかしながら、地主勢力の圧力によって小作法が
成立することはなかった。

（２）有益費条項の検討―小作法案研究資料…
　　（1921年）

この小作立法の企画の中で、1921年の小作法案
研究資料は、政府内でその後に検討された小作法
案と比べても最も革新的なものであった。主要な
項目を見ておけば、①小作権に第３者対抗力を付
与、②小作権の消滅の制限、③小作権の譲渡の自
由、④小作審判所による適正小作料の判定制度な
ど、小作権の確立が強く意識されていたといえる。

この小作権強化の一環として有益費に関する規
定として、

①小作人が小作地に改良行為をすることを禁止
する契約は無効、

②改良投資を行った場合の有益費の償還、
③地主が有益費を払わない場合の賃貸借の継

続、
などを小作法案研究資料に盛り込んでいた。だ

が、これらの条項も地主層の圧力のもとで抜け落
ちていった。

農民組合などは小作権の強化、有益費規定の明
確化を要求して、①改良投資は地主の同意不要、
②有益費に肥土投入、耕土深耕、地力保持費を加
えること、③有益費は小作人の選択によって「増
価額」か「費シタル金額」を償還させること、な
どについて強い要求運動を展開していたのだが叶
うべくもなかった。

こうして、小作権は強化されることもなく、農
民運動は抑制され、地主・小作関係に問題を孕ん
だまま戦時体制へと突入していく。結局、小作権
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問題は第２次世界大戦で敗北した後の戦後農地改
革まで持ち越された。

２　戦後農地改革・農地調整法の改正―有益費に

関する立法化検討の欠落

（１）農地改革と農地法制の整備
１）農地調整法の抜本改正―賃借権の保護
戦後民主化の一環として実施された農地改革

（1945～50年、実施法：自作農創設特別措置法）
によって地主制は解体されて、それらの所有して
いた大量の小作地等は小作人に売渡され、自作農
が広汎に創設された。かくして、小作地面積は、
農地改革前の237万町歩（小作地率46％）から改
革後は51万町歩（小作地率10％）へと激減し、我
が国農業は圧倒的多数の自作農によって担われて
いくこととなった。

同時に農地調整法（1938年制定）を大幅に改正
して、①農地の権利移動と農地転用を許可制とす
るとともに、②強固な賃借権保護の規定（賃借権
の第３者対抗力の付与、小作地取り上げの制限、
小作料最高額統制、小作料の物納禁止、小作料の
減額請求権の付与、小作契約の文書化など）を置
いた。これが出発点となって戦後の耕作権保護の
農地行政が展開される。しかしながら、有益費に
関する条項を農地調整法の中に位置づけるような
検討はなされなかったようである。

２）有益費の扱いは「賃貸借契約書」で対応
そして、有益費の扱いは、「小作契約の文書化」

に関わっての農政局長通達（1949年1月）で指導
する「賃貸借契約書」の中に、賃貸借物件に関す
る修繕改良の負担の方法や賃貸借の解約時に借主
に支払うべき補償額等の事項を定めることになっ
ていたが、実際にはこの契約に基づいて有益費が
処理された事例は殆どなかったといってよい。こ
の賃貸借契約に織り込むべき事項は、1952年農地
法施行時や1970年農地法改正時にも模範例として
示されていたが、それは機能してこなかった。

（２）土地改良法の制定と有益費規定
１）土地改良法の制定（1949年）

農地改革では、地域慣行的な慣行小作権（香川
県の甘土権、岡山県の作株権など）は、それを分
割所有権として扱い、農地の買収対価を一定率で
割り引いて地主から買収し、小作人に売渡した。
しかしながら、小作人の改良投資の未回収部分と
しての有益費に関しては考慮されていなかった。
投下資本の回収といった近代的な用益権の確立を
みなかった戦前期の賃貸借（小作地）の処理とし
ては必然であったと言えよう。

農地改革後の土地改良事業の実施法たる土地改
良法は、農地改革実施中の1949年に制定されてい
る。土地改良法は、明治期以降の地主制の下での
地主による土地改良（耕地整理）制度として立法
された耕地整理法（1909年制定）等を廃止して、
土地改良事業の参加者（土地改良法第3条資格者）
を耕作者（小作地にあってはその賃借人）に変更
した。農地改革後に残された小作地に対する強固
な賃借権保護規定の下で、賃借人を土地改良事業
の参加者とすることは、農地行政の当然の選択で
あったといえる。

２）有益費規定は限定的
ところで、前述のようにこの土地改良法に有益

費規定がおかれたが、それは極めて限定されたも
ので、第59条のみであった。

土地改良法第59条で、土地改良事業に費された
有益費を民法の規定により償還する場合には、民
法の規定（「支出した金額」か「増価額」の賃貸
人が選択）にかかわらず「増価額」とするとした
のである。地主の選択の余地をなくして、弱体化
したとはいえなお残る地主の権力から耕作者（賃
借人）を保護したのである。

なぜこの１条のみであったのか定かでないが、
有益費に関する諸規定は本来的には農地法体系に
組み込まれるべきものであり、事業法たる土地改
良法にその代役を期待することは無理な相談だと
いうことであろう。

３　農地法の制定（1952年）―有益費処理は私

的契約レベル

（１）農地法制定の背景
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農地改革が概ね終了した頃からその後の農地関
係法の検討が開始されている。農地改革後の農地
法制のあり方をめぐっては、農林省は当初は農
地改革の打ち切りを重視していたようであるが、
1949年10月のマッカーサー元帥から吉田首相宛の
書簡『農地改革の将来は日本民主主義の試金石』
によって方向を修正する。書簡では「農地改革の
成果は日本の農村社会組織の永続的な一部となら
なければならぬ。農地改革以前の小作制度にいつ
の間にか逆もどりする可能性は絶対に阻止されね
ばならぬ････農地改革に関する諸法規は何ものに
もまげられぬ力をもたなければならぬ････」とし
ており、当時は地主制への逆戻りを強く警戒して
いた。

それゆえ、農地法の検討においては農地改革の
成果を維持するとともに、再び地主制に反転する
ことを警戒して賃借権を強固に保護する規定を置
くことに力点がおかれた。こうして1952年に、農
地調整法、自作農創設特別措置法、譲渡令の３法
令を統合・体系化して、農地法が成立している。

（２）有益費補償に関する検討
１）有益費規定の検討なし
この農地法制の検討の過程では、有益費規定を

織り込むような議論はなされていなかったようで
あり、農地法は有益費に関する規定を全く欠いて
いる。なぜ有益費に関する規定を置かなかったの
か、そのことを知る手掛かりを私はもっていない
が、多分、以下のようなことではなかったのでは
ないか。

農地改革の成果の維持、自作農の農地所有の擁
護を主たる目的とした農地法では、同時に農地等
の賃貸借に関してそれを擁護する極めて強固な規
定を置いた。

すなわち、①農地等の賃貸借の許可制、②農地
等の賃貸借は引き渡しによって第３者対抗力を付
与、③農地等の賃貸借の法定更新、④農地等の賃
貸借の解除、解約等の知事許可制、⑤小作料に関
する規制の強化（小作料の最高額統制、小作料の
定額金納制、小作料の減額請求権の付与）、⑥小

作地の所有制限、⑦所有出来ない小作地の国によ
る買収とその小作人への売渡、などである。これ
らの強固な賃借人保護の規定によって賃借人の権
利が損なわれ、不利になるといったことはないと
見ていたのではなかろうか。

２）有益費処理は私的契約で
以上のように強固な賃借権保護の規定を置き、

一方では有益費の扱いは私的契約に委ねた。すな
わち、「小作契約の文書化」に関わっての前述の
1949年農政局長通達（賃貸借契約書に、賃貸借物
件に関する修繕改良の負担、賃貸借の解約時に「借
主に支払うべき補償額」を定める）の事項をその
まま引き継いで、農地賃貸借契約書の模範例とし
て示したに過ぎなかった。しかしながら、そうし
た私的契約に委ねるといった指導のレベルではそ
れは機能してこなかった。近代的借地経営には及
びようのない零細農耕での借地、そのような賃貸
借関係の下においては有益費償還が自立しようが
なかったということであろう。

（３）有益費非自立化の行政的背景
１）強固な耕作権保護の農地行政の推進
農地法は、農地改革の成果を維持し、自作農の

農地所有と経営を擁護することを目的としてお
り、同時に残された小作地（いわゆる農地改革残
存小作地）の耕作権を強固に保護する農地行政が
展開された。すなわち、①小作地（大部分は農地
改革残存小作地）は、小作人の信義違反等特別の
事情がない限り解約されず、②小作地の大部分は
期間の定めのない小作地となっている、半永久的
に解約されない小作地であり、③小作地の売却相
手は、その小作人に限定されており（小作人の専
買権）、④小作料の最高額統制と減額請求権の付
与など、賃借権が強固に保護されて、小作地所有
権がきわめて制約された小作関係となった。加え
て、⑤農地法の運用にあたっても、賃貸借の解約
に際しての離作料の授受や小作地解消（小作人に
よる自作地化）の際の農地価格の割引等を行政が
指導した経緯もあった。また、農地改革残存小作
地は、可能なかぎり小作人が所有権を取得する方
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向で解消していこうという政策意図もあった。
こうした結果、小作地は強固な賃借権保護の下

で賃貸借の解約等は極めて少なく、その多くは小
作人の所有権取得といったかたちで自作地化され
ていった。同時に、新規の賃借権の設定は極めて
少量であり、かくして、小作地は減少を続けて、
1965年には27万ha（小作地率5.3％）にまで減っ
たのである。

２）離作料に埋没してしまった有益費補償
この小作地の減少は、２つのルートで進んだの

だが、①その多くを占めた小作人による自作地化
（小作人による小作地買取り）にあたっての農地
売買価格は、自作地価格を一定程度割り引いた価
格で売買されるといった状況が一般化していった

（自作地価格と小作地価格の価格差の発生）。②量
的には少なかったが地主による自作地化（賃貸借
の解約）に際しては離作料の授受が一般化して
いった。加えて、農地転用に伴っての賃貸借の解
約に際しての離作料では、農地価格の一定割合を
授受するといった特異な権利へと向かい、それが
耕作目的の解約にも波及していった（耕作権の価
格化現象）。

このような慣行が一般化していくにつれて、賃
借人が借地上に改良投資を行い、解約時に改良の
効果が残っていて有益費償還請求の権利があった
としても、それは離作料の中に埋没してしまって
有益費償還請求権が自立化し得なかったのであ
る。かくして、有益費問題は農地制度上で検討さ
れることもなく推移してきた。そして、農業を取
りまく経済環境が大きく変化していく中で、農地
政策は新たな政策課題への対応が求められること
となってくる。

４　1970年農地法大幅改正―政策転換と有益費

問題

（１）農業の構造改善（基本法農政）への対応
農地法が制定されて以降の農地行政は、法の趣

旨にそって忠実に運用されていくが、我が国経済
が高度経済成長へと推移するにつれて零細農耕の
矛盾が顕在化してくる。農業構造の改善が迫られ、

農地行政も基本法農政（1961年農業基本法制定）
に対応すべく、1962年に農地法を改正した（農業
生産法人制度や農地信託制度の創設、農地取得上
限面積の緩和など）。しかしながら農地移動やそ
の方向づけは思うように進まず、農業構造の変化
は微弱であった。他方で、強固な賃貸借規制を嫌っ
てのヤミ小作が増加していく。

（２）1970年農地法大幅改正―有益費規定の検討
　　 無し

こうした賃貸借市場の動向に対応すべく、その
後農林省内で農業構造の改革のあり方に関して検
討を重ね、1967年に『構造政策の基本方針』を出
す。その中で、構造改革の推進の重要な柱として、
賃貸借による農地流動化を促進すべきとして農地
制度の大幅改正を提起した。

1970年、農地賃貸借規制の大幅緩和などを中心
として農地法が大幅に改正された。賃貸借規制の
緩和に関しては、①賃貸借の解約については、合
意解約、10年以上の定期賃貸借の更新拒絶などは
許可不要（農業委員会への通知が必要）、②統制
小作料制度（１筆統制）の廃止と標準小作料制度
の創設、③小作地所有制限の緩和、④小作料の減
額勧告制度の新設などであった。その他、法の目
的の一部改正、農地保有合理化事業制度の創設、
農業生産法人の要件緩和など。こうして、自作農
主義の農地政策から借地による農地流動化の促進
へと政策を転換した。

この賃貸借規制の大幅緩和によって農地賃貸借
関係は変化して、賃借権は相当弱められること、
耕作権の価格化といった特異な権利形態も相当弱
体化することが予想された。それが法改正の狙い
でもあった。少なくともこの時期から有益費問題
が農地政策論議の対象となってしかるべきであっ
た。しかしながら、そうした賃貸借関係の変化に
対応して重要性が増してくるはずの有益費規定に
ついての検討は殆どされなかった。行政は、「10
年以上の定期賃貸借」といった期間の長さによっ
て、あるいは「合意解約」の当然の前提として、
有益費処理は当事者間に任せることで（前述の賃
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貸借契約における特約など）、有益費問題は解決
できるとみていたのではないか。

結局、有益費の扱いは、施行通達で1949年の農
政局長通達（「賃貸借契約書」の中に、賃貸借物
件に関する修繕改良の負担、賃貸借の解約時に「借
主に支払うべき補償額」を定めること）を踏襲し
たにすぎなかった。

農地改革から4分の1世紀の間、農地行政は農地
法本体に有益費規定を盛り込むといった検討をす
ることなく推移した。

５　農用地利用増進事業創設（1975年）―有益

費問題の検討状況

（１）農振法の改正（1975年）
１）利用権設定制度の創設
70年に農地法が大幅に改正されたが、農地の流

動化を急ぐ農林省は、さらなる賃貸借規制の大幅
緩和へと動く。1975年に農業振興地域の整備に関
する法律（農振法）を改正して、市町村が農用地
区域内で農用地利用増進事業を実施する、「農用
地利用増進事業」制度が創設された。すなわち、

①市町村が農用地利用増進計画（利用権に関す
る諸事項）を策定し、公告すれば利用権が設定さ
れる（当事者間で賃貸借契約を締結する必要な
し）、

②利用権は法定更新の適用除外として貸借期間
満了とともに権利が消滅する（農地法第20条許可
不要）、

③貸借期間は数年の短期間、といった利用権設
定制度である。

こうして、農地法によって強固に保護されてき
た賃借権は70年農地法改正で弱められたが、さら
に弱い権利へと変容したのである。かかる法関係
のもとでは、賃借人が行った改良投資の残効果の
回収を担保すべく有益費処理の問題が一層重要さ
を増してくることが予想された。だが、この段階
でも農地法や農振法に有益費規定を置くような検
討はなされていない。ただし、農振法改正に際し
て次のような措置をとった。

２）有益費処理は通達レベル

この農振法の改正に当って、農林省は改正法案
に有益費条項を織り込むことはなかった。国会審
議において有益費問題が議論され、法改正の際の
衆議院農林水産委員会の付帯決議では、有益費に
関して、「利用権の設定に当っては、耕作者の経
営の安定が期されるよう利用権の存続期間及び継
続設定について十分配慮するとともに投下した有
益費の公正確実な回収が図られるよう配慮するこ
と」を議決した。参議院でも同様の付帯決議がさ
れた。

これに対して農林省は、有益費処理に関しては
政省令で規定するのではなく、同法の施行通達等
で示した。
（ⅰ）施行通達（事務次官通達）での記述
①施行通達の「第3農用地利用増進事業」で、

規則第17条の「農用地利用増進事業の実施により
設定される利用権の条件に関する事項」としては、
借賃の支払猶予及び減額、有益費等利用権の条件
に関し････定めるものとする、とした（第3、第9）。

②他方で、土地改良事業の参加資格者について
は、「農用地利用増進事業の実施区域において土
地改良事業が実施される場合に、土地所有者と利
用権者のいずれを土地改良事業の参加資格者（３
条資格者）とするのが適当かについては、地域の
実情によって異なるものと考えられるが、農用地
利用増進事業により設定される利用権の設定期間
が、形式上は短期になることにかんがみ、一般的
には土地所有者が土地改良事業の参加資格者とな
ることが、････実際的であると考えられるので、
その方向で関係機関を指導されたい」、としたの
である。（「農振法の一部を改正する法律の施行に
ついて」参照）
（ⅱ）「農用地利用増進規定試案」等での記述
農林省は、参考資料として、「農用地利用増進

規定試案」、「農用地利用増進計画試案」を作成し
ており、「農用地利用増進規定試案」では、有益
費の償還に関連して、以下のような事項を定める
よう示している。

①農用地利用増進計画においては･････当該利
用権に係る農用地を返還するに際し、民法の規定
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により当該農用地の改良の為に費した金額その他
の有益費について償還を請求する場合、その他法
令による権利の行使である場合を除き当該利用権
を設定する者に対し、名目のいかんを問わず返還
の代償を請求してはならない。（いわゆる離作料
の授受の禁止）

②返還する場合において当該農用地の改良の為
に費した金額又はその時における当該農用地の改
良による増価額について当該利用権の当事者間で
協議が整わないときは当事者双方の申出に基づき
市町村（農業委員会）が認定した額を費した金額
又は増価額とする。
（ⅲ）「農用地利用増進計画試案」
この「農用地利用増進計画試案」でも同様の趣

旨が示されており、有益費については、
①借人は、貸人の同意を得て利用権の目的物の

改良を行うことができること（賃貸人の同意を前
提とした改良）、

②返還時に増価額が現存している場合に限り、
貸人の選択に従い、支出した額又は増価額（土地
改良法による土地改良事業で支出した有益費につ
いては増価額）の償還を請求できること、

③有益費の額についての協議が調わないとき
は、双方の申し出に基づき市町村又は農業委員会
が認定した額をその費やした金額又は増価額とす
ること、とした。（注２）

しかしながら、試案等で有益費処理の手続きに
ついて示しただけでは、有益費については結局の
ところは地元任せ、当事者間の特約によらざるを
得ないということである。このように、有益費の
処理を現場（当事者）に委ねる従来どおりの手法
では、有益費慣行が殆どない状況下にあっては、
具体的に解決しうる目処はたたないのである。

　
（２）有益費問題の検討―研究会の発足

農地改革以降の農地行政において検討されてこ
なかった有益費問題が、この段階から検討を開始
するといった新たな動きもみられた。農地行政当
局は、75年農振法改正での国会審議、国会附帯決
議を受けて、同年に「有益費問題に関する小研究

会」（座長：中江淳一農地保有合理化協会専務理事）
をスタートさせた（後述）。小研究会は、１年間
の検討を続けてある程度のとりまとめ（「暫定的
とりまとめ」）を行っている。しかしながらこれ
が世に問われることはなかった。大物ＯＢから有
益費償還問題を表に出せば第二の離作料問題にな
りかねないとの意見があったとか仄聞したが、真
偽のほどはわからない。

なお、この成果（「暫定的とりまとめ」）は、そ
の後80年に「有益費算定方式研究会」が発足した
際に参考資料として印刷している。

６　農用地利用増進法（1980年）～農業基盤強

化促進法（1993年）

（１）農用地利用増進法の制定
1980年に農用地利用増進事業を大幅に拡充し

て、所有権移転等も織り込んだ新たな事業制度と
しての農用地利用増進法が成立している（農振法
の規定は廃止、同時に農地法及び農業委員会法が
改正された）。

この段階では、有益費処理に関しては農用地利
用増進事業での有益処理の仕組みをそのまま踏襲
している。その内容を記述する必要もないので省
略する。（農用地利用増進法関係の諸資料は（注２）
参照）

（２）有益費算定方式研究会の設置
この時期、農地行政当局は前回の「有益費問題

に関する小研究会」の成果も踏まえながら、新た
に「有益費算定方式研究会」（座長：梶井功東京
農工大学教授）を立ち上げた。この研究会は、６
年間の議論を経て有益費の算定方式について一定
の結論を得て、87年3月に取り纏めている。しかし、
その成果も農政の現場に生かされることはなかっ
た。

なお、この時期に土地改良制度研究会において
土地改良制度全体の議論がなされているが、有益
費償還に関してもとりあげられており、『構造政
策と土地改良制度（中間報告）』が81年3月に出さ
れている。
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（３）農業経営基盤強化促進法の制定（1993年）…
　　 以降

１）93年にこの農用地利用増進法は「農業経営
基盤強化促進法」に改正されている。法律名を変
更し、事業内容を大幅に拡充して農業構造改革の
方向を明確にした。「農用地の利用増進」から「農
業経営の基盤強化」へと向かったのであった。こ
の時点でも有益費問題に踏み込んだ議論はなされ
ていない。

２）この農業経営基盤強化促進法は、2009年に
改正されて（さらに2013年に改正）今日に至って
いるが、この間、有益費規定が検討されたことは
なく、有益費処理は現場任せのままである。

　なお、2009年の農地制度の改正は、農地法本
体の大幅な規制緩和など大掛かりなものであっ
た。すなわち、①農地法の要であった重要事項―
小作地所有制限、小作地等の国による買収・売渡、
標準小作料制度、小作料の減額勧告制度、未墾地
の買収・売渡、薪炭林等での利用権設定制度、草
地利用権設定制度などを全て廃止、②借地による
農業参入を自由化、③賃貸借期間（民法604条）
の例外として最大50年まで可能、④農業生産法人
の要件緩和、などである。こうして、農地賃貸借
を取りまく環境が大きく変化することによって、
農地賃貸借構造も大きく変容することが予測され
る。

３）この時期、農地行政当局は、有益費に関す
る調査研究（注３）を実施して、一定の研究成果
をまとめている（2008年度の単年度、筆者も参画）。
この研究成果もまた農地行政の現場で生かされる
ことなく渡過している。

（４）農地賃貸借構造の変化と有益費問題の今後
１）今日、経営体の借入地面積は117万haを超

え（1975年28万ha）、その大部分は利用権であり、
かつ借入経営体は一般企業も含めて法人経営体や
大規模農家が中心をなすなど、賃貸借構造は大き
く変化してきている。また、農村現場では大量の
耕作放棄地を抱えており、貸付農家が貸付地に改
良投資をする意欲は乏しい。こうした状況下で

は、賃借人による借地上での改良投資機会も増加
し、耕作放棄地解消のための賃借人による改良投
資（開墾投資）も増加するであろうし、2009年農
地制度改正によるリース方式での一般法人の農業
参入の自由化、長期賃貸借制度の創設等といった
新たな環境変化も加わってくる。

２）また、農業の担い手の世代交代による若手
農業者や新規就農者（Ｉターン，Ｕターン）では
有益費補償を当然に要求する、といった意識へと
変化してきており、有益費の適正な処理、そのルー
ル化を求める声も多くなってきている。法人経営
体からも有益費処理基準の明確化を求める声が当
然に強まってくると見ておくべきであろう。

３）2013年12月に成立した「農地中間管理事業
の推進に関する法律」によって、「農地中間管理
機構」が行う業務のひとつに、借入地において「農
用地等の改良、造成又は復旧、農業用施設整備そ
の他当該農用地等の利用条件の改善を図るための
業務」が位置づけられた。この場合、Ⅰ章で述べ
たように「農地中間管理機構」が借地を所有者に
返還する場合に、「改良の残効果」があれば有益
費補償の問題が生じる。

こうした状況変化に対応して、農水省が有益費
補償のあり方に関して積極的かつ早急に検討し
て、有益費補償についてのガイドラインを示すべ
きである。

Ⅳ　有益費問題――研究会での検討経緯、�
　　有益費補償の具体事例
１　有益費問題に関する農地行政部局での�

検討

Ⅲ章で概略みたように、戦後農地改革以降60年
以上が経過し、農地制度は農地法の制定（1952年）
からその後の数次にわたる改正を経て今日に至っ
ている。この間に農地賃他借めぐる状況は多きく
変化してきているのだが、その中にあって有益費
問題に関しての農地行政上の対応・検討は、極め
て不十分なものであったことは既に述べた。

ただし、1975年農振法改正（農用地利用増進事
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業の創設）及び1980年農用地利用増進法の制定の
時期に、農地担当部局で有益費問題に関する研究
会を設置し、学識者による調査・検討を経てそれ
ぞれ一定の成果を得ている。ここでは、その成果
について少し丁寧にみておく。なお、この２つの
研究会のとりまとめ結果は、2008年度に農地行政
当局が実施した調査研究の成果物たる『農地賃貸
借における有益費等に関する調査研究成果報告
書』（経営局構造改善課）に参考資料として収録
されている（注３参照）。なお、以下の文中で、【コ
メント】として記述しているのは筆者が付した説
明あるいは見解である。

１－１　有益費問題に関する小研究会＊の成果

「有益費問題に関する小研究会」の「暫定的と
りまとめ」のポイントは、およそ以下のとおりで
ある。
１．有益費の範囲について

有益費の概念を、「賃借人の投資に基づいて農
用地の農用地としての価値が客観的に増加してい
る部分」であると整理したうえで、有益費の範囲
を以下のようにしている（いずれも例示）。

Ａ　通常有益費として償還請求できる改良行為
（ａ）農用地そのものに加えられる改良行為
ア．均平、客土、盛土、その他土地の形質の改

　　　良、暗渠排水、床締め、心土破砕
イ．堆厩肥等土壌の理化学的性質を改善するた

　　　めに必要な資材の施用
ウ．耕作又は養畜の業務に支障を与える礫、そ

　　　の他これに類する物の除去
エ．Ｂに掲げる施設又は永年作物の改良
オ．その他農用地の利用慣行上通常認められる

　　　改良行為
（ｂ）農用地そのものに加えられるものではな

く農用地の周辺部分において行われる改良行為
ア．農業用道路の新設（拡幅）、改良（砂利入れ、

　　　舗装等）
イ．農業用用排水施設（暗渠排水施設を除く）

　　　の新設、改良
ウ．土壌侵蝕、農用地の災害、農作物の被害を

　　　防止するために必要な階段工、土留工、防
　　　風林等の設置、改良（災害等の危険が切迫
　　　している場合に行われ工事等は保存行為…
　　　（必要費）である。）

Ｂ　当然には改良行為といい難いが、貸主の同
　　　意を得れば有益費たりうるとみられる改良
　　　行為

ア．温室、その附属施設の設置
イ．索道、モノラック等の運搬施設の設置
ウ．牧柵、畜舎等の設置
エ．果樹、桑木、その他の永年作物の植栽
オ．果樹棚、その他作物を支持するために必要

　　　な施設の設置
以上の有益費の範囲に関連して、（ⅰ）上記の「Ａ

通常有益費として償還請求することのできる改良
行為」は貸主との間で紛争が生じる可能性は少な
い。（ⅱ）Ｂに掲げられている行為は、貸主の利
用に関する意向に適合する限りにおいて有益費と
して償還請求できると考えたほうが適当であろう

（貸主の同意の有無と結びついている）。（ⅲ）Ｂ
に掲げられている行為は、その物は土地に付合せ
ず、貸主の所有に属さない（民法242条ただし書
き）。有益費として償還の対象とするよりも、買
取請求の対象としたほうがむしろ適当だとの考え
方もありうる（貸主の同意の問題と結びついてい
る）。いずれも同意にかかわらしめれば、実際的、
合理的に解決していく方法を見出しうる。

２．有益費とその償還にかかわる同意・合意の問題

有益費償還は不当利得の返還の問題であり、賃
貸借の終了時に、賃貸人が費シタル金額*、ある
いは増価額のいずれかを選択して償還すればよ
い。ここでは、当事者の同意、不同意の問題は問
われていない。

＊文中の「費シタル金額」は、民法改正（2005
年）によって、現行法では「支出した金額」。

しかし、有益費処理を円滑に進めるためには、
（ⅰ）必要な改良投資が妨げられず、（ⅱ）賃貸借
の終了時に紛争を生じることなく、（ⅲ）賃借人
が行った投資の価値の未償却・残存部分が回収さ
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れるようにするためには、賃貸人の同意、当事者
間の合意の下で改良行為が行われるようにするこ
とが望ましい。

この同意・合意の範囲は、ア．改良行為につい
ての同意、イ．有益費として償還することについ
ての同意、ウ．有益費償還額の算定方法の合意、エ．
有益費償還方法についての合意、オ．上記ア～エ
について当事者間で協議が調わない場合の処理方
法についての合意、などが考えられる。

３．有益費の額の算定方法

有益費の額の算定方法は、（ⅰ）技術的に可能
であること、（ⅱ）賃借人による必要な改良投資
が妨げられず、かつ、賃貸人の賃貸意欲をそこな
われないこと、の２つの要請を満たすことが必要。
有益費の算定方法は、以下の４つの方法が考えら
れる。

①「費シタル金額」の場合
・費やした費用のすべてをその投下時点の時

価で積算
・自給部分（自給資材、自家労働など）も評

価して積算
・物価変動は考慮せず
・補助金は参入せず
【コメン】補助金の扱いは、以下の算式にお
いても同じなので、以下では省略する。

②「増価額」として評価する場合
②－１…近傍類地との地価差による場合
・当該農地の改良前と類似条件の近傍農地の

地価（耕作目的）との差で評価する方法
・当該農地の改良前の地価と返還時の地価と

の差による方法
②－２…小作料差による方法
・当該農地の改良前と類似条件の近傍農地の

小作料と改良後の当該農地の小作料との差
を一定の利子率で資本還元して求める方法

（標準小作料を活用）
・還元利子率の水準をどうするかが問題

②－３改良投資の費用から減価償却部分を控除
した残存価額による方法（費用価評価）、また

は返還時に残存する投資を再調達価格で評価す
る方法（再調達原単位費用価評価）

（費用価評価の場合）
・物価修正して良い
・自給部分を参入
・減価償却の耐用年数は地場で納得される期

間
（再調達原単位費用価評価の場合）
・再調達価格は地場で納得されるもの
・自給部分を参入

４つの方式を比較した場合、当事者間の事前の
合意を前提に、あるいは市町村（農業委員会）に
よる認定の方法としては、②－３によるのが適当
と考える。
＊成果物：「有益費問題に関する小研究会・検

討成果の暫定的とりまとめ」（構造改善局農政課、

昭和53年3月）

【コメント】
（１）提示されている有益費算定方式について、

若干のコメントをしておく。
①「費シタル金額による場合」に関しては、支

出した金額そのものであるから（減価償却なし、
利子なし、物価修正なし）、特段のコメントは必
要ないであろう。

②「増価額として評価する場合」については、
②－１「地価差による場合」―この方式は、農

地価格が純粋に農業生産のみによって規定されて
いる農地市場であって、改良投資が永久改良であ
れば有効であるが、減価償却する改良投資の場合
は理論的には解約時点（終了時点）の地価に反映
されるだけであり、減価償却とともに減価するの
であるから不適切である。かつ、生きた経済社会
の中にあっては、農地価格は農外の諸要因に影響
されるところから、この方式は利用困難である。

②－２「小作料の差を一定の利子率で資本還元
して求める方法（標準小作料を活用）」―この方
式は、小作料の差が土地純収益の増加分を適正に
反映しており、かつ永久改良であれば有効な方式
である。しかしながら、改良投資が減価償却する
場合は地価差による場合と同じ問題がある。その
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うえ、標準小作料制度が廃止された今日、近傍類
地の小作料すら把握することに困難を伴うところ
から、この方式は利用困難といえよう。

②－３「費用価評価」あるいは「再調達原単位
費用価評価」の場合―「費用価評価」による方法は、
現実的には利用の場が多いと思われる（物価修正
するかどうかは事案ごとの検討が必要）。ただし、
費用価評価は、「増価額」ではない。投下費用＝
増価額となることは殆どないといってよい。この
方式は、増価額ではなく、「投下費用の回収残の
償還」を重視したもの、といった性格のものであ
る。
（２）民法では、有益費が残存しておれば、「賃

貸人の選択に従い、その支出した金額又は増価額
を償還させることができる」となっている。しか
し、この規定は強行規定ではないから、有益費の
償還、有益費の算定方法等を当事者間の同意・合
意によって事前に定めておくことが可能であるか
ら、有益費算定方法も「支出した金額」、「増価額」
以外の方法で算出すること、たとえば、増価額で
はないことを前提として上記②―３の投下費用の
回収残を償還する方式を採用すること、を合意し
ておけばよいのである。

＊この研究会（座長：中江淳一全国農地保有合
理化協会専務理事）は、農振法の改正（農用地利
用増進事業の創設）を手掛けられた関谷俊作氏（当
時構造改善局農政課長）が企画されたものである。
農地制度研究会の小研究会とし1975年9月～76年9
月までの間に6回開催し、「暫定的とりまとめ」を
している（関谷課長は途中で異動）。この「暫定
的とりまとめ」は表に出ることなく事務方で保管
していた（とりまとめの日付は1978年3月）。それ
を78年4月に筆者が引き継いだが、その後この研
究会は開催されることはなかった。1980年に農用
地利用増進法が成立した後に「有益費算定方式研
究会」が81年度から開催されることとなった際に、
この「暫定的とりまとめ」を印刷したものである。

１－２　有益費算定方式研究会＊の成果

１．検討経過

この研究会は、実用可能な「有益費算定方式」
を提示することを主たる目的としたものであり、
とりまとめ経過等はおよそ以下のとおり。

有益費の算定基準作成のためには、法学的、制
度的な問題点解明と経済理論との整合性につい
て、最小限の接近が不可欠であった。しかしなが
ら、改良をめぐる利害関係当事者間においては、
有益費問題は未だ必ずしも独自の概念とはなって
いない。したがって、「算定方式」の行政指導対
応については、必ずしも1本の原則を確立する必
要はなく、現地の実情に応じる「考え方」の諸原
則を示し、賃貸借制度全体のなかに位置づけて処
理されるべきだとの結論となった。

２．有益費算定方式の考え方
（１）対象とする改良行為の範囲
①有益費として償還請求できる改良行為は、

（ⅰ）当該農用地そのものに加えられた改良行為
（農用地の構成部分として合体してその所有者に
帰属するもの）及び（ⅱ）当該農用地の改良を目
的としてその周辺部分に加えられる改良行為とす
る。（「有益費の範囲（例示）」のＡに該当）

②当該農用地と独立した工作物の設置等（「有
益費の範囲（例示）」のＢに該当）は、とりあえ
ず検討の対象から除く。

【有益費の範囲：例示】
Ａ　農用地の改良及び農用地の周辺部分の改良

（有益費として償還請求できる改良行為）
（ａ）農用地のそのものに加えられる改良行為
ア．均平、盛土、客土、その他土地の形質の改

良、暗渠排水、床締め、心土破砕
イ．堆厩肥等土壌の理化学的性質を改善するた

めに必要な資材の施用
ウ．耕作又は養畜の業務に支障を与える礫、そ

の他これに類するものの除去
エ．Ｂに掲げる施設又は永年作物の改良
オ．その他農用地の利用慣行上通常認められる

改良行為
（ｂ）農用地に加えられるものではなく、農用

地の周辺部分において行わる改良行為
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ア．農業用道路の新設（拡幅）、改良（砂利入れ、
舗装等）

イ．農業用用排水施設（暗渠排水施設を除く）
の新設、改良

ウ．土壌侵蝕、農用地の災害、農作物の被害を
防止するために必要な階段工、土留工、防風
林等の設置、改良（災害等の危険が切迫して
いる場合に行われ工事等は保存行為（必要費）
である。）

Ｂ　個別独立した工作物の設置等（収去、買取
請求の契約等になじむ改良行為―貸主の同意
を得れば有益費たりうるとみられる改良行
為）

ア．温室、その附属施設の設置
イ．索道等の運搬施設の設置
ウ．牧柵、畜舎等の設置
エ．果樹、桑木、その他の永年作物の植栽
オ．果樹棚、その他作物を支持するために必要

な施設の設置

（２）有益費の額について
１）民法規定
①法制上、有益費の償還は、不当利得の返還の

一態様であり、特定の定めがない限り不当利得の
法理が適用される衡平法上の措置であり、

　②民法第608条第2項は、当事者に特約等がな
い場合における当事者の意思解釈上の推定規定で
あって、強行的性格を持たない。

③したがって、有益費の額、その算定方法につ
いて当事者に特約等があるときは、普通法上の請
求権としてその定めに従って解決できる。なお、
土地改良法に基づく土地改良事業に係る有益費に
ついては、「増価額」である（土地改良法第59条）。

２）民法原則による有益費の額
民法原則による有益費の額は、改良効果が残存

する場合に限り、回復者（賃貸人）の選択により、
「費シタル金額」又は「増価額」のいずれかに決
定される。いずれか安い方を選択されることが予
定されているといえよう。

３．有益費の算定方式
（１）「費シタル金額」――改良行為に要した経

費の実額であり、物価変動、利子、減価償却は算
入されないので、算定式は必要ない。

（２）増価額――改良行為による農用地の客観
的な利用価値の増価額であり、一般的には地価の
増価額といえる。しかしながら、農地価格は農業
以外の諸要因が作用するので、この方法によるこ
とは困難が多い。

（３）（２）によることが困難な場合は、「増価額」
は、投資額の現在価（Ａ）＋改良効果としての増
価収益の現在価（Ｂ）とする。

（Ａ）投資額の現在価
①投資額の現在価は、投資額（元本）を一定の

耐用年数の間に回収するものとして減価償却さ
せ、残存耐用年数に応じて算出する。

（ⅰ）元本の評価
賃借人の支出した改良投資の総額を基準とす

る。必要に応じて次の補正を行う。
ア．社会的価値の変動―いわゆる道徳的磨滅の

ほか、逆に価値が高められることもある。
イ．改良技術の進歩―改良工事の技術進歩、新

工法によって投資額が減少しうる場合もある。
ウ．物価変動―賃借人が投資額を回収しつつあ

る現状を尊重するとともに、賃貸人が支払った有
益費を残耐用年数期間中に回収できることが前提
となる。

エ．工事期間中の投資の借入利子額は加算する。
（ⅱ）減価償却

償却資産としての改良価値は、社会的に認めら
れる一定の耐用年数の間に回収されることが前
提。耐用年数は、税制等の耐用年数を機械的に採
用するのではなく、実情に即して判断すべきであ
る。

（ⅲ）永久改良について
永久改良は、償却になじまない。賃貸借の解約

によって所有権そのものを構成する（価値は地価
の一部）。投資元本の社会的価値は、増価純収益
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の資本還元値として現れる。
（Ｂ）増加純収益の現在価

①改良投資は、その投下資本の利子を上回る純
収益を生むことがある（下回ることもありうる）。
解約時にこの純収益が存在し、今後もこの純収益
が期待できるなら、この増価純収益の残耐用年数
に応じた現在価を、投資額の現在価（Ａ）に加算
する（増価純収益がマイナスの場合は、（Ａ）を
修正する）。

②投資元本を修正した場合は、修正した投資額
を基礎として算定する。

４．具体的処理としての残債務承継方式について
土地改良事業で一般的におこなわれている「残

債務承継」での債務額は、本来有益費の額の算定
とは無関係なものであるが、現実の対応実態から
みて、その償還期間と改良効果残存期間が近似す
る場合は、当事者の合意によりこの残債務承継を
有益費問題を解消する一手段として認められてよ
い。
＊成果物：「有益費算定方式研究会報告書（ま

とめ）」（1987年3月、有益費算定方式研究会）

【コメント】
提示されている有益費算定方式について若干の

コメントをしておく。
①この研究会では、有益費算定方式について、

地価差によっての把握が困難な場合が多いことか
ら、増価額は、投資額の現在価（Ａ）＋増加純収
益の現在価（Ｂ）で求めることを推奨している。
しかしこの算式は、増価額を求める算式なのか疑
問である。農地への直接の改良投資は土地合体資
本となり、改良の効果は、改良された農地条件の
もとでの経営によって生み出される純収益の増加
分として現れる。この増加純収益の耐用年数間の
累積値が増価額である（永久改良の場合は、増加
土地純収益を利子率で除したものが地価の増大分
となる）。（増価額の算式については、Ⅴ―５―（２）
を参照）

②「投資額の現在価（Ａ）」は、投下資本を耐
用年数で減価償却させたものであるから、これを

「増価額」であると無理に位置づける必要はない。
（Ａ）は賃借人の新たな効率的経営を通じて一定
の期間（耐用年数）内に回収されることを前提と
して、解約時に減価償却の残額があれば、その額
を賃貸人に償還せる、といった立場に立った有益
費補償の一方法として位置づければよいのではな
いか。（投資額の現在価算式については、ⅴ―V
０―（３）を参照）

③「増加純収益の現在価（Ｂ）」は、（Ａ）の償
還がなされた後になお残る投下資本の利子を上回
る増加純収益を計算するとしているが、（Ｂ）を
計算するのであれば当初から①で述べた投資額

（土地合体資本）が生み出す年々の純収益の増分
を計算すればよいのではないか。結局①の算式に
行きつく。「永久改良は償却になじまない」とし
てこれを除外する必要もない。

＊この研究会（座長：梶井功東京農工大学教授）
は、農用地利用増進法等が施行された後に、これ
らの法律を手掛けられた関谷俊作構造改善局農政
部長（当時）が企画されたものである。関谷部長
から、農地制度に関しては今後10年程度は改正す
る必要はない。制度的に研究しなければならない
のは有益費問題である。特に有益費算定方式を具
体化することを主眼において検討するために有益
費問題に関する研究会を設置したい、具体的に詰
めてくれないか、と直接指示された（筆者は当時
農政課課長補佐（調査班））。委員の選定とともに
予算措置も必要であったので、農地保有合理化協
会中江専務理事とも相談して事務局を全国農地保
有合理化協会におくこととし、81年度から調査・
検討をスタートさせた（関谷部長は途中で異動）。
6年間の検討を経て87年3月にとりまとめた（とり
まとめは、全国農地保有合理化協会中江淳一専務
理事）。（筆者は同年4月に農業総合研究所に転出）

１－３　土地改良制度研究会（1980~81年度）

農林水産省に設置されたこの研究会は、構造政
策の新たな展開の下での今後の土地改良制度のあ
り方全般について検討したものであり、『構造政
策と土地改良制度（中間報告）』（86年3月）とし
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てとりまとめている。その中で、有益費の取り扱
いについては、算定モデルを示すことの有効性を
認めつつも、その困難さを考慮して、公庫融資の
残債務を承継する方式（いわゆる ｢残債務承継方
式｣）をひとつの方法として、提起している。

２　有益費補償（有益費算定方式）―我が国及び

海外の具体事例

既に見たように、我が国においては戦後農地法
制が整備されたものの、有益費に関する諸規定の
整備については全く検討されてこなかった。また、
農村現場においても強固な賃貸借規制の下での離
作補償慣行の広がりの中で有益費問題は埋没し
て、有益費補償が独自に追及されることはなかっ
た。

1970年の賃貸借規制の大幅緩和、75年農用地利
用事業制度の創設以降、利用権賃貸借の増加や農
地賃貸借構造の変化に伴って、点在的ではあるが
有益費問題への関心の高まり、さらには有益費処
理の事例をみることができる（注４）。事例の殆
どが「投資額」を耐用年数で減価償却して、解約
時に償却残があれば賃貸人に償却させる方式であ
る（物価修正なし）。

ここで取りあげる我が国の事例は、2008年度に
農政調査会で行った有益費等に関する調査研究に
おける田代洋一（大妻女子大学社会情報学部教授）
調査報告及び筆者の調査事例である。

海外ではイギリス、フランスなどで有益費に関
する法的整備が古くから進んでいる（注5）。ここ
では、参考のためにイギリスの有益費補償（有益
費算定方式）の具体事例を示しておく。イギリス
の事例は、上記研究での柘植徳雄（東北大学大学
院経済学研究科教授）報告の事例の中から引用要
約したものである（注５参照）。なお、フランス
についてはここでは割愛するが、同研究での原田
純孝（中央大学法科大学院教授）報告に法制度が
詳しく報告されている（注５参照）。

２－１わが国における有益費補償の事例

（１）愛知県豊田市＊（水田地帯、暗渠排水工事）

①米の生産調整が拡大していく中で、豊田市高
岡農協管内では転作に対応できるように、水田の
暗渠排水工事（主として多孔管の埋設）の必要が
生じる。

②信託田（実質は賃貸借、その後利用権設定に
移行）においては借主が暗渠排水工事を行う場合
の有益費補償も入れ込んだ工事契約書を取り交わ
す。利用権設定期間は6年。

③「信託田暗渠排水工事承諾書及び契約書」は、
委託者○○（甲）、受託者高岡農協組合長理事○
○（乙）、工事者○○農事組合法人（代表者○○）

（丙）の３者契約となっている。ポイントは、以
下のとおり。

１．工事理由―米の長期的需給調整のため今後
10年間は転作が必要となり、畑作作物導入の
ため暗渠排水工事を行う。

２．工事は、水田委託者（甲）及び受託者（乙）
の承諾を得て、丙が実施する。

３．工事対象水田は、甲の所有する別表の水田
とする。

４．契約期間は、昭和○○年○○月○○日より
○○年○○月○○日までの○年とし、甲及び
乙は、契約期間中の解約申出はしないものと
する。但し、正当なる理由のある場合はこの
限りでない。

５．工事金額は、１ｍ当り○○○円とする。
６．工事に要する経費は、丙が負担するものと

する。但し、中途解約の場合は次の算式によ
り残存期間分を甲が負担する。

　（有益費算定方式）
　○中途解約における甲の負担分（有益費）＝�
　　　工事金額×残存期間÷５年

【注】

①調査時点では、信託田は、実質は甲と丙（耕作者）と

の間の利用権設定となっていた。

②暗渠排水工事の耐用年数は10年であるが、利用権設定

期間（6年）を顧慮して償却期間を5年としている。し

たがって、利用権の終了時に改良の効果が残っている

が、それは不問となる。

　＊島本調査（1985年）、注１刊行物参照。
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（２）愛媛県八幡浜市＊（みかん作地帯）　

①我が国有数のみかん産地。みかん園貸借が大
幅に増加しており、利用権設定期間は10年が中心
だが、期間5年の繰り返しもある。みかん園の使
用貸借が増加してきている。

②借人による改良投資は、みかん園改植、モノ
ラック設置、農道整備等がある。南予国営開発事
業は地主負担で事業を実施。

③有益費請求の意識はかなり強い（Ｕタ―ン、
Ｉタ－ン就農者で特に強い）。有益費補償は、み
かん改植園の途中返還は改植費用全額、未成園の
返還は投資額全額、初期投資分の全額回収、年割
りで減価償却残額等のいくつかの考え方が出され
た。

④有益費の処理――有益費の償還は顕在化して
いない。賃貸借解約で有益費受け取らずの例もあ
る。農道整備事業では残債務承継の事例がある。
改植後5年間小作料無料としている例もある。

⑤考えうる有益費算定方式（提案）
　○有益費＝投下費用－（投下費用÷実耐用年
　　　数×経過年数）

この方法は、現地調査農家の意向からも一般的
に受け入れ可能な方法である。賃貸借期間の長期
化（10年以上）を期待する声もある。有益費処理
を賃貸期間の長期化、小作料の調整等で対応する
ことも要検討。

＊田代洋一（大妻女子大学社会情報学部教授）調査（2008

年）、注３報告書参照。

（３）静岡県静岡市（茶園地帯）

①10年程前から茶生葉価格の下落・収入大幅低
下、高齢化等で茶生産に見切りをつけて貸付けに
向かう農家が増加している。ＪＡ農地保有合理化
事業（貸借事業のみ実施、売買は県公社につなぐ）
は、ここ数年来茶園賃貸借に積極的に取り組んで
いる。

②改良投資――賃借人による改良投資は、茶園
改植、防霜施設、モノレールの設置等が中心であ
る。県営畑地帯総合整備事業（茶園整備）は所有
者参加を基本としている。借地上での改良投資の

事例は、今のところ少ないが、茶園改植は増える。
　

③ＪＡ静岡中央が示している有益費算定方式
　○有益費＝投資額÷耐用年数×未経過年数

・耐用年数（事例）――茶園改植15年、防霜施
設10年、レール15年、スプリンクラー10年。

・有益費算定方式で対象とする改良の範囲は、
茶園改植、施設の設置等に限定せず、農用地
の直接改良投資（圃場整備）、周辺部分の改
良投資（農道整備など）にも適用するが、こ
こで示しているような大型改良投資に限定し
ている。

・改良投資は賃貸人の同意を得て実施が原則。
・賃貸人からの申出での解約の場合に限り、上

記の有益費算定方式を活用する。
④ＪＡ有益費算定方式の運用実態（ＪＡ静岡藁

科支店管内）――当初から茶園改植等の予定があ
れば、ＪＡ合理化事業に乗せる際に有益費処理に
ついて説明する。予定がなければ、当事者の関心
も薄く、説明せず。茶園借入農家は、有益費処理
の基準があれば貸し手との話は進めやすい等の声
ある。茶園の荒廃も増えており、貸し手がモノレー
ルを設置して貸す場合もある。

⑤有益費償還をめぐる借り手意向（藁科支店管
内）
・改植した茶園は、借入期間が15～20年程度あ

れば申し分ないが、一定程度の期間（成園後
5~10年）収穫出来れば、有益費償還なしで返
還する。それまでに元を取れない経営では駄
目。

・防霜施設、モノラック等は撤去して、他の茶
園で再利用する、賃貸人も撤去を望む場合が
多い、ハウス施設等も貸主は撤去することを
望んでいる。老朽化した施設の撤去処分費用
が多大（産業廃棄物処分）であるため面倒な
ことになる。
＊島本調査（2008年）、注３報告書参照。

２－２イギリスの有益費補償の事例＊

イギリスにおいては、19世紀後半から農地賃貸
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借規定、有益費処理規定が整備されてきている。
戦後の有益費処理システムは、1948年農業借地法
で確立し、1986年農業借地法へと引き継がれてき
た。それが大きく変更されたのは、1996年農業借
地法である（賃貸借期間を当事者による自由契約
に変更したこととかかわる）。

有益費算定方式の推移は、①長期改良に関して
は、1875年農業借地法では残存費用、1883年農業
借地法では次期借地農にとっての価値、1948年農
業借地法以降は、原則として借地の増価を補償額
とする算定方式（資本還元方式）が採用されてき
た。②一時的・短期的改良（各種の肥料、厩肥等）
は、取得原価方式が当初から採用されてきてきた。

③固定施設については、1986年農業借地法では
市価方式での評価（評価時点での再取得原価）が
用いられている。再取得評価したのちに修繕費を
控除し、それに定額方式の原価償却法を適用して
求める。

それが、1995年農業借地法では、全ての改良投
資について「借地の価値の改良に帰すべき増価相
当額」が、補償額の算定基礎となった。実際には、
１）資本還元方式、２）取得原価方式、３）定額

方式の原価償却法（再取得評価）のどちらも使わ
れているようである。なお、イギリスには評価業
者が専門的職業として存在している。

【有益費算定事例】
（１）長期改良（資本還元方式）

・借地農が荒蕪地20エーカーを開墾。同時に排
水設備、柵の設置。良好な牧草地となって１エー
カー当り40ポンドの賃貸価値が今後とも生み出さ
れる見込み。未改良の場合の賃貸価値は１エー
カー当り10ポンドであったであろう。
（有益費補償―請求額）　
・20エーカー当りの現行の賃貸価値　40ポンド

×20エーカー　800ポンド①
・未開墾の場合の賃貸価値　10ポンド×20エー

カー　200ポンド②
・開墾による賃貸価値の増加（①―②）　600ポ

ンド③

・期間20年、割引利子率9％で計算　割引係数
＝×9.13④

・請求額（③×④）　5,478ポンド　（約5,500ポ
ンド）

【コメント】
①開墾改良は、本来永久改良とみなされるが、

ここでは期間20年で計算している。
②割引係数9.13は、利子率9％、期間20年で現

在価に割り戻した数値である。後述の増価額を求
める算定式（Ⅴ―５―（２）「増価額」の（２）
―２の２－①算式）に、ｉ＝９％、ｎ＝20年を当
てはめれば導き出せる。

（２）散布された石灰の残された価値（取得原価

　　方式）

補償規定は、政令で詳細に定められている。補
償額は、年間降雨量、窒素（１作で消耗するので
補償なし）の施用量によって異なる。石灰の減価
期間は、以下のとおり。

①永年草地、長期レイ、輪作状態（短期レイ）
の場合で、窒素施用量が毎年250kg/haを超える
場合の石灰の減価期間――降雨量年間500ミリ超
で4年間～250ミリ未満で８年間。　　　

②永年草地、長期レイの場合で窒素施用量が毎
年250kg/haまでの場合の石灰の減価期間――降
雨量年間500ミリ超で5年間、250ミリ～500ミリ未
満で7年間、250ミリ未満で9年間。…
（有益費補償―請求額）
・降雨量年間450ミリ、窒素施肥量毎年150kg…

/ha、この場合の減価期間７年。
・100トンの石灰が長期牧草地に施用されて２

作後。
・運搬及び散布を含む費用　1,050ポンド①
・2年間での費用の減価（①×2年÷7年）…　300

ポンド②
・請求額（①―②）　750ポンド
　

（３）借地農の固定施設（減価償却方式）

借地農が設置した固定施設は、土地合体資本で
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はないが、借地終了時の補償の対象となっている。
借地農は、土地に固着することを義務づけられて
いない設備は収去する権利を有する（１カ月前ま
でに地主に書面で通知）。地主が、設備を購入し
たい時は、期限までに借地農にその旨文書で通知
する。地主が支払う補償基準は、「次期借地農に
とっての設備あるいは建物の公正な価値」である。
（有益費補償―請求額）
・立ち退く借地農が5年前にヘリボーン・パー

ラーを建設、バルク牛乳タンク、搾乳設備
なども設置。コスト合計はネットで、建物
12,000ポンド、設備10,000ポン。

・必要な修理費は、建物1,000ポンド、設備500
ポンドと見積もられた。

・利用可能な残期間は建物10年（耐用年数15年）、
設備5年（耐用年数10年）、再取得の場合の費
用は、現時点で推計したネットのコストで建
物16,000ポンド、設備12,000ポンドとなった。

［建物］
・再取得費用（ネット）　16,000ポンド①
・５年経過後の減価償却分（①×５年÷15年）

　5,333ポンド②
・修理費　1,000ポンド③
・ネットの価値（①―②―③）　9,667ポンド
［設備]
・再取得価格（ネット）　12,000ポンド①
・５年経過後の減価償却分（①×５年÷10年）

　6,000ポンド②
・修理費　500ポンド③
・ネットの価値（①―②―③）　5,500ポンド
＊柘植徳雄（東北大学大学院経済学研究科教授）報告、

注３報告書参照。

　
以上、有益費補償（有益費算定方式）について

我が国及びイギリスの事例を見てきたが、
我が国の場合は、投資額の減価償却方式が計算

も単純であり、現地調査からも大方の理解を得ら
れそうである。

イギリスの場合は、1995年農業借地法では、全
ての改良が「借地の価値の改良に帰すべき増価相

当額」（資本還元方式）で補償額を算定すること
となったが、現場では、さきに示した3つの方式（①
資本還元方式、②取得原価方式、③定額の原価償
却方式（再調達価格））のいずれもが使われており、
我が国の有益費算定方式を検討するうえで参考に
なる。

Ⅴ　有益費補償―ガイドラインの提示と　
　　処理ルールの確立に向けて
１　ガイドライン提示の意味

既に指摘しているように、賃借人が行った借地
上への改良投資を行った場合、その賃貸借の終了
時（解約時）に改良投資の価値が残存しておれ
ば、賃借人にそれが適正に補償される有益費補償
のルールを確立することは、賃貸借の安定化のた
めにも重要な政策課題である。

したがって、農林水産省が、都道府県や市町村
等に有益費の償還をめぐるガイドラインを提示し
て適正な有益費補償の普及・定着化を図っていく
ことは、有益費処理問題の解決に寄与するのみな
らず今後の農地賃貸借の円滑な推進のためにも極
めて有意義である。

さらに、既に指摘したように、根本的には有益
費問題を農地賃貸借制度上どう位置づけていくの
か、如何なる制度・法体系を仕組んでいくのかを
本格的に検討すべき時期にきている。農地行政当
局が、イギリスやフランスの法制度をも参考とし
て早急に検討を開始されることを強く期待する。

２　改良行為と有益費処理についての事前の同意

借地上での改良行為について有益費の償還請求
権が認められることの根拠は、賃借人の支出に
よって賃貸人が客観的に利得したことに対して、
その不当利得を返還させるという点にある。賃借
人の改良投資に関しては、本来的には事前に賃貸
人の同意、承諾を求める必要も、通知の必要もな
い。

民法第608条第2項は、当事者間に特約等が無い
場合の当事者の意思解釈上の推定規定であって、
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強行規定ではない。
したがって、当事者間に特約等があればその規

定に従って処理すればよいのである。有益費補償
の慣行も殆どない今日の状況下では、有益費補償
のガイドラインを示してそのルールを地域で広め
ようとする場合、当初から無用のトラブルを避け
ることが重要である。そのためにも、改良行為の
前に当事者間で改良行為の範囲、有益費の補償と
その額（その算定方法）、有益費償還の時期・方法、
当事者間で協議が整わない場合の処理方法等につ
いて事前に取り決めておくことが望ましい。

３　農用地への改良行為の範囲

有益費算定方式を検討する上で、対象とする改
良行為の範囲は、有益費算定方式研究会（昭和
56~61年度）の『有益費算定方式研究会報告（ま
とめ）』（昭和62年3月）で示されている改良行為
の範囲を基本的に踏襲することで良いと考える。
すなわち、以下のとおりである。

Ａ　通常有益費として償還請求できる改良行為
①当該農用地そのものに加えられる改良行為で

土地に合体してその所有者に帰属するもの
（Ａ―①）。

②当該農用地の改良を目的としてその周辺部分
に加えられる改良行為（Ａ―②）。

Ｂ　当該農用地とは独立した工作物の設置又は
竹木の栽植等の改良行為（有益費としての処
理も可能であるが、収去、買取契約等になじ
む改良行為）

（例示）
Ａ－①（農用地の直接的改良）――ア．均平、

盛土、客土、区画形質の変更等の改良、イ．暗渠
排水、ウ．床締め、心土破砕、エ．堆厩肥等土壌
の理化学的性質を改善するために必要な資材の施
用、オ．耕作又は養畜の業務に支障を与える礫、
その他の物の除去、カ．その他の農用地の利用慣
行上通常認められる改良行為。

Ａ―②（農用地の周辺部分の改良）――ア．農
道の設置又は改良、イ．農業用用排水施設（ほ場
に直接設置される暗渠排水施設を除く）の設置又

は改良、ウ．土壌浸食、農用地の災害、農作物の
被害等を防止するために必要な土留工、階段工、
防風林等の設置又は改良。

Ｂ（土地と個別独立した建物の設置等）――ア．
温室及びその付属施設の設置、イ．索道等の運搬
施設、防霜施設、防鳥獣害施設等の設置、ウ．牧
柵、畜舎等の設置、エ．果樹、茶樹、その他の永
年性作物の植栽、接木等の改良、オ．果樹棚、そ
の他作物を支持するために必要な施設の設置等。

４　有益費償還と収去、買取請求の関係

先に示した改良行為の範囲のうち、「（Ｂ）当該
農用地とは独立した工作物の設置又は竹木の栽植
等の改良行為」については、以下のように取り扱
うことが適当ではないかと考える。

①畜舎、温室、防霜施設、モノレール等は、収
去になじむ場合も少なくない。また、老朽化した
施設はその収去費用が最近では極めて高額になる

（産業廃棄物処理に該当する場合が多い）等の事
情から、賃貸人が収去を求める場合も多い。借地
借家法第13条（建物買取請求権）に該当する場合
には買取請求が可能であるが、農業上の改良投資
において該当する事例は極めて少ないであろう。
建物・施設については、現地実態調査から見ても
収去のほうが現実的であると言えそうである。も
ちろん、土地所有者による「買取り」で処理した
ほうが適切な場合もあるであろう。

②果樹木等の植栽の場合、賃借人に所有権が
あって収去の対象となると考えられる。しかしな
がら、果樹木等は収去によってその価値を大きく
損なう恐れもあることから、むしろ賃貸人の買取

（有益費補償）で処理することが望ましい。
③したがって、借地上での施設の設置や果樹木

等の植栽については、賃借人による収去と土地所
有者による買取契約との並立的な対応・処理が行
ない得ることを十分に配慮して、はじめに処理方
法について取り決めておくことが望ましい。

５　考えうる有益費算定方式

有益費償還に関しては、民法第608条第2項では
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賃貸人の選択に従い「支出した金額」か「増価額」
を償還しなければならないとしている。土地改良
法では、この民法規定による場合は、賃貸人によ
る二者択一ではなくて「増価額」による償還に限
定している（土地改良法第59条）。しかしながら、
当事者間で特約等がれば、この民法規定にした
がって処理しなくてもよい。

ここでは、これまでの研究会での検討結果や現
地調査結果、イギリスにおける有益費補償事例等
を踏まえて、「支出した金額」か「増価額」か、といっ
た二者択一の枠に拘ることなく、特約による処理
をも含めて現場で対応可能な有益費算定方式を提
示する。

有益費算定方式としては、（１）「支出した金額」、
（２）「増価額」―増加純収益の現在価方式（将来
の増加純収益の複利計算による現在価評価）、（３）
投資額の現在価方式（投資額の減価償却残額）、
（４）土地改良事業の場合の残債務承継方式、の
４つの方式を提示する。なお、改良行為の範囲と
しては、先に示した（Ａ）、（Ｂ）を対象とするこ
とを想定している。

（１）「支出した金額」

［支出した金額］は、改良投資額そのものであっ
て、減価償却なし、利子なし、物価修正なし、が
基本であるから、算定方式を具体的に示すといっ
たことにはならない。しかしながら、「支出した
金額」か「増価額」かの二者択一（賃貸人の選択）
の場合は、この「支出した金額」を確定する必要
がある。なお、「支出した金額」には、改良投資
の際に自家労働、自家資材を投入しておれば、そ
の労賃、資材費を加算する必要がある。

（２）「増価額」――増加純収益の現在価方式（資

本還元方式）

農用地への改良投資が行われた場合に、その改
良された新たな土地条件の下での農業経営は毎年
純収益の増加分（増加純収益）を生み出す。「増
加純収益の現在価方式」（資本還元方式）は、賃
貸借の解約時（終了時）にこの増加純収益が将来

に渡って獲得できるのであれば、その年々の増加
純収益を賃貸借の解約（終了）時点での現在価に
引き戻して有益費を算定するものであり、これが

「増価額」である。投資額が回収され得るか否かは、
増加純収益の大きさに左右される*。

＊毎年の増加純収益は、理論的には投資額の回収部分、

利子部分、残余があれば改良投資者（賃借人）の利潤

に振り向けられる性格のものである。そして、賃貸借

終了後は、この増加純収益は土地所有者の地代の増分

となる。しかしながら、実態においては、投資額に応

じた増加純収益が生み出されるか否かは改良効果次第

である。

【増価額を求める算定方式】
増価額は、年々の増加純収益（ｍ1、ｍ2、

････）の残存期間（ｎ）（耐用年数Ｎ－経過年数ｔ）
の累積値の現在価（ｔ年時点での評価額、割引利
子率ｉでの複利での割引）で求められる。
（２）―１「増価額」――増加純収益が毎年変

化（減少）いていく場合
増価額＝m1／（１+i）＋ｍ２／（1+i）２+ｍ

３／（1+i）３･･･＋ｍｎ／（1+i）n　････１―①
ｍ１、ｍ２、･･･ｍｎ＝ｔ年経過後の年々の増

加純収益、ｉ＝割引利子率、
ｎ＝残存期間（耐用年数（Ｎ）－経過年数（ｔ））*
＊増価額は、改良直後はｔ＝0年であるから、ｎ＝Ｎとな

り、耐用年数Ｎ年分の総和となる。ｔ年経過後はその

翌年をｎ1として残存期間（Ｎ―ｔ年）の増価額を求め

ればよい。

（２）―２　増価額――増加純収益（ｍ）が一
定であると見做した場合
増価額＝ｍ×（１－（１+ｉ）－ｎ）／ｉ　････
２―①

ｍ＝増加純収益、ｉ＝利子率、ｎ＝残存期間
なお、未墾地の農用地開発などで、改良の効果

が永久に持続すると見做せば、残存期間（ｎ）は
無限（∞）である。それ故、２―①式は次の算式
となる。
増価額＝ｍ×（１－（１+ｉ）－∞）／ｉ＝ｍ／

ｉ　････２―②
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１）耐用年数の扱い
開墾、干拓、圃場整備などは永久的改良（一定

の増加純収益を永久に確保）であると見做せば、
２―②式で簡単に算定できる。永久改良は、賃貸
借の終了によって所有権そのものを構成すること
となり、その価値（増価額）は地価の一部となる。

しかしながら、これらの永久的改良であっても
耐用年数の短い工事など複合的に実施されている
場合が殆どである。このような場合には、土地改
良事業での総合耐用年数などを参考として、当事
者や地域で納得しうる耐用年数として、２―①の
算定方式で算定するのが望ましい。もちろん増価
額が毎年変化する場合は、１―①の算定方式で求
めることとなる。

この点イギリスの算定事例では長期改良たる荒
蕪地の牧草地への改良について、耐用年数20年と
して、上述の２―①の算定方式で有益費補償額を
算定している（イギリスの有益費算定事例の長期
改良（資本還元方式）参照）。

２）割引利子率の水準
「増価額」の算定に当っては、割引利子率（i）

の水準を如何なる水準とするか、この水準の取り
方次第で有益費が大きく変化する問題を含む。土
地改良事業での補助残融資の利子や農協借入利子
率が参考となりうる。さらには、地域での小作料
と農地価格との関係（小作料÷農地価格＝土地利
回り）からのチェックや、当該農用地の改良投資
が終了して改良の効果が正常に発揮されるように
なった早い段階で、「投資額」≒「増価額」とな
る割引利子率の水準を検討するなどして、当事者
や地域で概ね納得できる割引利子率の水準を導き
出す必要がある。ちなみに、イギリスでの長期改
良（資本還元方式）で採用している割引利子率は
９％とかなり高い水準である。

（３）投資額の現在価方式（投資額の減価償却残額）

「投資額の現在価方式」は、投資額（Ｋ）を耐
用年数（Ｎ）で減価償却するものとして、耐用年
数内に賃貸借が終了（解約）した場合には、投資
額の減価償却残額を有益費補償額とする算定方法

であり「増価額」ではない。増加純収額の確定を
することなく投資額の残額を回収することに主眼
を置いた算式であるといえる。
有益費補償額＝Ｋ－（Ｋ÷Ｎ×ｔ）＝Ｋ（1－
ｔ／Ｎ）

Ｋ＝投資額、Ｎ＝耐用年数、ｔ＝経過年数
１）この算式での処理が適当と考えられる改良

行為
この算式は、前述の改良行為Ｂ（土地と個別独

立した建物の設置等）であって、土地所有者によ
る施設等の買取りの場合に適用するのが適当と考
えられるが、土地への直接的な改良投資であって
も暗渠排水のように耐用年数が短期のものはこの
算式で処理する方が理解を得やすいであろう（前
述、暗渠排水工事有益費補償の豊田市の事例）。
イギリスの事例では、借地上の固定施設ではこの
算式による処理をしている。

２）いくつかの検討すべき事項
①耐用年数は、税制における「減価償却資産の

耐用年数」、「土地改良事業における施設耐用年数」
等が参考になるが、地域での実態に即して決める
ことが望ましい。

②投資額は、その後の物価変動が大きい場合な
ど経済状況に大きな変化が生じた時には物価修正
することも考慮する必要がある。

③道徳的摩滅や技術進歩に伴い投資額の評価が
著しく変化する場合は、そうしたことも考慮する
必要がある。

④温室、モノレール、防霜施設等は、老朽化し
た施設の撤去（収去）に多大の費用を要する。買
取価格の算定に際して、どのような扱いとするか
を明確にしておく必要があろう。

⑤樹体の評価（投資額）については、（ⅰ）初
期投資のみとするのか、（ⅱ）成木になるまでの
育成期間の投資額（いわゆる ｢成園費｣）の扱い
をどうするか、（ⅲ）成園後の栽培を通じての樹
木の成長に伴う増価の扱いをどうするのか、と
いった問題がある。これらについては、賃貸借の
終了時点での樹木の成長段階とも関わるので地域
の成園売買の実態等を考慮して対処すべきであろ
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う。

（４）土地改良事業の場合の残債務承継方式

この方式は、有益費処理というよりも、賃借人
が土地改良事業に参加して事業負担金を償還して
きている場合に、賃貸借の終了に際して３条資格
者交代（賃借人に代わって賃貸人が３条資格者）
によって残債務を承継するものであり、土地改良
法第59条の規定（土地改良事業に起因しての有益
費補償は「増価額」に限定）とは無関係な処理方
法である。

しかしながら、土地改良事業では当該土地への
直接改良のみならず周辺部での改良など複数の事
業が長期間に渡って実施されており、改良の残効
果の把握も複雑かつ困難な場合も多い。また、残
債務承継方式で有益費問題を処理している土地改
良区は少なくない。残債務方式（実態は特別賦課
金で毎年徴収）での処理が妥当であろう。

この場合、繰り上げ償還等によって既に債務が
残存しない場合には、賃借人の負担額（投資額）
を確定し、「投資額の現在価方式」での算定によっ
て処理することが必要である。

なお、Ⅰ章で想定した残債務承継は、上述の残
債務承継とは全く性格の異なるものである。Ⅰ章
でのそれは有益費を発生させる方向に作用する。
もちろん、農地中間管理事業での賃貸借が終了し
た場合に、賃借人が賃貸人に有益費補償を求める
にあたって残債務承継で処理することもひとつの
選択肢である。

６　土地改良補助金の扱い

土地改良補助金については、土地に対する補助
金と見て、有益費算定基礎から除外する。有益費
は、賃借人が改良投資を行なった（費用負担した）
範囲にとどめておくことが実際的であろう。もち
ろん賃貸借継続中は、補助金による改良効果部分
は賃借人が取得することになる。賃貸借終了後は、
この改良部分を賃貸人が取得することとなる。

７　運用に当たっての留意事項

有益費補償の慣行を定着させるためにガイドラ
インを示すことは有意義であるが、以下の点に十
分な配慮が必要である。

①なによりも重要なことは、有益費処理を地元
まかせにしないで、農水省がガイドライン策定等
によって有益費の適正な処理、そのルール化を広
めていくことであろう。この場合、具体的な算定
方式を示すことが必要である。

②有益費算定方式のガイドラインは、既に指摘
したように建物・施設、果樹木等は、収去と買取
契約（有益費の算定）の並列的運用（選択）を提
示したほうが妥当であるし、それ以外の方法も当
事者の合意によって可能であることを示す必要が
あろう。

③有益費問題は、有益費償還以外の方法、例え
ば賃貸借期間の長期化、一定期間の小作料の引き
下げ（鍬下年貢）等によって解決し得る場合があ
ることに留意すべきである。　　　

④農地改革残存小作地等が解消される場合の土
地の折半等の慣行は有益費償還とは別扱いとして
整理して、有益費償還のルールが適正に形成され
るよう十分に配慮する必要がある。

⑤ガイドライン提示に当っては、都道府県農地
行政部局、市町村農政部局、農業委員会、土地改
良区、農協、農地中間管理機構等で共通認識を醸
成していけるよう配慮する必要がある。また、市
町村段階では、各機関の単独窓口とせずに、統一
的な相談窓口を設置することが適切であろう。

（以　上）
（注）

１．拙稿『現代農地賃貸借論』第４章　有益費の法構成と

実態（農林統計協会、2001年）。

２．この1975年農振法改正に関す諸資料は、農地制度資料

編さん委員会『新農地制度資料第1巻　農地制度・農

振制度の改善整備（下）』（農政調査会、平成2年）、に

収録されている。また、80年農用地利用増進法制定に

際しての有益費に関する諸資料は、『同第７巻　農地

三法の制定（上）』（同、平成8年）に収録されている。

３．この調査研究は、経営局構造改善課が（財）農政調査
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会に委託して2008年度に実施した。研究成果は『農地

賃貸借における有益費等に関する調査研究結果報告

書』（経営局構造改善課、平成21年3月）として印刷さ

れている。

４．ここで取り上げる事例は、有益費算定方式研究会（1981

～86年度）に際して、筆者が現地調査した事例（注１

刊行物参照）及び2008年度に（財）農政調査会で実施

した有益費等に関する調査研究で実施した現地調査事

例や研究会での報告事例（注3報告書参照）の中から

取り上げている。

５．「イギリスにおける有益費処理の理論と実態」（柘植徳

雄東北大学大学院経済学研究科教授）及び「フランス

の農事賃貸借と有益費（改良費）の補償」（原田純孝

中央大学法科大学院教授）（注３報告書）。


