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1.はじめに

日本経済は、高度成長から安定成長を経て、バ
ブル経済からその崩壊後にデフレ経済に突入し
た。農山漁村では、就業者の減少・高齢化もあっ
て、農地の耕作放棄、森林管理の放置がみられる
ようになってきた。一方、都市部においても、戸
建て住宅の空き家化、マンションの空き室増加に
伴う管理の粗放化など、都市における土地・空間
利用の放置問題がみられるようになっている。

このように日本の国土は、いまや農山漁村にと
どまらず都市においても、活用されない土地・空
間が増えつつあり、このままでは経済社会が「そ
の末端から中枢にかけて『壊死状態』に陥り、そ
の持続可能性を喪失する」恐れも出てきている。

なぜ、このような事態が出来してきたのであろ
うか。筆者は、土地所有権の絶対的自由の観念（以
下「土地所有権の絶対性」）にその一因があるの
ではないかと考えている。

すなわち、日本の土地所有に関する制度は、近
世以降、底土権は地主・本百姓が、上土権は耕作
者がそれぞれ所有するという「一地両主」の関係
が成立したといわれている。こうした土地に関す
る制度は、明治維新以降、地租改正により貢租負
担者である地主・本百姓が土地所有権者とされ、
現行民法の制定によって農地賃借権が農地所有権
に従属する関係にあることとされたことを通じ
て、近代的な土地所有権制度が確立した。その後、
戦後の農地改革によって、全国的に多数の零細な
農地所有者である自作農が創出されるとともに、
高度成長期において、全国的な道路、橋梁、鉄道、
工場用地、住宅用地等の整備開発によって地価高

騰がもたらされ、土地の資産的保有意識を強固な
ものとした結果、土地所有権の絶対性が確立した
のではないかと考えている。そして、土地所有権
の絶対性の形成の過程で、「原則として建築・開
発行為は自由」の観念が強固に根を張っていくと
ともに、土地問題は単純な需給論を前提に規制緩
和による供給増加によって解決可能であるとの考
えが確立していったのである。

このような概念を前提とする土地利用システム
は、経済が右肩上がりで人口が増加している社会
では、地価の上昇が期待されるので、少なくとも
空き地や未利用な土地・空間が生じないという意
味で、一定の役割を果たしてきたといえるかもし
れない。しかし、デフレ経済に突入し人口減少社
会になると、土地・空間の放置がみられるように
なり、その有効利用や美しい景観が望ましいと多
くの人が考えたとしても、現行制度の下では、所
有権者の同意が得られなければ、緊急性があって
必要性の高い事業だとしても第3者に利用させる
といった方策は行われ難いのである。

こうした現状を踏まえ、また、東日本大震災の
復旧・復興を図るとともに、日本の経済社会の再
生を図るためには、土地所有権者の意思の尊重よ
りも公共性の観点から利用を優先する土地利用シ
ステムを構築する必要があるのではないだろう
か。

本稿では、農地制度と都市計画制度の史的考察
を通じて得られた教訓とともに、人口減少社会と
デフレ経済への突入という事態を踏まえつつ、土
地所有権の絶対性から土地利用優先の原則への転
換が必要であることを明らかにする。その上で、
その道具概念としての現代総有論の考え方を紹介
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するとともに、そうした概念が効果的に機能する
ようにするためにはそれを包摂する土地利用シス
テムの基本となる都市計画制度、農地制度のある
べき方向を提案する。

2.日本の近世（江戸時代）以降の土地の
所有制度と農業・農村のあり方（小倉
[1982a]、加藤）

（1）領主権力と農民の土地所有の関係
日本における土地の私的所有の確立は、太閤検

地と刀狩等によって、封建的土地領有制の原型が
桃山時代に成立したことを契機とする。これは、
土地の領有者としての領主・家臣団（以下「領主
権力」）と、土地の所持者としての農民（＝直接
生産者）との間で、封建貢租を納入・収取すると
いう直接的な関係を基本とするものであり、その
成立時においては、両者の中間的権利者と位置づ
けられる地主の介在を否定するものであった。

（2）地主の登場～「一地両主」関係の成立
徳川幕府がスタートした近世以降には、人口の

増加によって各地で新田開発が盛んに行われ、ま
た、単収向上のための「品種改良」、「金肥の普及」
などの技術の開発・普及、綿などの商品作物の導
入などを通じて、商品貨幣経済（=市場経済）が
農村社会にも浸透していくことになった。その結
果、等質な土地所持者である農民の間に階層分化
が起こり、新田開発に資金を供給し、農村集落に
おける指導的立場にあった「豪農」1）をはじめ
とする「百姓」2）などに、土地の集中兼併が生じ、
領主権力と直接生産者の間に中間的権利者として
の「地主」が存在するようになった。こうした農
村社会の変化に対して、領主権力は年貢確保の観
点から地主が耕作者の貢租を保証することを条件
にその存在を追認した結果、農地に対する所有は、
豪農などの「百姓」が「底土権」をもち、土地を
耕作している農民が「上土権」をもつという、「一
地両主」（一つの土地に二つの所有）が成立して
いる状況になった。

（3）農家・農業・農村のあり方
農家の形態も中世の荘園制を前提とする「大家

族制」3）から、市場経済に適合的・合理的な小
農経営に対応する「直系制的小農民家族制」4）
へと変化し、耕作する面積も家族労働を中心に１
㌶程度の小農経営が成立するようになった。また、
耕作する農地は、人力を中心とする農作業を基本
とし、また、自然災害へのリスクを分散する観点
から、「分散錯圃」制が成立した。その結果、農
作業をはじめ農地の具体的な管理は農村集落（近
世的村落共同体）の人々による集団的な管理に
よって行われ、何を作付し、どのように栽培する
かといった農地の利用も、農村集落による集団的
利用がなされていた。

また、農村集落の周辺の里山は、農家の生活に
とって必要な燃料となるマキや、農業生産に必要
な肥料、家畜に必要な飼料の原料を調達する場と
して、利用されていた。こうした里山に対する農
村集落のメンバーが活用できたのは、慣行上の権
利（入会権）が成立5）していたからとされていた。

入会権を保有する権利主体は、その里山を利用
する農村集落であって、その農村集落のメンバー
が具体的に利用するものの、集落から離脱すると
その者はその林野を活用することができなくなる
とされていた。このような農村集落は、入会権の

「総有団体」と言われ、総有団体のメンバーは、
権利を行使することはできても、これを分割した
りすることはできないとされていた。このような
権利関係を、近代的な所有権における「共有」と
は別に、「総有」6）7）と定義された。

さらに、水田で米を生産するには水が不可欠で
あり、そのために「溜池」を作ったり、河川に「堰」
を設けたりして、そこから水田までの水路を作っ
たりした。このような河川等を水源として農村集
落のメンバーの労力によって構築された水利施設
からなる水田への水の取水・利用は、慣行上の権
利（水利権）8）として成立していた。

以上のように、土地（農地）、里山、水利は、
農村集落といういわば「総有団体」が管理する下
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で、その構成員が使用・収益する「総有権」が成
立していたのであり、これによって農村集落の生
活・生産が支えられていたといえる。以上を踏ま
えれば、「総有」の概念は、日本の入会権論にお
いて国家に対抗する私権論の側面が強調されてき
たが、私法的側面のみならず、公法的・組織法的
側面のある世界として捉えるべき（高村[2014]）
である。

3.近代的な土地所有権（土地所有権の絶対
性）の成立（小倉[1982a]、加藤、大和田）

徳川幕府がスタートした近世以降、農地に対す
る所有は、豪農などの「百姓」が「底土権」をもち、
土地を耕作している農民が「上土権」をもつとい
う、「一地両主」が成立している状況になった。

明治維新以降、国民による土地所有を公認し、
「村々の地面はもとよりすべて百姓持ちの地足る
べし」（明治元[1868]年布告）とされ、その後「田
畑勝手作（農産物生産の自由）」が許される（明
治4[1872]年布告）とともに、「土地の永代売買禁
止」が解除（明治5[1872]年布告）された。こうし
た土地の私的所有とその商品化が確立された後、

「富国強兵、殖産興業」という国家目標に必要な
財源を確保するために、地租改正9）（明治6[1873]
年～明治14[1881]年）が行われた。その場合、地
租の負担者である土地所有権者を特定する必要が
あった。「一地両主」を前提とする日本の土地所
有制度は、政府の意思により近代的な土地所有権
の確立へと、その転換が図られた。

すなわち、地租改正によって、直接生産者であ
る耕作者（小作人）ではなく、貢納義務者として
の地主・本百姓に一律に所有権が与えられること
になり、小作という用益権は地主・小作人の当
事者間の私契約に委ねられることになった。ま
た、土地所有権と土地賃借権との関係は、明治28

（1895）年の現行民法の制定の結果、物権として
の所有権に対して債権としての賃借権が従属する
ことが確定し、土地の私的所有権の絶対性が法律
上確立したといえる10）。

なお、当時の農業・農村における生産と生活を
維持する上で必要不可欠な林野・採草地の入会や
農業水利の利用は、引き続き慣習上の権利として
認められていた。

4.地主制度の成立と小作立法等の動き（小
倉[1982b、c]、加藤、大和田）

以上の地主的土地所有権の絶対性と小作人の耕
作権の不安定性という地主・小作人の関係に加え、
農業・農村に対しては、一定の「農業振興策」は
とられていたものの、地租改正以降戦前における
政策の基本は、農業部門から収奪された「農業余
剰」を使って「富国強兵、殖産興業」を実現する、

「農業搾取政策」がとられていた。
また、技術革新を主導していた「豪農」という

手作り地を持った地主層は、農業部門の収益性の
低下に伴い、「地代」を収取する「寄生地主」へ
と変質していった。

以上の経緯に加え、松方デフレ（明治15[1882]
年）をはじめ、たび重なる「農業恐慌」を通じて、
零細自作農が没落して小作人化し、大規模地主へ
の土地の集積によって、1930年には小作地率が
50％近く11）を占める「地主制度」が成立した。

地主と小作人との関係は、第1次世界大戦後の
恐慌やロシア革命をはじめとする社会主義思想の
影響等によって、小作争議が増加し、地主の温情
や農村の淳風美俗によって解決すべきとの地主の
主張では対応が困難になってきた。

このため、大正9（1920）年に農商務省に小作
制度調査委員会が設置され、小作法の制定、小作
調停、自作農の創設維持の3課題が検討されるこ
ととなった。

まず、地主・小作人の関係を安定させるために
は、民法の賃貸借に対する特別法として、小作権
を強化し農地の賃借人の地位の安定を図るための
小作法案が検討されたが、地主層の激しい反対に
よって成案を得ることができなかった。

それに対して、小作争議が頻発するにつれ、そ
の解決を法廷に求めることが増えてきた。法廷を



48

利用することは時間と費用がかかり、特に地主層
からは簡易な法的解決方法を求める声が大きく
なった。こうした声を背景に、大正13（1924）年
小作調停法が成立した。この小作調停法に対して
は、当初日本農民組合はボイコットしていたが、
小作人自身が小作調停制度を利用することの実益
を知るようになり、昭和に入ってから小作調停は
3,000件程度になった。

また、小作争議が大正中期に増大12）したこと
を契機に、自作農の維持・創設に対する政府の関
心を引くことになった。地主から小作人が農地を
購入する場合の資金を低利で融資する制度を検討
し、法案が議会に提出されたが成立に至らなかっ
たことから、補助事業として「自作農創設維持事
業」が実施されることとなった。この事業に対し
て、地主側は反対せずむしろ歓迎した。土地を売
るかどうかは地主の自由であり、価格も原則とし
て自由であったから、地価の維持に貢献し、地主
による「売り逃げ」を可能としたことで、地主層
の利害に一致したのであった。その一方で、小作
人側は、日本農民組合の反対決議、耕地不買決議

（昭和3（1928）年）にみられるように、自作農創
設には反対の立場を示していた。

5.都市計画制度の沿革（旧都市計画法（大�
　正8[1919]年）までの経緯）（原田[2001b]）

（1）東京市区改正条例（明治21[1888]年）及び…
　　東京市区改正土地建物処分規則（明治…
　　22[1889]年）

上記の二つの「東京市区改正」に関する制度は、
明治維新以降の近代化の過程において、幕藩体制
から引き継いだ封建都市としての東京の既成街区
を長期的視野に立って近代的な都市構造をもつ市
街地に改造していくために制定されたものであっ
た。また、道路、河川、橋梁、鉄道などの交通運
輸を中心とした都市基盤施設の整備を図ろうとす
るもので、国家意思に基づく国家的事業を、国か
らの財政拠出を極力抑制しつつ、地域的受益者（東
京市区）負担の原則によって確実に実施していく

ためのものであった。ここには地方自治制への配
慮は基本的に存在しておらず、また、市区改正の
適用地区には用地買収や建築制限を定めているも
のの、適用地区以外の都市の市街地改造や基盤整
備の問題は放置され、無規制・無計画の状態に放
任されていた。このことは、第2次大戦後にいわ
ゆる「木賃アパートベルト地帯」として今日まで
残る看過できない都市・住宅問題をもたらした。
なぜならば、その当時農地制度においては農地転
用が農地所有者（=地主）の自由に任されていた
ことに加え、日清（1894-95年）、日露（1904-05年）
の2度の戦争を経て、日本の産業資本主義的な発
展に伴い産業と人口の都市集中が急速に進みはじ
めた結果、無秩序で乱雑な宅地化の進行がもたら
されたからであった。

（2）都市計画法（以下「旧都市計画法」）と市街…
　　地建築物法（いずれも大正8[1919]年）

旧都市計画法と市街地建築物法（以下「旧法体
制」）は、都市計画制度としての性格でみると、
都市計画の決定権限や執行権限等の面で市区改正
条例の延長上に位置付けられるものであり、明確
な目的意識を持って「国家による都市計画とその
事業」を実施するものとされた。また、引き続き

「地方自治制の原則を目的意識的に排除した特別
法」としての性格を有するものであった。

しかし、同法で導入された「都市計画区域」制
度は、都市計画区域外や「市街地」外の地域では、

「特段の規制を定める必要がない」と考えられた
ことから、その当時、農地転用規制の不存在等に
よって、「原則として建築・開発の自由」の観念
が強固に根を張っていく重要な制度的前提の1つ
となった。すなわち、旧法体制における都市計画
は、市街地全体の土地利用の計画的コントロール
を方向付けるために不可欠な「マスタープラン」
的要素を伴っておらず、旧法で導入された「用途
地域制度」は内容的に極めてルーズなもので「土
地利用計画」として位置づけられるようなもので
はなかった。そのことに加え、都市計画区域の外
側には、およそ規制がかからない「建築自由な地
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域」を広範に残すことになったので、「原則とし
て建築自由」の観念の強固な確立の下支えの役割
を果たした。こうした事態の背景には、土地所有
者、とりわけ地主層の「建築の自由」への執着が
存在していたのであった。

6.戦時下の農地政策の方向(小倉[1982c]、�
　加藤、大和田）

日本の農業・農村地域は、昭和4（1929）年の
世界恐慌をきっかけに農業恐慌に見舞われ、小作
人のみならず地主の経済も悪化し、昭和6（1931）
年の満州事変、7（1932）年の上海事件、満州国
成立、五・一五事件など経済・社会の疲弊と戦時
体制の進展につれて国家による経済統制が強化さ
れることになった。

こうした中で、農地立法に関しては、昭和13
（1938）年に、小作立法としては極めて微温的内
容ではあるもののまずは実を取るとの観点から、
農地の賃借権の強化、未墾地の強権的手続き、小
作調停の強化、農地委員会の設置を内容とする農
地調整法が成立した。

農地調整法の成立は、小作立法は地主勢力の反
対により立法化できないという農地立法のタブー
が解かれ、戦争激化につれて農地法令が広い分野
にわたって制定されることになった。特に、昭和
13（1938）年の国家総動員法の制定によって、戦
争遂行のための食糧増産と農村の平和の観点か
ら、小作料・農地価格の統制、農地の潰廃防止、
権利移動の制限などを行うことが必要となり、ま
た、国家総動員法によって従来ならば法律の制定
を必要とする内容のものでも「勅令」によって実
施することが可能となったので、重要な農地法制
はすべて勅令によって実施されるようになった。

戦時農地立法で規定された措置13）としては、
臨時農地等管理令14）（昭和16[1941]年）におけ
る農地転用を許可制の対象とするなど、戦後の農
地改革で行われた施策の主要内容と同じものであ
り、欠けているものは農地の所有権に対する国の
介入に関してであった。いずれにしても、戦時下

の農地政策は戦後の農地改革に道を開くことに
なったのである。

7.戦後の農地改革と農地制度の確立（加藤、�
　大和田）

戦後の「農地改革」は、地主的土地所有制度が
農業停滞の要因であることを認め、農村の民主化
と食糧生産力の増強を図るために地主制度を解体
し、自作農を創出するものであった。

（1）第1次農地改革
第1次農地改革は、日本政府（農林省）が完全

なイニシアティブをとって、立案されたもので、
地主勢力の反発を極力避ける観点から「自作農創
設」という従来からの用語を使い、また、「農地
調整法改正案」という手段をとった。

その内容は、在村地主には保有限度3町歩（閣
議において5町歩に引上げ）15）を認め、不在地
主所有の小作地すべてと、在村地主の保有限度を
超える小作地は小作人に強制譲渡16）させ、その
場合の農地価格は賃貸価格の田は40倍、畑は48倍
とし、小作料の金納化、耕作権の強化など小作条
件の改善を含むものであった。これは、自作農創
設立法と小作立法とを総合したもので、自作農創
設に強権を使うとともに、小作料の金納化を含む
ものであったことから、政府としては画期的立法
と考えていた。

昭和20（1945）年12月7日に始まった議会は、
この法案に対して賛成ではなかったが、海外世論
の動向やＧＨＱの態度を見て、賛否を決しようと
の態度であった。そうした中で、同年12月9日に「農
民解放に関するマッカーサー指令（農地改革につ
いての覚書）」が日本政府に発せられた。議会は、
当該覚書が法案通過に対してＧＨＱが応援したも
のと理解し、政府案を最小限修正のうえ成立させ
る方向に固まり、12月19日に可決成立した。

（2）第2次農地改革
ＧＨＱは、しかしながら、第1次農地改革は問
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題であると考えていた。すなわち、在村地主の保
有限度が5町歩では大きすぎ3町歩以下であるべき
と考えていた。次に、地主から小作人への農地の
譲渡については、地主と小作人との農地売買の話
し合いからスタートするという仕組みとしてお
り、これでは、地主勢力の強い影響力下にある市
町村農業会その他の機関に農地買収の計画実施に
関する広範な裁量権を与えることになり、小作人
にとって不利な結果を招く恐れがあった。このた
め、政府が地主から直接買収し、小作人に土地を
譲渡する仕組みにすべきと考えていた。また、土
地譲渡に5年間の期間をかけるとしていたが、そ
のような長い時間をかけるのではなく即時に行う
べきと考えていた。さらに、小作契約は必ず文書
化し、小作料の最高限度額を引き下げるなどの小
作条件を改善することを含む農地改革でなければ
ならないと考えていたので、そうした内容を日本
政府に通告したのであった。とりわけＧＨＱサイ
ドの最大の関心事項は、農地譲渡の手続きであり、
国が直接買収すべきとの立場であった。

結局第1次農地改革は、市町村農地委員会の委
員選挙の延期が指示され、小作地の強制譲渡は実
行されることもなく、幻の改革となったのであっ
た。

そうした中で、地主による小作地の取り上げの
動きが頻発し、農村の動揺がもたらされたが、こ
うした地主勢力の動きは、逆に農地改革を徹底的
に行わせる方向に作用したといえよう。ＧＨＱで
は、在村地主の保有限度は北海道12町歩、その他
3町歩とされ、政府が土地を買収し、小作人に売
り渡すことを中心に検討を行っていた。こうした
ＧＨＱの検討内容は、日本政府が直ちに3町歩案
に踏み切らなかったことに加え、対日理事会での
審議の結果、在村地主の保有制限は都府県平均
1町歩、北海道4町歩とすることをはじめドラス
ティックな改革案となっていったのである。

具体的には、政府による農地の買収、売渡しを
中心とした自作農の創設は自作農創設特別措置法
案として立法化し、耕作者の地位の安定及び農業
生産力の維持増進を図るために、農地の権利の設

定、移転の統制、賃借権の解除を許可の対象とす
ることによる耕作権の確立、最高小作料の制限、
小作契約の文書化、現場における農地改革の実施
機関としての市町村農地委員会の位置づけ等は農
地調整法改正法案の形式をとることとした。

両法案は、昭和21（1946）年9月7日の衆議院本
会議からその審議が始まり、10月5日に原案通り
可決された。その後、貴族院で審議がなされ、10
月11日に全会一致で可決され、成立した。

そして、第2次農地改革が実施（政府による買収、
売渡は昭和23（1948）年12月31日までに完了と規
定）されると、一部の農民組合などの農地の不買
運動があったが、小作人は堰を切ったように農地
を買い受け、自作農となることを選択したのであ
り、このことによって、地主的土地所有は解体す
ることになったのである。自作農体制の成立につ
いては、小作争議のスローガンが、小作人の耕作
権の強化であり、自作農創設は地主の利益を保護
するだけのもので反対であったことに思いを致す
と、近代法における土地所有権の絶対性のイデオ
ロギーが小作人にも貫徹されていたことを示唆し
ていたといえよう。

（3）農地改革17）の成果の維持と農地法制定
第2次農地改革は、前述のとおり昭和23年中に

政府買収と売渡を完了することとされたことか
ら、農林省内外では24年以降には農地改革は打ち
切りになるのではないかとの議論が行われるよう
になった。しかし昭和24（1949）年10月21日にマッ
カーサー総司令官から吉田茂首相へ「農地改革に
関する諸法規は何ものにもまげられぬ力を持たな
ければならぬ」との書簡があったことを契機とし
て、農地改革打切論は終止符を打った。とりわけ、
講和条約締結により占領が終了すれば、ポツダム
政令の国内法化が急がれることから、これらを含
め農地改革の成果を恒久的に保全するために、昭
和27（1952）年に農地法18）が制定された。　

こうした農地法における自作農は、農地改革に
よって創出された主体であって、これを温存する
ことを最大の眼目としていることから、経済社会
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の変化に伴い農業経営の構造が変化していくこと
を想定しているものではなかった。また、農地法
における農地の所有は、自然人たる自作農＝農業
者による農地所有を想定しているが、社会的実態
としては「世帯主」（意識の世界では「戸主」）で
あり、個人の財産というよりも分割のできない家
産（一種の「総有」ないし「合有」）としての性
格を有するものと考えられる。これは、自作農が

「農業者が農地を所有し、家族労働力（自家労働）
によって農業を行い、収益が農家に帰属する」形
態であることに規定されているのであろうが、し
たがって所有と経営が分離する「企業的農業経営」
や「法人による農業経営」は想定していなかった
といえよう。こうした法制度は、社会経済の変化
に伴い、農業者の経営が作物の複合化、経営の多
角化等を通じて多様化し、また、通勤兼業機会の
増大によって、農業に重点を置く農家から、兼業
に重点を置く農家まで農家自身の多様化が起こっ
てくると、現場の農業者間において多様な形の賃
貸借のニーズが生まれてきたときに、農地法に乗
りにくくし、結果的に「請負耕作」を含めた「ヤ
ミ小作」を発生させることになった（原田[2011]）
と考えられる。

8.戦後の復興から高度成長時代における土
　地問題への対応（農地制度と都市計画制
　度）(原田[2001c]）

（1）新都市計画法の制定までの時期（～昭和…
　　43[1968]年）

戦後の復興から高度成長によって、日本経済が
大きく変化し、農村部から都市部への人口移動に
よって、都市的土地需要の増加と地価の高騰等が
生じた。旧都市計画法は、昭和24（1949）年の
シャープ勧告で、行政事務の国と地方の再配分の
1つとして「都市計画は地方に全面的に委譲でき
る事務」と提示された。しかしながら、その後の
朝鮮戦争の勃発によって改正に取り組むこともな
く、こうした経済社会のいわば劇的な変化の過程
において、昭和43（1968）年の新都市計画法制定

まで生き延びることになった。
一方、一筆単位の農地転用規制が農地法で維持

されたことは、その統制があたかも農地に対する
「開発不自由の原則」を一般的に確立したのと同
様の意味を持つことになった。本来であれば、こ
の農地転用統制＝「開発不自由の原則」と都市の
成長・拡大に伴って必要となる各種の土地需要の
充足との間で総合的見地から計画的な調整・均衡
を図ることがこの時期以降の都市計画の1つの重
要な課題となったはずであった。しかし、当時の
都市計画行政担当者には「密度の高い市街地化が
予想されない地域の土地利用・建築行為は、特段
の規制なしに放置してよい」とする発想が広く存
在していたことから、「開発不自由の原則」を一
般的に確立しようとすることもなかった。

その後、昭和34（1959）年に農地の利用転換の
基準・指針が農地転用許可基準（農林省事務次官
通達）として定められた。この基準は、優良農地
を保全しつつ、急速に増大する都市サイドの土地
需要に対応していくための全国的ガイドラインと
して重要な意義をもつものであったが、転用後の
土地が必ずしも都市計画的コントロールに服さな
い点で限界があった。こうして一般的には都市計
画による明確な枠づけ（土地利用計画による利用
転換強制を含む）も、事後の土地利用に対する整
序された利用・建築規制もないままで、膨大な量
の農地の利用転換19…)が進められていった。

また、そうした農地転用の許可制度の下で、農
地転用が許可基準を満たせば許可相当の場合で
あっても、農地所有者の同意がなければ転用手続
きが始まらないことは言うまでもない。こうした
一筆統制という仕組みをとったことから、その地
域の従前の売却水準とは隔絶した高い代価を提示
して売却の同意を取り付けるという「用地買収」
の実務慣行が広く定着することになった。こうし
て醸成された高い転用地価は、転用売却後の代替
地の取得、税制上の大幅な優遇措置等のメカニズ
ムを通じて、全国的に波及していった。

こうした地価上昇とその外延的拡散の問題も含
めて、もはや放置できない問題として認識され、
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「土地利用の合理化」を図るための土地利用計画
を確立し、それに基づく土地利用規制を行う制度
が必要だとの議論が起こる中で、新都市計画法が
制定された。

（2）新都市計画法の制定（昭和43[1968]年～）
新都市計画法とそれに呼応する建築基準法の集

団規定（地域、地区制と結びついた建築規制の制
度）の改正（両者を合わせて「新法体制」）は、
その当時の新全国総合開発計画から日本列島改造
論の時代の都市政策の産物たる性格を有してい
た。しかし、同時に、戦前からの旧法体制の遅れ
た内容を抜本的に見直し、高度成長下の都市発展
を適切に制御し得るような都市計画制度へ転換さ
せることが求められていた。

こうした要請の下に登場した新法体制は、①都
市計画区域の広域化と区域区分並びに開発許可制
度の創設、②用途地域制の詳細化とその義務化並
びに容積率規制の全面適用、③都市計画決定権限
の地方公共団体への部分的委譲、④都市計画事業
は原則市町村が都道府県知事の許可を受けて施行
することに変更、⑤極めて限定的ではあるものの、
はじめて住民参加手続きの制度化等を内容とする
ものであった。

以上の内容について、農地及び農地制度との関
係で検討すると、最も重大な問題としては区域区
分（市街化区域と市街化調整区域の２つからなっ
ていた）の性格があいまいであったことである。
このあいまいさのため、例えば市街化区域には、

「おおむね10年以内に…市街化を図る」ことがお
よそ困難なほどの面積の農地（全国で30数万㌶）
が取り込まれたことである。その背景には資産価
値の増加を求める農地所有者の要望や民間開発事
業者が事前に買い占めていた農林地の編入の思惑
などの事情もあったが、最も基本的な要因は、そ
の制度自体が「特段の財政負担をかけることなく
宅地供給を増大させ、地価上昇の抑制を図るため
の区域指定」として性格づけられていたことにあ
る。その前提には、土地・地価問題を単純な需給
論で処理することが可能であるとの考え方があ

り、その具体的方法として、市街化区域内農地を
「開発・転用の自由な土地商品」として位置づけ、
その商品所有者の自発的意思による土地利用転換
を間接的に促進するために宅地並み課税を導入す
るとの考えをとっていた。西欧諸国の区域指定制
度は、「計画的な開発対象地として『市街化区域』
を線引きし所要の規制をかける以上、①行政の関
与と責任の下で相当の期間内に基盤施設整備事業
を実施し、②整備後の良好な都市施設を備えた宅
地・住宅を都市住民の具体的な利用に確実に提供
していくこと」が当然の内容とされている。それ
に対して、日本の「市街化区域制度」には、上記
の①も②も、また、それらを裏付ける財政面での
手当ても、すべて欠落していたのであった。

次に市街化区域の開発許可制度の不備である。
市街化区域では、細分詳細化された用途地域が指
定され、開発許可制度が適用されるとされていた
が、用途地域制度の内容は、形成される住宅市街
地の具体像を明確に規律するほどに詳細なもので
はなかった。また、建築基準法の定める取付道路
を確保し所要の単体規制（建築物の物理的な安全・
衛生・防火等の面からする建築取締り的規制）を
クリアすれば、普通の住宅は、周囲の街並みや基
盤施設の整備状況をほとんど顧慮せずとも容易に
建築確認ができたのである。さらに、市街化区域
内では、1000平方㍍未満の開発行為は許可不要と
されたことから、小規模な開発・建築行為を助長
することになった。

以上の点から、市街化区域内の農地は、区域制
度自体が極めて重要な規制緩和措置として機能
し、その結果、線引により市街化区域に編入され
た農地の価格は一挙に上昇し、その上昇した地価
が区域全域の地価水準をさらに押し上げていっ
た。そうした潜在的な土地商品としての農地価格
の上昇がいわば公認されたものとして、すべての
農地所有者のＤＮＡに刷り込まれることになった
といえる。土地の現況や現実の利用内容とは無関
係に高額な交換価値をもちうる資産＝土地商品で
あることを法制度上正面から認め、かつ、それを
強制しようとしたのである。かくして農地所有者
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の土地＝資産保有的意識は決定的に強化されたの
であった。

そもそも論としていえば、都市への産業・人口
の集中という状況において、西欧諸国においては
都市計画制度の発展がすなわち「国土の全体を通
じる建築不自由の原則」を一般的に確立させて
いった。このことと対比すると、日本の場合は、「現
在のような異常な都市集中の時代」は一過性のも
のであり、それゆえに必要とされた措置は「過渡
的な措置」と位置づけられたことから、「全国土
を対象とする建築不自由の原則」を確立しようと
する動きにはつながらなかったのである。そこに
みられるのは、あくまでも「建築・開発行為は自
由」という思想であったといえよう。

最後に、都市計画とは、区域を限定的に区画し
た上でその区域内のインフラや宅地・市街地を計
画的・段階的に整備・開発・建設していくことを
担保するものであり、そうした目指すべき都市・
市街地像を示すものとして、総合的なマスタープ
ランの作成が必要であった。にもかかわらず、新
法体制はそうした制度にはなっていなかったので
ある。

9.戦後の農地制度改正の要因

8で述べたように高度成長の過程における都市
集中に伴う公共施設用地、住宅用地等の都市的土
地需要に対して、都市計画制度と農地制度によっ
て一定の対応を行ってきたとはいうものの、種々
の問題が出来してきた。その一方で、貿易収支の
黒字基調の定着に伴って農産物市場の開放が求め
られるようになったが、こうした事態の変化に対
して、農地改革の成果を温存することを目的とす
る農地法では十全に対応することができなかっ
た。

まず、農業の効率性を向上させるための一方策
として、規模拡大は重要な課題である。農地法は、
農地改革によって創出された自作農＝家族農業経
営（その延長としての農業生産法人）を温存する
ことを基本としていたので、規模拡大を想定した

制度にはなっていなかった。農地制度を改革して
対応することとした場合、引き続き、家族農業の
規模拡大によって実現するのか、それとも株式会
社一般を含めた企業的農業経営による規模拡大を
認めていくのかという観点からの議論があった。
これに加え、経営対象農地の分散錯圃制について
は、集落などをベースに「集団的な利用」が行わ
れ、農地利用のあり方が集落などの「自主的な管
理」に基づいている状況にあることを踏まえると、
農地の個人間の流動化を基本とするのか、それと
も農地の自主的管理の理念とこれに基づく農地の
集団的利用を前提とした方式を認めるべきではな
いのかとの議論があった。

また、高度成長によって土地への開発意欲が高
まる中で、農地転用規制の実効性を確保するため
には、農地制度における転用規制とバランスのと
れた形で、都市法制の側からも転用行為からその
後の土地利用についてまで一定の公的コントロー
ルの下に置く必要があった。しかし、都市計画制
度自体は、前述のように土地問題は需給論で解決
可能との考えに立脚していたことに加え、平成12

（2000）年の改正20）も、「建築・開発行為自由の
原則」を拡張する方向で行われた（高橋）。この
ように土地利用に関わる法制度間の規制の整合
性、規制のレベルのバランスを欠いている状況下
では、これまでの沿革からすると、相対的に規制
のレベルの強い農地制度に対して規制緩和論の立
場から強い政治的な圧力がかかるのが一般的とい
えるだろう（21）。以上を背景に、米の減反実施
もあり農地は「余っている」のだから開発に適し
た農地の転用は認めるべきとの意見がある一方、
食料自給率の大幅な低下と国際的な食料需給の不
安定化を踏まえると、優良農地は確保すべきとの
意見があった。

以上の要因を背景として、戦後の農地制度（農
地法、農業振興地域の整備に関する法律[以下「農
振法」]、農業経営基盤強化促進法等）の改正が
行われた。その概要は以下のとおりである（関谷
[2002]、武本）。
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（1）農業基本法の制定
日本経済が高度成長過程（1955～1973年頃）に

入ると、農業と他産業との生産性格差や従事者の
生活水準の格差が拡大した。農産物の消費構造に
も変化が生じ、他産業への農業部門からの労働移
動が顕著になるといった現象が現れた。昭和36

（1961）年に制定された農業基本法では、他産業
との格差が是正されるよう農業の生産性を向上さ
せること、農業従事者の所得が増大して他産業従
事者と均衡する生活を営み得るようにすることを
目標とした。

そうした目標を実現するため、生産政策として
は選択的拡大、総生産の増大等を追求し、価格流
通政策としては需給調整機能をはじめとする価格
の諸機能を踏まえた価格政策の展開、農産物流通
の合理化等を行い、構造政策としては経営規模の
拡大、自立経営の育成と協業の助長、農業構造改
善事業の助成等を実行することとされた。自立経
営とは、正常な構成の家族のうちの農業従事者が、
正常な能率を発揮しながらほぼ完全に就業するこ
とができる規模であり、かつ、他産業従事者と均
衡する生活を営み得る所得を確保することが可能
な家族農業経営とされた。

このうち、構造政策の関係では、昭和37（1962）
年に農業生産法人制度の創設（自然人たる自作農
の延長と位置づけられる法人として、株式会社を
除外し、農事組合法人、合名会社、合資会社、有
限会社に限定するが、取得できる権原としては小
作権のみならず所有権も認める等）等に関する農
地法・農業協同組合法の改正が行われた。

（2）農地流動化の仕組みの導入
その後、昭和40（1965）年、昭和41（1966）年

の2度にわたり「農地管理事業団法案」が国会に
提出された。同法案は、農業経営規模の拡大に関
して、全額国の出資する ｢農地管理事業団｣ が農
地市場に介入して農地移動の方向付けを行うとい
うものであった。この法案に対しては、上からの
選別政策、離農促進の貧農切り捨て対策とみなさ
れ、廃案となった。

当時は、農業基本法制定から6年がたっており、
高度成長の過程において農業労働力の流出、食料
消費の高度化が進む一方で、米の消費減退が明ら
かになる中で農業生産が食料需要の動向に順調に
対応せず、農地価格の著しい高騰、農地の資産保
有傾向の強まり等によって、所有権を通じた農業
経営規模の拡大が進展しなかった。また、当時の
農地制度は耕作権が強度に保護されていることか
ら正規の賃貸借も進まなかった。

昭和42（1967）年に公表された ｢構造政策の基
本方針｣ において、賃貸借による流動化を積極的
に推進する必要があるとの方向が示されたことか
ら、これを踏まえて、昭和45（1970）年の農地法
改正では、①法律の目的の改正（第1条の目的規
定に、「土地の農業上の効率的な利用を図るため」
を追加）、②借地を促進するために、賃貸借規制
の大幅な緩和と小作地所有制限の緩和、③農地の
権利取得についての最高面積制限の廃止（その代
わり、自ら農業を行って、農作業に従事する者で
なければ認められないという趣旨で、「常時従事
義務」を賦課）と下限面積の引き下げ、④農地流
動化手法として、農地保有合理化促進事業、農協
の経営受託による農地の権利取得の容認等を内容
とするものであった。

（3）農振法の制定
その前年（昭和44[1969]年）には、農振法が制

定された。同法も、｢構造政策の基本方針｣ に基
づいて、農村における土地利用区分を明確化し、
他用途との調整を図りながら必要な農地を十分に
確保し、農業地帯の保全と振興を図る方途につき
検討することとされたことによるものである。し
かし、実態は、新都市計画法が昭和42（1967）年
に国会に提出され、昭和43（1968）年に成立した
ことに対抗して、農業地域を指定し、農用地を確
保するという観点から立法化され、当時 ｢農地の
領土宣言｣ の法律といわれたのもそうした経緯を
踏まえたものであった。

そうした性格を有する農振法ではあるが、関谷
俊作（1981）によれば、法律の条文上は農業振興
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地域の明確化と農用地の確保という ｢線引き｣ 的
機能が前面に出ているものの、市町村が策定する
整備計画に従って、農業振興施策を実施するとい
う、総合的な地域農政の推進のための制度と位置
づけられるものとしている。そうした考えに立脚
して「地域農政の展開こそ、農振法の中心的概念」
としているのである。

そもそも農振法は、機関委任事務22）を前提に
通達によって農用地区域の設定・除外の基準が規
定され、農用地の確保が可能となっている。この
ために、同法自体には農地に関する規制的な規定
をほとんど置いておらず、地域農業の振興に関す
る条文が基本となっている。しかし、仮に機関委
任事務が廃止されれば、現行法のままでは市町村
長の裁量的判断によって、優良農地を農用地区域
から除外し転用ができるようになり得る。その結
果、農用地の確保はできなくなるのであり、そも
そも農用地の確保ができない状態になれば、地域
農政の展開もその前提条件を欠くことになる。そ
うした懸念は、機関委任事務の廃止の動きによっ
て、現実のものとなったのである（後述の「(10)」
を参照）。

（4）農用地利用増進事業の発足
昭和50（1975）年に、農振法の第1次改正が行

われた。これは、農用地区域に農業施設用地を加
え、農用地利用増進事業、特定利用権及び開発行
為の制限の3…つが制度化された。特に、農用地利
用増進事業は、「戦後の農地賃貸借制度の大転換
を画するもの」とされ、市町村を介入させること
によって、当事者間で権利関係の調整等を行う農
地の ｢集団的利用｣ の理念の実現、農地法の耕作
権保護の回避、短期賃貸借の設定、農地法以外で
の立法措置という特徴があった。

（5）農地三法の制定
昭和54（1979）年の6月に検討が始まった農政

見直し（後の「80年代農政の基本方向」）の中で、
農業構造の改善が円滑に進まないため、農地流動
化による経営規模の拡大の促進に一層の努力をし

なければならないこととされた。こうした政策的
要請に加え、米の需給均衡回復のためには相当な
規模の水田を米以外の作物に転換する必要がある
ことから、農地の権利移動の面だけでなく、農作
業の受委託あるいは共同化の面まで含めて、生産
の集団化と規模拡大を促進すべきとされた。こう
した考えに基づいて、昭和55（1980）年にいわゆ
る ｢農地三法｣（農用地利用増進法案、農地法の
一部を改正する法律案、農業委員会等に関する法
律の一部を改正する法律案）が制定された。

このうち、農用地利用増進法は、それまでの農
用地利用増進事業について、設定・移転の対象と
なる利用権として、賃借権、使用貸借による権利
に、農業経営の受託に伴う使用収益権を加えたほ
か、所有権の移転等を含めるなどの拡充を図った。
また、農用地利用改善事業、農作業受委託の促進
事業を総合的に推進することとされた。

（6）農振法の改正と集落地域整備法の制定
昭和59（1984）年には、農振法の第2次改正が

行われた。これは、その当時補助事業として行っ
ていた農村における生活環境施設等を整備する事
業に法的根拠を持たせることを企図したもので、
農林水産省として長年の念願であった「農村計画
制度」の実現に向けて、農振法の改正に取り組ん
だものであった。

農振法は、農林水産省の専管の法律である。農
業の振興に関する施設整備は農林水産省の所掌で
はあるが、非農業に関係する施設整備は農林水産
省ではなく他省庁の所掌に属することであり、こ
れらを農林水産省の専管の法律で規定することに
は他省庁から強い異論が示され、政府部内での調
整過程で、農業の振興に関係する施設整備に限定
することになった。その結果、市町村の定める農
業振興地域整備計画の内容として、「農業構造の
改善を目的とする生活環境の整備」等が規定され
たのであった。

また、昭和62（1987）年には、集落地域整備法
が制定された。同法は、農業振興地域と都市計画
地域のうちの市街化区域を除く地域（主として市
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街化調整区域）の両者が重複する地域内にある集
落地域を対象として、都道府県知事が集落地域整
備基本方針を定め、市町村が集落農業振興地域整
備計画と都市計画である集落地区計画とを定める
ことになっている。

しかし、この法律は動かない法律となってし
まった。そもそも地権者が市町村による関与を嫌
がったことに加え、土地の計画的利用を意図した
法律であり、計画に盛り込んだ事業は法律上任意
のものとされていたにもかかわらず、運用上の措
置として農林水産省の事業と建設省の事業の両方
が行われることを条件としたため、ニーズのない
事業までやらされることになる事業者にとって
は、およそ取り組めないものだったのである。

（7）農用地利用増進法の改正
昭和61（1986）年の逆転米価据置事件23）をきっ

かけに米価のあり方に対する批判の声が高まり、
翌年の米価は引き下げられた。その際に決定され
た関連対策には、米価算定方式の見直しと構造立
法の検討が含まれていた。構造立法の方は、昭和
62（1987）年夏から昭和63（1988）年3月にかけ
て検討されたものの不発に終わった。一方、米価
算定方式の方は、平成元（1989）年から生産性の
高い担い手層に焦点をおいた新しい方式が採用さ
れることとなった。

こうしたことを背景に、平成元（1989）年に農
用地利用増進法の改正が行われた。改正内容は、
市町村が農業構造の改善目標を設定すること、受
け手が農業経営規模拡大計画を作成すること、農
協による受委託作業のあっせんを促進することの
3点であった。同法の改正は、農用地利用増進事
業によって構造改善の目標と経営規模拡大計画の
認定制度が導入されたことによって、農用地利用
増進事業による農地流動化の方向付けを行うもの
であり、農業経営基盤強化促進法による ｢認定農
業者｣ 制度の導入を予告するものであった。

（8）「食料・農業・農村政策の方向」の公表
1990年代に入り、ウルグアイ・ラウンド農業交

渉が進展し、牛肉・かんきつ・12品目の自由化が
決定され、ラウンド合意後をにらんで我が国の農
業構造・経営対策の基本的な方向を指し示すもの
として、平成4（1992）年6月に ｢食料・農業・農
村政策の方向（以下 ｢新政策｣）｣ が公表された。

新政策では、担い手として「効率的・安定的経
営体」（主たる従事者1人あたりの生涯所得が他産
業従事者と遜色がない水準を確保できる経営体）
の育成を打ち出した。それまでの ｢農家｣ 概念を
超えた「経営体（個別経営体、組織経営体）」と
いう新しい概念の登場とされたが、望ましい農業
経営の主体について農業従事者の労働時間と所得
水準が他産業従事者と均衡することを求めた点
で、農業基本法における農業と他産業との均衡の
理念及びそれに基づく ｢自立経営｣ の概念と類似
していると考えられる。高度成長期の成長率が予
想以上に大きく、農業の比較劣位化が進んだが故
に自立経営の育成が思うように進まなかった。効
率的・安定的経営体も、日本経済と農業の関係い
かんによっては達成不可能な概念になる可能性が
あった。

（9）農業経営基盤強化促進法の制定
新政策で示された政策目標を達成するために立

案されたのが、｢農業経営基盤強化促進法｣である。
同法は、平成5（1993）年に、農用地利用増進法
を改正したものであり、法律の題名を改めるとと
もに、｢農用地の利用増進｣ から ｢農業経営基盤
の強化｣ にそって法律の仕組みが大幅に作りかえ
られ、｢農用地｣ ではなく ｢農業経営｣ が政策の
対象として設定された。この点に制度の性格変更
があるといえる。

同法の概要は、まず、法律の目的として、効率
的かつ安定的な農業経営を育成し、この経営が農
業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため
に、農業経営育成目標を明確化し、認定農業者へ
の助成措置等を総合的に実施することとされた。
次に、認定農業者制度は、農業者の「農業経営改
善計画」を認定し、認定農業者への利用権設定等
の促進その他の助成措置を強化することとされ
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た。
また、農業経営基盤強化のため、利用権設定等

促進事業、農地保有合理化事業、農用地利用改善
事業、農作業受委託促進事業等の農業経営基盤強
化促進事業を促進することとされた。さらに、こ
れまで農地法第3条で位置づけられていた農地保
有合理化促進事業を農業経営基盤強化促進法に移
し、農地保有合理化事業及び農地保有合理化法人
の要件等を規定するほか、特定農業法人制度を創
設した。なお、併せて、農地法について、農業生
産法人の構成員要件の緩和（関連事業者について
議決権の4分の1以下[単独では10分の1以下]の範
囲で認める）に関する改正が行われた。

また、農業経営基盤強化促進法は、ウルグアイ・
ラウンド農業交渉の合意に関連して、平成7（1995）
年に、農地保有合理化支援法人制度の創設、農地
保有合理化法人による農用地の買入協議制度の創
設といった改正が行われた。

（10）機関委任事務制度の廃止を踏まえた農地制
　　 度の改革

平成7（1995）年に地方分権推進法が制定され
た。同法は、「各種の行政を展開する上で国及び
地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、地方
公共団体の自主性及び自立性を高め、個性豊かで
活力に満ちた地域社会の実現を図ること｣ を基本
理念として地方分権を推進することとされた。具
体的には、同法に基づき地方分権推進委員会が平
成7（1995）年7月に発足し、平成8（1996）年3月
に中間報告「分権社会の創造」を内閣総理大臣に
提出した。その中で、｢中央集権型行政システム
の変革を推進し、国と地方公共団体との関係を上
下・主従の関係から、対等・協力の新しい関係に
転換させるため、機関委任事務制度の廃止を決断
すべきこと、国・地方公共団体間の関係ルールを
創設すべきこと等｣ を提示した。

その後関係各省との膝つめ談判を経て、平成8
（1996）年12月20日に内閣総理大臣に ｢地方分権
推進委員会第1次勧告―分権型社会の創造―｣ を
提出した。同勧告では、農振法に関して、国が新

たに「農用地等の確保に関する指針」を作成する
こととする。次に、都道府県が「農業振興地域整
備基本方針」を策定する際、事前に国に協議を行
うこととされ、国は「農用地等の確保に関する指
針」をベースに合意（又は同意）を与えることを
通じて調整することとする。さらに、市町村が「農
業振興地域整備計画」を策定する際に、事前に都
道府県に協議を行うこととされ、都道府県は、「農
業振興地域整備基本方針」をベースに合意（又は
同意）を与えることを通じて市町村と調整するこ
ととされた。要すれば、これらの調整を通じて、
国の「農用地等の確保に関する考え（一種の基準）」
が都道府県・市町村に反映できるようにしたらど
うかというものであった。そして、以上の考えを
前提に、機関委任事務に代えて自治事務（仮称）
とされた。また、農地法は、4㌶を超える農地転
用許可は、国の直接執行事務とし、2㌶を超え4㌶
以下の農地転用許可は、都道府県に委譲し、機関
委任事務に代えて法定受託事務（仮称）とされた。
2㌶以下の農地転用許可を自治事務（仮称）とす
ることの可否については、その当時進められてい
た農業基本法の見直しを踏まえ予定されている農
地制度の見直しの際に、検討することとされた。
農地の権利移動制限に関する事務は、当面、都道
府県及び市町村（農業委員会）の法定受託事務（仮
称）とすることとされた。

同勧告に盛り込まれた内容は、その後の政府部
内での検討の結果、平成10（1988）年5月に、政
府による「地方分権推進計画」として決定された。
これを踏まえて平成11（1999）年に、機関委任事
務制度の廃止及びこれに伴う事務区分の再構成、
国の関与等の縮減、権限委譲の推進、必置規制の
整理合理化などを内容とする「地方分権の推進を
図るための関係法律の整備等に関する法律」が制
定された。農地法に関しては、同法による改正に
加え、1998（平成10）年の農地法改正により、ま
た、農振法に関しては、平成11（1999）年の改正
により、対応した。

（11）食料・農業・農村基本法の制定
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平成11（1999）年に、新しい食料・農業・農村
基本法が制定され、昭和36（1961）年に制定され
た農業基本法は廃止された。新しい基本法のあり
方を検討する食料・農業・農村基本問題調査会に
おいては、株式会社の農地取得（土地利用型農業
への参入）の議論が活発に行われ、最終的には ｢
株式会社一般｣ については、いくつかの利点とい
くつかの問題点を掲げ、｢合意｣ は得難いとした。
その上で、地縁的な関係をベースにし、耕作者が
主体である農業生産法人の一形態として、かつ、
投機的な農地の取得や地域社会のつながりを乱す
懸念を払拭するに足る実効性のある措置を講じ得
るのであれば、株式会社の土地利用型農業への参
入の道を開くことが考えられるとした。

こうした考えを踏まえた農地法改正案は、平成
12（2000）年3月に国会に提出されたが、衆議院
解散のため審議未了廃案となり、同年の秋の臨時
国会に再度提出され、11月に成立し、平成13（2001）
年3月から施行された。同法の改正内容は、農業
生産法人の要件緩和（農業生産法人の形態に株式
会社[株式譲渡制限のあるもの]を加えたこと等）、
農業生産法人への是正勧告等である。

その後、平成15（2003）年の農業経営基盤強化
促進法改正で、認定農業者たる農業生産法人に関
し、関連事業者が認定計画に従って出資している
場合は、その議決権制限を認定計画に位置づけら
れていない関連事業者のものとあわせて2分の1未
満まで緩和した。また、平成17（2005）年の商法
改正（会社法制定）に伴う農地法改正で、農業生
産法人の形態は、農事組合法人、株式会社（公開
会社でないもの）、持分会社（合名会社、合資会社、
合同会社）となった。

さらに、平成14（2002）年4月に農林水産省が
決定した ｢食と農の再生プラン｣ の具体化に当
たって、同年の構造改革特別区域法において特定
法人貸付制度が創設された。これは、特定法人（農
業生産法人以外の法人）で1人以上の業務執行役
員が耕作または養畜の事業に常時従事し、耕作ま
たは養畜の事業を適正に行うと認められるものが
地方公共団体等と協定を結んだ場合には、貸付事

業主体から農地の借り入れが可能とされるもので
あった。この場合の貸付事業主体とは、耕作放棄
地等が相当程度存在する区域（特区）において、
特定法人に貸し付けを実施する地方公共団体（都
道府県を除く）または農地保有合理化法人のこと
である。政府は、特区による農地法の規制を緩和
しても地域の農業や土地利用等に問題を生じさせ
ないとして、一般企業の参入を全国展開すべく、
平成17（2005）年に農業経営基盤強化促進法を改
正して ｢特定法人貸付事業｣ を創設した。

（12）農地法等の改正
その後、平成18（2006）年の日本経済調査協議

会の ｢農政改革を実現する（提案）｣ を受けて、
経済財政諮問会議が ｢平成の農地改革｣ という提
言を公表し、規制改革・民間開放推進会議も農地
制度の規制緩和の議論に取り組むこととなった。
農林水産省はそうした状況も踏まえつつ、農地制
度改革の検討を行った（｢農地改革プラン｣）。

平成21（2009）年の農地法等の一部を改正する
法律案は、同年2月に国会に提出され、衆議院で
修正可決の上、同年6月17日に参議院で可決・成
立し、12月15日に施行された。同法の改正内容は、
農地法、農振法、農業経営基盤強化促進法などの
改正に及ぶものであるが、最大の特徴は、農地改
革とその成果を引き継いだ農地法制の大きな枠組
みを変更する内容が盛り込まれたことである。

具体的には、現実に農地を利用することを優先
的に位置づけるということで、農地の ｢利用｣ を
基本とする制度へと大きな転換を図ったこと、農
地を利用できる権利者の範囲を広げることで、利
用権の権利主体に限定してのことではあるが、こ
れまでの自然人の耕作者ないしその延長線上に位
置づけられる農業生産法人に限らず、株式会社な
どを広く認めたことである。

ただし、政府提案が国会審議で修正された中で
特に第1条の目的規定は大きな修正がなされ、ま
た、「今回の改正においても、農地の権利取得者
は耕作者であるべきとの考え方を何ら変更するも
のではありません」（平成21年6月5日参議院本会
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議）との石破茂農林水産大臣の答弁等を踏まえる
と、従来からの伝統的な農地法の考え方を引き継
ぎつつ、農地の効率的な利用も重視した内容と
なったと評価される。このため、今回の改正につ
いて「自作農主義は廃止された」（高木）と結論
づけることには躊躇を感じるところがある。いず
れにしても戦後まもなくの農地改革の流れを超
え、全面的に「利用を打ち出した戦後農地法制に
おいて一つのエポックを画する重要な改正であっ
たと総括する」（高木・内藤[2011]）ことには同意
できる。

また、昭和27（1952）年の農地法制定以来、初
めて農地確保の観点から、転用規制の強化が図ら
れた。さらに、遊休農地（耕作放棄地）について
は、利用を促進するための措置の強化も図られた。
農地の利用について、従来から行ってきた利用集
積の取組にととまらず、農家の所有農地があちこ
ちに分散している「分散錯圃」状態から担い手へ
の農地の面的な利用集積を進めるための代理方式
を取り入れた農地利用集積円滑化事業を実施する
ことも規定された。

10.農地所有権の絶対性から土地利用優先の�
　 原則への動き

（1）土地所有権の絶対性
土地所有権の絶対性については、9までにその

形成過程と土地利用システムにおける問題点等を
指摘してきた。そこで、ここでは土地所有権の絶
対性に対する政府の考えを確認しておこう。

まず、土地所有権の絶対性は、憲法第29条の「財
産権の不可侵」と「財産権の内容は公共の福祉に
従う」こととのいずれを優先するのかということ
に関係する。結論的にいえば、土地所有権に関す
る政府の考え方は、「土地所有権の絶対性」が基
本であるとの立場をとっていると考えられる。こ
の点は、平成元（1989）年の土地基本法の制定過
程を振り返ると明らかであろう。すなわち、投機
による地価の高騰が起こっていた当時（1980年代
後半）、土地の基本政策に関する法制度を立法化

すべきとの議論が、研究者のみならず与野党の政
治家の間でなされていた。こうした動きに対して、
当時政府は、土地高騰へ対抗する理念として「土
地について公共の福祉が優先する」との規定を土
地基本法案に入れることさえも、「財産権の不可
侵を規定する憲法第29条第1項に抵触する」ので
受け入れられないと抵抗したといわれている。し
かし、地価高騰に対する国民の怒りは激しいもの
があったことから、政府の提出した土地基本法案
は、最終的に国会の場で修正が行われ、「土地に
ついては、公共の福祉を優先させる」（土地基本
法第2条）こととされた（大原）。

こうして土地基本法では、公共の福祉の優先（第
2条）の理念を頂点に位置付け、適正かつ計画に
従った利用（第3条）、投機的取引の抑制（第4条）、
土地の「価値の増加に伴う利益に応じた適切な負
担（第5条）の4点は公共の福祉を実現するための
理念として定められた。しかし、この法律は、『基
本法』という性格上、公共の福祉の優先にして
も、その下位のコロラリーである適正かつ計画に
従った利用にしても、極めて抽象的な法原則にと
どまったから、これによって土地所有権の絶対性
が完全に克服されたとは言い難いであろう。

もちろん後述のように、この第2条の規定が一
つの力となって、農地・森林の分野において土地
利用優先の原則への一定の「進化」がみられるの
は事実である。しかし、本質的な問題は、政府自
体が土地所有権の絶対性を前提に規制緩和によっ
て土地の供給を増やせば土地問題はうまくこなせ
るとの考えに立っている点にある。そして、その
結果何時でも土地所有権の絶対性が政府の判断の
根拠として立ち現われてくることになるのであ
る。

この観念が最も極端な形で表れているのが今回
の被災地での土地所有に関する政府の考え方とい
えよう。被災地の復旧・復興に当たり、個別所有
権にこだわり事業を行う上で土地所有者の同意が
必要とすれば、登記名義人、真実の所有者、相続
による共有者、そうした人々をすべて確認した上
で同意を取り付けることが必要になる。しかし、
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被災によって土地所有者やその相続人が不分明な
場合も出てきている。確認には相当な時間とコス
トがかかり、事業開始が遅れてくる。そうした問
題が指摘されているにもかかわらず、例えば、「東
日本大震災復興特別区域法」では、土地所有者の
不分明な土地に対しては、「立ち入り、測量、調
査」が限度とされている。これでは、「土地所有
権の絶対性」を理由に、被災地の復旧・復興が遅
れることもやむを得ないといっているようなもの
で、被災地の国民生活を維持・保全するという緊
急な対応を行うべき公共の福祉が後回しにされて
いるといえよう。

（2）土地利用優先の原則への動き
農地・森林、あるいは農山村における土地の所

有と利用の関係について、土地基本法第2条の「土
地についての公共の福祉の優先」の規定の存在も
一因となって、農地・森林に係る土地所有権の絶
対性の考え方をある意味で相対化させつつあるよ
うに感じられる。

例えば、平成21（2009）年の農地法改正では、「農
地の所有権又は賃借権等の権利を有する者」に対
して、「当該農地の農業上の適正かつ効率的な利
用を確保するようにしなければならない」という
責務を明確化している。それを前提にして、農地
リースの場合に限って株式会社一般の農業への参
入を認めることにし、これによって耕作者がいな
いために発生する耕作放棄地の発生防止に役立つ
ことが期待される。また、実際に発生した遊休地
に関して一定の手続きを経た上で、都道府県知事
が第3者に強制的に利用権を設定できるようにし
ている。これは、土地所有権者が「耕作放棄」と
いう意思を有していたとしても、こうした土地所
有権者の「意思」を尊重することは法律上許容で
きないことから、第3者に「効率的に利用」する
権利を設定するものである。

森林法においても、同様の土地所有権の絶対性
の相対化に向けた進化がみられる。平成3（1991）
年改正で、森林所有者が市町村の森林整備計画に
従って森林の間伐や保育といった施業を実施しな

い場合、一定の手続きを経た上で、都道府県知事
は第3者に間伐又は保育を実施させることができ
るようにしており、平成23（2011）年改正では、
森林所有者が不分明の時も、第3者に実施させる
ことができるようになった。

（3）土地所有権の絶対性から土地利用優先の原則…
　　への転換の必要性

本稿では、農地制度と都市計画制度を中心に土
地所有権に関する史的展開過程を分析してきた。
明治維新以降、近代的な土地所有権が確立され、
第2次大戦までの「農業搾取政策」等による近代
化、戦後の復興、高度成長を通じて、昭和43（1968）
年には「自由世界第2位」の経済大国に登りつめ
た。このような経済社会の進展の過程で確立した
土地所有権の絶対性は、資本主義社会における効
率性の観点から大規模生産・大規模流通・大規模
販売こそが優れているという考えに対して親和性
があった。すなわち、経済成長が見込まれ、物価
も緩やかに上昇している社会で規模拡大を一心不
乱に追及することは、国土開発や経済成長の観点
からは、必ずしも間違いとは言えないであろう。
なぜなら、土地所有権の絶対性と地価の上昇を前
提にしているからこそ、土地を担保に資金が円滑
に循環し、都市再開発事業をはじめインフラへの
投資が行われ、経済の成長が期待できるのである。
しかし、そこで実現された都市と農村は、土地利
用が整序化されることはなく、その景観は醜いも
のとなっていった。

日本経済がデフレに突入し、人口減少社会に
なった現段階では、規模拡大はリスクを高める方
策であり必ずしも効率的とはいえなくなってい
る。その上に、土地所有権の絶対性を前提に土地
の需要に応じて土地・空間の規制緩和をすれば、
土地・空間問題は解決可能とのナイーブな土地利
用システムでは、土地・空間の放置問題が起きて
いる状況に対応できないのである。とりわけ、東
日本大震災を経験し、原発安全神話も東電福島第
一原発事故によって崩壊した現在、政府をはじめ
関係者からの情報提供が的確でないと、消費者・
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国民の政府等への信頼喪失はあっという間に全国
に広がるというパニック型の社会になっている。
こうした現状には、大規模効率化論、その裏腹の
規制緩和論ではうまく対応できないことは明らか
である。

こうしたリスク社会を前提にすれば、地域分散
型の経済システムの方がリスクを分散し、発生す
る被害を極小化することにつながると考えられ
る。また、被災した地域の復旧にとっては、土地
所有権の絶対性に代えて土地・空間の果たすべき
公共性の観点から土地・空間利用を促進していく
システムであれば、再生・復活に要する時間もコ
ストも少なくて済むであろう。そうした地域分散
のメリットに加え、コンピュータの大容量化・高
速化・小型化によって確立した総記録技術によっ
て分散している拠点をネットワークとして結べ
ば、大規模施設以上に効率性を発揮できるように
なってきている。

以上の点を踏まえると、人口減少社会でデフレ
経済からの脱却がどうなるか不確かな状況では、
大規模効率化路線よりも地域分散・ネットワーク
型システムこそが適合的であり、併せて土地所有
権の絶対性から土地利用優先の原則へ転換してい
くべき時期に至っているといえよう。

11.現代総有論

公共性の観点から土地利用優先の原則への転換
を現実化するための道具概念の1つとして、五十
嵐敬喜は現代総有論を提唱している（五十嵐
[2013b、d、2014a、b]）。現代総有論とは、「個別
土地所有はあえていじらないことを基本」24）と
しつつ、土地利用優先の原則の根拠を、民法上の

「組合」のような「構成員の全員の同意」に置く
か、あるいは、実定法上「所有権に効率的な利用
に関する法的義務」に置くかはさらに検討してい
く必要があるものの、いずれにしても公共性の観
点から土地利用優先の原則が確立していることが
前提である。そうした前提条件の下で、土地所有
権者は「地代を収取する」権利を行使することは

できても、持ち分の分割請求等はできなくなるこ
と、当該土地の利用については、土地所有権者を
含む関係権利者からなる団体がその利用及び管理
のあり方を「一人一票制」等一定のルールの下に
決定し、得られた利益は各構成員の持分に応じる
等一定のルールに従って分配することを基本とす
る概念である。

このような現代総有の概念は、「都市の今日的
な土地管理のための所有法を提唱するだけでな
く、管理・利用秩序を定める計画法、管理利用方
法を意思決定していく事業組織法を提唱する」も
のであり、前述したように、「総有概念が本来持っ
ていた公法的・組織法的な要素を再生させようと
している」ものである（高村[2014]）。

以上の現代総有論を比ゆ的に説明すれば、地代
収取権の行使を基本とする個別所有権を1階とし
て、その上に借地権がのっている2階建ての構造
を「現代総有権」と名付け、その権利の行使主体
を「現代総有主体」と名付けることになる。この
主体は、土地等の有効利用の観点から必要な事業
が行えるようにし、また、事業実施に必要な資金
の調達、税制上の優遇措置の対象となり得るよう
にする観点から、法人格のある団体が適当と考え
られる25）。

12.おわりに～都市計画制度・農地制度の見�
　 直し方向

日本は、デフレ経済の進行、人口の減少等によっ
て、土地・空間の放置問題をはじめとする危機的
な事態に直面している。こうした事態に対処す
るためには、現代総有論の具体的制度のあり方を
至急に詰めていく必要があるが、当該制度が効果
的に機能するためにはそれを包摂する土地利用シ
ステムの基本的理念の転換を図る必要がある。そ
の上で、日本の土地利用システムの基本となる都
市計画制度、農地制度26）について、その史的考
察から析出された諸課題を踏まえつつ以下の項目
を、緊急に検討していくことが求められていると
いえよう。
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①　「土地」は、私的財産の対象であるととも
にその行使は公共の福祉に役立つべきとの公共性
の観点から、一定の「制約」（あるいは社会的な
義務）を受けるものとし、すべての「土地」に対
して、土地の権利関係を明らかにする観点から土
地所有者等に「登記を行う」義務をかけること。
土地の権利関係が把握可能な状態にした上で、土
地の用途等に応じて法律に基づいて必要な「規制」
をかけることとする。例えば、「農地」は、「食料
安定供給機能」「自然環境保全などの多面的機能」
を発揮させる観点から、農業者（農地を農業用に
使用収益する自然人たる農業者だけでなく、法人
も同様）は「農地を効率的に使用収益する義務」
を負うものとする。これらの措置を通じて、土地
利用優先の原則を確立すること

②　地域分散・ネットワーク型システムに立脚
するとともに地方分権を徹底し、地域の住民が自
らのまちづくりを決定する権限を持つことを前提
に、地域の土地利用のあり方は、地域の構成員に
よって決めていくシステムとすること27）

③　「ゾーニング規制」は、全国土を対象とす
る土地利用計画として、土地利用優先の原則に基
づき「計画なければ開発なし」「建築不自由」を
原則とするものとする。そのことを前提に、現行
都市計画制度の「区域区分制度」に代えて②によっ
て策定された「まちづくりマスタープラン」に基
づいた「地区計画」に従って建築・開発が行われ
るものとすること

④　農地制度については、「農地を効率的に使
用収益する義務」を前提に、所有権等の権利移動
については、許可制の対象とし、経営主体のあり
方、規模、構造等を基準に許可することを通じて、
経営構造をコントロールする。なお、農地転用の
許可については、③の全国土を対象とする土地利
用計画にゾーニング規制が一元化されるまでの間
は、維持すること

⑤　「農地を効率的に使用収益する義務」を導
入することに伴い、現行制度における耕作放棄地
等への強制的な利用権設定については迅速に行え
るよう所要の改善を行うことに加え、農地の効率

的な使用収益の観点から必要があれば、所有者等
の意思にかかわらず、土地の集積・連坦化のため
に強制的な利用権設定が可能となる制度も導入す
ること

⑥　「農地の効率的な使用収益義務」と「ゾー
ニング規制」が賦課されることを前提に、現行農
地制度とは異なり、農地取得については、自然人
たる農業者と株式会社一般とを同一の取り扱いに
する（要すれば株式会社一般の農地取得を認める）
こと

…
注

1）　豪農とは、自ら耕作するための大規模な「手作り地」

を持った地主で、農業のイノベーションの担い手。豪農

のうち、とくに農村の指導者として尊敬されていた者を

「老農」と呼んだ。

2）　百姓とは、近世以降の農村では、豪農のような手作り

地を持った大規模農家（地主）のほかに、醸造業者、金

融業者、海運・運輸業者、食品・衣料の製造業者などの

自営業者をさす（網野善彦（2005）『日本の歴史をよみな

おす』ちくま学芸文庫、（2008）『日本の歴史00　「日本」

とは何か』講談社学術文庫）。

3）　ここでいう大家族制とは、世帯主夫婦とその長男、非

後継親族（長男以外の子ども、世帯主の兄弟などの親族）、

隷属者（名子、下人など）から構成されていたもの（鬼

頭宏（2010）「日本の歴史19　文明としての江戸システム」

講談社学術文庫）

4）　オジ・オバなどの傍系親族や名子・下人などの隷属者

を含まない直系家族成員からなる世帯のことで、その規

模は4～5人が一般的とされる（鬼頭宏、前掲書）

5）　入会権の成立していた林野面積は、1955年の農林省統

計調査部と林野庁の共同調査によると、200万㌶存在して

いたとされている。

6）　一つのものを複数の人が所有する場合の法律関係は、

「共有」、「合有」、「総有」の3つの概念があるとされている。

これらは、ドイツからもたらされた概念である。共有とは、

全くの個人主義的なもので、いつでも自由に単独所有に

分割することが可能なものとされている（民法第249条以
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下）。合有とは、財産を所有する複数の人々の間に、ある

程度団体的拘束が存在しており、共有のように自由に分

割したり持ち分を処分したりできなくなるもので、組合

の財産（民法第668条）、相続財産（民法第898条）がそれ

に該当するとされている。総有とは、団体的拘束がさら

に強くなると、個々の構成員の持ち分というものを観念

することさえ困難になり、集団で一つの物を所有してい

るが、個々の構成員に持ち分はなく収益権能しか残らな

い形態とされる。この観念は、ゲルマンの村落共同体に

おける土地に対する所有関係をモデルとして抽出された

概念とされる（内田貴「民法Ⅰ[第4版]総則・物権総論」

（2012）東京大学出版会）。

7）　6の総有、入会権は、判例や通説の考え方であるが、川

島武宜は入会権を次のように解釈すべきと主張している。

入会権の主体は入会集団を構成する諸個人であって、こ

れらの構成員が共同体という団体関係において共同で有

する権利が入会権であるとし、古典的入会形態が変化（共

同の利用から契約利用形態さらには入会山の売却代金の

個人への分配など）している状況では、個々の入会権者

は一種の持ち分を有すると構成すべきであるとしている

（戒能）。また、入会権における「持分」については、「秣

草の量は、その耕作者の耕作面積や飼養する家畜の頭数

に応じて「分相応」に採取できたのであり、…この「分」

が入会権者として有する「持分」にほかならない」とす

る説もある（中尾）。

8）　農業水利権については、渡辺洋三は以下のように概念

整理すべきとしている。徳川期における農業水利は、さ

まざまな管理の形態が、公権、私権未分離の状態のまま、

村の行政的機能に属していたが、明治期に地租改正に伴

う地券発行によって、土地に対する所有意識が発生した。

これに伴って、水源地や水路の敷地に対する関係は私法

的所有権の機能に入れ替えられつつ、他方、かつては「行

政的」管理権の主体として機能していた村が私法上の所

有権の主体として現れるようになった。その結果、近代

的所有意識の導入に際して、未だ未熟な所有意識と旧来

の村の行政的管理機能に対する意識との妥協的・折衷的

意識が「所属権意識」として、過渡的移行期の所有権意

識と交錯しつつ混同される半面、これによって所有意識

の貫徹が妨げられたとしている。以上の結果、農業水利

権は、成文法がなく、慣習が国家によって根拠づけられ

ることから、社会的存在としての生ける法として存在し

ているとされる（戒能通厚、前掲書）。

9）　地租改正導入の経緯は次の通り。明治政府は、徳川時

代の物納の封建貢租をそのまま引き継いだが、物納では

政府が米の販売をしなければならず、米価の変動によっ

て国庫収入が変動することになることに加え、各藩が独

立に貢租を決めていたため「税率」には地域的な不均衡

があり、税の地域的不公平は「統一国家の国民」の理解

を得ることができなかった。そこで、「地租」として土地

の所有者から地価の3％（後に2.5％）を金納で徴収するこ

ととしたもの。地価の3％とされた金納地租とは、従来の

封建貢租で確保していた総量と同水準のものが確保でき

るように置きかえたものであった。土地所有者を誰にす

るのかという問題は、「一地両主」（地代徴収権としての「底

土権」と耕作権としての「上土権」）をどのように整理す

るかの問題であった。明治政府は、徳川時代において貢

租を負担していた地主・本百姓に「地券」を交付するこ

とによって、彼らを土地所有権者とした。その結果、地主・

小作人の関係において、直接生産者ではなく、貢納義務

者としての地主に一律に所有権が与えられることになり、

小作という用益権は地主・小作人の当事者間の私契約に

委ねられることになった。地主は金納地租を負担したが、

地主・小作人の関係では、小作人は地主に引き続き物納

小作料を支払うこととされた。これは、米価の高騰に伴い、

地主の負担が軽減されるのに対して、小作人の負担は変

わらないという結果を招き、地主・小作人の格差拡大を

もたらした。

10）　地租改正から現行民法の制定までの動きは、地主的土

地所有権の確立を企図したものであった。これとは別に、

明治26（1893）年に施行予定であった旧民法（ボアソナー

ド民法）の存在を忘れてはならない。同法は、地主勢力

の反対によって、施行延期の上、最終的に施行されるこ

とはなかった。現行民法と比較すれば、小作契約を含む

賃貸借契約によって設定された賃借権は所有権と同じく

物権と構成されていたことから、小作人の耕作権は、地

主の所有権が移転したとしても、新所有者の意向に脅か

されるような不安定性を持っていなかった点で、特筆す

べき内容であった。しかし、この点こそが、地主勢力か

ら見て小作人の保護に偏しすぎると意識され、絶対に施

行させてはならないものとされたのである。
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11）　小作地面積の推移は、明治6（1873）年31.1％→明治36

（1903）年44.5％→昭和5（1930）年48.1％（ピーク）→昭

和20（1945）年45.9％→昭和25（1950）年9.9％

12）小作争議の推移は、大正6（1917）年85件→大正9（1920）

年408件→大正10（1921）年1,680件

13）　戦時農地立法としては、①小作料統制令（昭和14（1939）

年）[小作料を額・率・種別（物納・代金納・金納など）・

減免条件など]②臨時農地価格統制令（昭和16（1941）年）

[昭和14（1939）年の田畑売買事例調査による都市別の売

買価格をその土地の賃貸価格で除して得た数値をとり、

一筆ごとの農地の賃貸価格にこの数値を乗じて得た額を

統制価格としたもの]③臨時農地等管理令（昭和16（1941）

年）[農地所有者等による他用途への転用、転用目的での

農地の所有権等の取得の場合には都道府県知事の許可を

必要とするもので、昭和19（1944）年の改正で耕作目的

での農地所有権等の取得の場合も知事の許可の対象とし

た]。以上のほかに、食糧管理制度の運用上、小作米は在

村地主の飯米を除きすべて直接政府へ売り渡すこととさ

れ、政府買入価格とは別に生産奨励金を小作人に直接交

付することによって、実質的に小作料負担の引下げ（4割

減）を行った。

14）　臨時農地等管理令の立法過程で農林省側からは、「本

令は農地の無統制なる潰廃を防止し以て戦時下農業生産

の確保を期せんとする緊急措置にして将来国土計画の樹

立さるる場合に於ては其の計画に従ひ本令を運用するこ

となるべく国土計画に付ては目下企画院を中心とし農林

省に於ても研究中にして出来得る限り速に実行に移し度

き考なり」（原文は、漢字カタカナまじり文）と示された

とされている（高橋）。しかし、今日に至るも全国土を対

象とする土地利用計画による即地的な規制（建築・開発

の不自由の原則）をかける制度ができていないが、この

ことが農地転用規制の緩和論を惹起する一因となってい

るのではないかと考えられる。

15）　保有限度3町歩の場合強制譲渡の対象小作地は130万㌶

と試算され、5町歩の場合は90万㌶と試算された。

16）　ここでいう強制譲渡とは、第2次農地改革で導入され

た国による地主からの直接買収ではない。当初、都道府

県知事が地主に譲渡命令を発することを考えていたが、

その案では地主がそれに従わないと罰則を課すことに

なって、いかにも権力的に見えた。こうした事態を回避

するため、都道府県農地委員会の裁定という行政処分に

よって所有権移転の私法上の効果を発生させるという手

法を導入したもの

17）　農地改革に対する訴訟、特に違憲訴訟が多数提起され

た。これら訴訟における争点は、自作農創設のために農

地の買収を行うことは憲法第29条第3項の「公共のために

用ひる」ものでなく、また買収価格は同項の「正当な補償」

ではないとするものであったが、昭和28（1953）年に最

高裁判所は合憲の判断を明らかにした。その結果、農地

改革に反対する人々は、地主補償を政府に迫ることに活

路を開き、これは昭和40（1965）年の「農地被買収者等

に対する給付金の支給に関する法律」が制定され、地主

報奨金が支払われることによって決着した。

18）　農地法の内容は、農地改革によって創出された「自

作農」が再び小作農に転落し、寄生地主制度が復活する

ことを防止することを目的に、①昭和13（1938）年の農

地調整法で法制化された農地の賃借人の地位の安定のた

めの基本的な制度（農地賃貸借の対抗力、法定更新及び

解約の制限）、②戦時農地立法の1つである昭和14（1939）

年の小作料統制令の制定、小作料統制と金納制を定めた

昭和20（1945）年改正後の農地調整法によって規定され

た小作料に関する規制、③戦時農地立法の1つである昭和

16（1941）年の臨時農地等管理令に始まり、昭和20（1945）

年及び21（1946）年の改正により農地調整法に吸収され

た農地の権利移動統制及び転用規制、④戦前の自作農創

設維持事業から戦後の農地改革に発展した自作農創設政

策であって、昭和21（1946）年の自作農創設特別措置法

に規定された、不在地主等の所有する小作地の政府によ

る買収売渡、⑤自作農創設特別措置法に規定された政府

による未墾地の買収売渡。以上の内容を引き継ぐもので

あった。

19）　農地面積は、昭和35（1960）年の607万㌶から平成22

（2010）年の459万㌶へとネットで150万㌶の減少となっ

ているが、グロスでいえば100万㌶の農地造成の一方で、

250万㌶の農地が潰廃されていたのである。

20）　平成12（2000）年の都市計画法の主な改正点は、①都

道府県都市計画のマスタープラン＝「整備、開発及び保

全方針」の明確化と強化、②区域区分制度の選択制への

転換と市街化調整区域内の開発許可制度の緩和、③非線

引の白地区域等における土地利用規制、④都市計画区域
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外での土地利用規制制度の導入等である。この改正の基

本的方向は緩和であり、「整備、開発及び保全方針」の主

眼が「整備、開発」におかれている点からも明らかである。

その一方で、「開発」の許容と表裏一体に結合した土地利

用規制制度の個別・分散的な浸出の仕組みを創出してい

るが、こうした改正の背後にある思想は、日本の都市計

画制度が「原則として建築不自由の原則」をかたくなに

拒否し、規制緩和＝市場原理主義に親和性のある考え方

に根差しているように考えられる（原田[2001d]）。

21）　1997年11月に決定された「21世紀を切り開く緊急経済

対策」は、同年4月の消費税率5％への引上げや医療保険

制度改革などによって国民負担が97年度ベースで9兆円増

となり、北海道拓殖銀行、山一證券などの大手金融機関

の経営破たんが生じる中で、同年11月に成立した「財政

構造改革法」に基づく財政再建に取り組もうとしている

状況にあったことから、構造改革によって需要を拡大す

るとのシナリオで作成されたものであった。需要拡大の

方策の１つとして、住宅建設の促進が取り上げられ、そ

のための手段として、開発行為が抑制されるべき市街化

調整区域内の規制緩和と農地転用の円滑化が求められた。

建設省は、「何らかの計画のあるところは規制緩和は認め

ざるを得ない」との観点から都市計画法を改正して市街

化調整区域内に新たな「地区計画」の策定を認めること

とした。その結果、農林水産省に対しては、農地法を改

正して、優良農地の転用促進を認めるようにとのプレッ

シャーがかかってきたものの、最終的には運用改善とい

う現行制度の枠内で決着が図られた。その間の経緯等は、

武本の第5章「第5節　景気対策としての農地転用規制の

緩和問題」）を参照されたい。

22）　機関委任事務とは、地方公共団体の執行機関、特に知

事及び市町村長を国の機関とし、これに国の事務を委任

して執行させる仕組みである。その執行は、知事は主務

大臣の、市町村長は国の機関としての知事の指揮監督を

受けることとされ、地方公共団体の議会等によるチェッ

ク機能も制限されるなど、日本の中央集権型行政システ

ムの中核的部分を形作る制度であった。

23）　1986年産の生産者米価決定の背景として、プラザ合意

による急速な円高で物価が下落基調にあり、また、景気

対策の観点から金利の引下げが行われていたことがあげ

られる。86年産の米価は、前年と同じ生産費及び所得補

償方式で試算すると▲6.8％となり、そのままではあまり

にも大幅な引き下げとなるので、激変緩和の観点から算

定要素を見直した結果▲3.8％となり、これを30年ぶりの

引下げ案として米価審議会に諮問した。しかし、答申で

は委員の意見が割れ、政府と与党との調整に任された結

果、最終的に据置となった事件のこと。後藤康夫の「証

言」によれば、自民党の派閥の一つである「清和会（会長：

安倍晋太郎氏）」が国鉄改革に取り組んでいた三塚博氏を

運輸大臣に任命することを約束すれば衆参同日選挙に賛

成するとの条件を受け入れたはずの中曽根首相は、同選

挙に大勝した後、その約束を反故にするだけでなく、清

和会から加藤六月氏を農林水産大臣に一本釣りしたこと

から、その年の生産者米価の据置という形で清和会の意

趣返しが行われたというもの（後藤康夫「2006」「1986年

産米価据え置きの舞台裏」『現代農政の証言　書いたこと

話したこと』農林統計協会239 ‐ 245頁）

24)…　判例・通説の「総有」概念のように個人の「持分」の

概念を否定することは現代資本主義社会においては多く

の人の理解を得ることは難しいが、だからといって「共有」

のようにいつでも分割請求ができるような持ち分ではそ

もそも意味がない。「現代総有」の概念は、「合有」のよ

うに団体的拘束によって分割請求のできない持ち分とい

う考えに近いともいえるが、むしろ川島武宜の整理する

「総有」概念における「持分」の考え（注7）を参考としつつ、

使用収益が認められるほか、財産の運用による利益の配

分の場合に持ち分の要素が反映することに加え、団体か

ら脱退するとしても分割請求はできないものの、利益の

配分の対象にはなるという考え方である。

25)…　こうした2階建ての権利関係の事例として、まちづく

りの観点からは、滋賀県長浜市の黒壁、香川県高松市の

丸亀商店街（福川裕一「長浜・高松丸亀・石巻から見た

現代的総有の試み」[2013]『市民と専門家が協働する成熟

社会に相応しい建築関連法制度の構築』ユニブック）、ま

た、村づくりの観点からは、長野県宮田村・飯島町の集

落による農地管理があげられる（金子、星野第Ⅲ章 ‐ 1

及び2、北原克宣[1994]「『営農センター方式』による地

域農業再編と農協の役割―長野県伊南農協の事例分析―」

北海道大学農経論叢）。

26）　原田純孝(中央大学教授)によれば、フランスでは、極

めて論理的かつ整合的に組み立てられた農地制度が存在
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しており、その体系は、①農地所有権に対する利用権の

優位の確立（借地経営の安定的発展を優遇するための農

事賃貸借特別法の一層の整備・強化）、②地価規制を伴っ

た農地所有権の自由の公的規制（先買権を持って農地取

引に介入するサフェール＝土地整備農村建設会社の創設

と活動）、③経営権の取得にかかる経営主体の資格・要件

の人的、物的両面での規制（所有権か賃借権かを問わず、

農地を経営する権利の取得を、経営主体のあり方・性格

と経営の規模・構造等を基準に許可制で制御する経営構

造コントロール）の3つから成り立っており、その外側に

都市と農村、市街地と農用地の土地利用のあり方を全国

土にわたって制御する都市計画規制の精緻な体系が存在

している（原田「2009a」）。

27）　まちづくりを徹底して地方分権化することの意味は、

「都市計画は、都市空間の形成と利用につき諸主体が多様

な要求を持つことを前提として、計画策定主体がその諸

要求の相互の間で一定の価値序列を選択・決定すること

を意味する」とした上で、「その計画と規制さらにはそれ

に基づく諸事業などが『公共的なもの』として人々に受

容されるためには、そこで選択・決定された価値序列（都

市形成の具体的かつ実体的な目標像）が、『公共性』に即

したものであると同時に、その中に都市形成の主体たる

べきものの、総意が適切に反映されていなければならな

い」とし、「計画の策定主体と策定手続きが死活的に重要

な意味を持つ」（原田[2001a]）という考えに基づくもの。
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