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はじめに
　日本は、明治維新以来、欧米列強からの独
立を維持するために富国強兵の国家を形づく
り、その実現のために殖産興業を追求してき
た。土地制度をはじめとする社会経済に関わ
る仕組みは、そうした国家目標とその手段に
よる達成を補完するものとして構築されてき
た。人口の増加、物価の上昇、経済の成長と
いういわば拡張期ともいうべき時代は、20
世紀から 21 世紀の転換点を経て、人口の減
少、物価の下落、経済の停滞といういわば収
縮期ともいうべき時代に入っている。収縮期
においては、それまで膨張を続けていた都市
部で空き家・空き地問題が深刻化し、農山村
では耕作放棄地や管理が放置された森林が大
量に発生するようになってきた。こうした現
象をもたらした要因の一つは、拡張期に構築
された土地制度が収縮期の諸条件に見合った
制度に改革されてこなかったことによるので
はないかというのが筆者の考えである。
　本稿は、日本社会の維持・発展にとって不
可欠な要素である土地の所有や利用に関する
制度のあり方と社会的・経済的状況の変化の
下で発生した問題について分析し、その解決
について、筆者の行政官としての経験も踏ま
えつつ、その方向と対応策を提示しようとす
るものである。

Ⅰ　日本における土地の所有・利用に関
する制度の沿革
1．日本の土地所有権の成立

　日本における土地所有に関する制度につい
ては、近世以降、年貢の領主への上納が「む
ら」を単位とする「村請制」となることを通
じて確立したと考えられる。すなわち、いわ
ゆる底土権は地主・本百姓が、上土権は耕作
者がそれぞれ所持するという「一地両主」の
関係が成立し、その土地利用の具体的なあり
ようは、各むらのルールに任されていた。む
らという自治的団体によって管理されていた
農地、林地、水利などの資源に対しては、む
らの構成員によって利用されるという「総有
（1）」関係が成立していたと考えられる。
　こうした総有関係を前提とする土地に関す
る制度は、明治維新によって、大きく変化す
ることになった。
　まず、「むらむらの地はもとよりすべて百
姓持ちの地足るべし」（明治元年太政官布告）
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年布告）とともに、
「土地の永代売買禁止」が解除（明治 5年布告）
された。こうした土地の私的所有権とその商
品化が確立された後、富国強兵という国家目
標が位置付けられ、それを達成する国策とし
て殖産興業が明確化された。その上でこれに

【研究論文】

日本における土地の所有・利用の制度のあり方
～日本社会の拡張期から収縮期における歴史的展開過程の一考察～

新潟食料農業大学教授　武　本　俊　彦



115日本における土地の所有・利用の制度のあり方

必要な財源を確保するため地租改正（明治 6
～ 14 年）が行われた。明治政府によって、
村請制は貢租負担者から徴収する地租へと改
正された。その結果、納税義務者を確定する
必要から、貢租義務者であった地主・本百姓
を土地所有者とし、実際に土地を耕作する小
作人の権利は現行民法の制定により、農地賃
借権という「債権」として位置付けられた。
　こうした一連の改革を通じ市場メカニズム
成立の前提条件として取引の安定性を担保す
る抽象性、観念性を特徴とする近代的所有権
が確立した。すなわち、「近代私法における
所有権は、所有権が現実の支配事実を離れて
独立に所有権という権原に基づいて保護され
るということ、しかもその保護は特定人に対
する対人関係としてではなく、天下万民に対
して与えられる（2）」ということである。言
い換えると「所有権の対象は交換を前提に生
産される商品の中に潜む価値という実体」で
あるから、「商品価値の抽象的性格が、物に
対する事実上の支配と切り離された、所有権
の抽象的性格を規定する（3）」ことになった
のである。

2．土地の所有・利用を規制する根拠

　市民革命により市民の自由や財産の不可侵
などの権利が保障されるようになり、産業革
命を通じて市場経済が確立すると、市場で取
引されるすべての財は需要と供給により成立
された価格で取引されれば、効率的な資源配
分が実現するとの考え方が成立することに
なった。こうした考え方（所有権の観念性、
抽象性を前提に市場メカニズムが成立するこ
と）から、政府の介入は望ましくないとする

考え（夜警国家論）が主張されるようになる。
　しかし、一般の財とは異なって、土地は本
源的生産要素（4）であること、また、外部性（5）

を有する財であることから、市場メカニズム
では資源の最適配分ができないとする考え方
が登場する。そのことから、政府の介入によ
り適正な利用を確保することが正当化される
ようになる（福祉国家論）。
　こうした考え方が土地利用を規制する根拠
となるのである。

（1）憲法第 29 条の財産権、民法第 206 条の

所有権における規制の根拠

　所有権とは、「法令の制限内において、自
由にその所有物の使用、収益及び処分する権
利」（民法第 206 条）とされ、また、「財産権
は、これを侵してはならない」（憲法第 29 条
第 1項）とされている。
　所有権については、封建時代から近代市民
社会が成立することによって「所有権の絶対
性」が認められることになったとの主張が存
在する。しかし、この意味するところは、フ
ランス革命などを通じて、封建的な負担から
解放され、土地を直接使用し、そこで生活し
ている人々に、全面的な（近代的な）所有権
を与えたことをさしているものであり、一種
の「歴史的スローガン」である。したがって、
そこでいう「所有権の絶対性」とは、封建的
な負担から自由だという意味であって、およ
そあらゆる拘束から自由な所有権を認めたも
のではない。
　憲法第 29 条第 2 項の「公共の福祉に適合
するやうに法律でこれを定める」こととされ
ているのもそうした考えを反映したもので



116

あって、その制限の具体的表現として、民法
第 206 条は、所有権の権能に「法令の制限内」
という限定を付しているのである（6）。
　そのように考えると、「土地所有権＝財産
権の内容」は、「公共の福祉に適合するやう
に法律でこれを定める」こととされているの
で、「法令（=法律）」によって「所有権」の
内容にどこまで制約をかけることが可能であ
るかという問題になる。
　「公共の福祉」による制約の内容としては、
権利の公平な保障を目的とする自由国家的公
共の福祉（内在的制約）と人間的な生存の確
保を目的とする社会国家的公共の福祉（政策
的制約）の両方を含むとされている。
　前者に相当する消極的規制としては、他者
の生命・健康に対する危険、災害防止のため
の警察規制、隣地間の権利調整に関する相隣
関係上の規制があたり、行政法理論では「警
察規制」と呼ばれるものが相当する。
　また、後者に相当する積極的規制としては、
農地法に基づく権利移転の制限、都市計画法
に基づく土地利用規制、自然環境保全法・自
然公園法による環境保全のための規制、文化
財保護法による文化財保護のための規制など
があたり、行政法理論では「公用制限」（7）

と呼ばれている。
　以上の概念を前提に法律による所有権の制
約について考えると、主権者である国民から
直接選挙で選ばれた代表者により構成される
国会は、国権の最高機関とされ唯一の立法機
関とされていることから、違憲でない限りあ
らゆる内容の法律を制定できること、すなわ
ち明示的に違憲（例えば、その制約が憲法第
29 条第 3項に該当する事案にもかかわらず、

何ら正当な補償を行っていない）の場合を除
き、立法化が可能と考えられる。
　後述のとおり、日本の都市計画制度は、欧
米に比べると、建築自由の原則に立脚し例外
として規制を加えることとしていることか
ら、その規制内容も必要最小限の規制となっ
ている。その理由として、土地所有権は「日
本独特の強い権利である」ことをあげている
が、天皇主権を規定する明治憲法下であるの
ならいざ知らず、国民主権を基本とする現行
憲法から導かれる当然の制約ではない。それ
は、例えば都市計画法を所管する行政部局が
立法政策として判断した結果であって、欧米
型の規制のあり方を選択することも憲法は許
容していると考えられる。

（2）都市法制における規制の考え方

　都市づくりを推進するための政策と土地法
制を含む関連諸制度を包含した都市法制にお
いては、都市が拡大する「都市化社会」から、
成熟した「都市型社会」へ移行し、さらに急
速に進む人口減少を背景に、都市が収縮ない
し後退せざるを得ない「縮退型」へと変化し
ていることを踏まえて、各般の修正等が行わ
れてきたとされている。
　しかし、あるべき都市法（8）の観点から評
価すれば、現行の土地の所有・利用に関する
制度のあり方については、従前と同様、市場
メカニズムに立脚し、例外的に必要最小限の
規制を加えるとの考え方に変化は見られな
い。その考え方の概要（9）は以下のとおりで
ある。
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ⅰ）必要最小限原則

　必要最小限原則とは、土地所有権者に対し
て規制を賦課する場合は、公共の利益に対す
ることのみが許されるという考え方で、規制
の対象面ないし目的面のいずれの場合でも、
必要最小限の規制しか制度化されてこなかっ
た。例えば都市計画法の適用対象は都市計画
区域内に限定され、それ以外の界域では別の
立法による規制の可能性はあるとしても、原
則としては規制が及ばない。また、都市計画
区域内の規制も必要最小限に限定されるとす
る。
　こうした考え方に対しては、憲法学の立場
からは「社会国家的公共の福祉」による制限
が当然に認められるし、あるいは民法学の立
場からは民法第 206 条においても「法令の制
限内」という規定があり所有権規制の可能性
が規定されているとして、必要最小限原則に
対する異論（10）を示している。
　また、都市計画学者からも、必要最小限原
則の考えに対する批判的意見（11）があがって
いる。すなわち、都市計画制度は、2000 年
代の過度な規制緩和と相まって、市街化区域
内の既成住宅地の空洞化を放置する一方で、
市街化調整区域で宅地化等のスプロール化を
招くこととなった。こうした問題があるにも
かかわらず、都市計画制度の抜本的見直しに
ついて検討することなく、人口減少社会に対
応するための「コンパクトシティ構想」を実
現する装置として、2014 年の都市再生特別
措置法の改正により「立地適正化計画」を導
入した。この仕組みも、市街化区域内におい
て「都市に必要な施設」を誘導しようとする
計画ではあるものの、他方で規制緩和をして

スプロール化が進んでいる市街化調整区域内
では開発抑制する必要があるにもかかわら
ず、この点をセットにした制度改正が行われ
ていない点が問題とされている。

ⅱ）供用義務論

　供用義務論とは、1980 年代のバブル経済
期に国土利用計画法の主管官庁である国土庁
から提示された考えで、「土地所有権は、本来、
利用を保障することを主たる目的とするもの
であることから、単に土地所有者による土地
の利用義務だけではなく、自分で利用できな
い場合には、他人の利用に供するという義務
があり、この点まで含めた『土地所有権者の
供用義務』という土地所有権の内在的制約を
考えるべき」という主張である。
　土地所有者に土地の利用義務があるとする
根拠を、憲法第 29 条第 2 項から直接導くと
いう考え方には疑問なしとしないが、立法政
策として供用義務を賦課することは可能では
ないかと考える。いずれにしても、供用義務
論に対しては、地価の高騰局面から高度な利
用（例えば高層の集合住宅を建設することな
ど）を図るべきとして、低層住宅として利用
している場合「不十分な土地利用」と評価す
るなど、地域住民の土地所有権を制約・否定
する原理として働く可能性があることから問
題視されてきた。しかし、土地の過少利用、
地価下落局面における土地利用のあり方を新
たに構築する観点からは、供用義務論を活用
する余地が出てきたのではないかと考えられ
る（12）。

　なお、収縮期における都市が縮退型へ転換
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し、土地に対する過剰利用が過少利用へ変化
することに伴って、市場メカニズムによって
は対応できない状況が明らかとなった。こう
した状況下で「まちづくり（都市計画のマス
タープラン）」は、単なる「利用規制」のツー
ルではなく、長期間を展望した「土地利用の
マネジメント」としての機能をもたせるべき
ではないか、「住宅政策（住宅困窮者対策）、
都市政策（空き地の公共的活用）、環境政策（景
観の創出）」との関連付けについて、ボトム
アップ型の公益性調達の仕組みに変換すべき
ではないかといった論点を検討すべきとの考
え（13）もある。
　また、収縮期における都市空間のあり方に
ついては、「コンパクトシティ」のように一
つの方向に限るのではなく、アト・ランダム
に穴が空くように「スポンジ化」が起こる都
市空間を、例えば農業、工業、商業のような
3つの産業と住宅による空間の使い方の相互
調整によって解決しようとする考え方（14）も
都市計画学者から提示されている。

3．現在の日本における土地利用制度の特徴

　日本における土地の所有・利用に関する制
度は、憲法や民法など関連する法律によって
規定されているが、そのあり方は次のような
性格を有している。

（1）中央集権的な仕組みないし性格

　第一に、欧米における土地利用制度は、補
完性の原則に則り、その運用の権限は、基礎
自治体に帰属するとされているのに対し、日
本では、中央政府による自治体への関与が強
い、中央集権的な仕組みないし性格を現在も

色濃く持っていることである。明治時代の「富
国強兵・殖産興業」路線は、中国や米国など
との無謀な戦争を反省し現行憲法において
「戦争放棄」を誓い「強兵」路線が放棄された。
しかし、「富国」路線は、引き続き戦後復興
から「高度経済成長」時代以後も国家目標と
して位置付けられ、その実現のために中央政
府による経済成長・開発主義の政策がとられ
ている。所得倍増計画、全国総合開発計画、
日本列島改造論などは、まさに「中央集権的
開発路線（現代版の「殖産興業」）」と呼ぶこ
とができる。そして、これを制度的に補完し
ていたのが明治憲法時代以来存在していた
「機関委任事務制度（15）」であった。これは、
地方分権改革によって 2000 年に廃止された
ことは事実である。しかし、補助金制度に加
え、機関委任事務制度下で機能していた国の
法令の解釈運用に関する地方自治体への指示
命令が国の「技術的助言」に変わったとはいっ
ても、それらの仕組みによって実態上、国と
地方の上下関係は続いていると考えられる。
　こうした統治機構と親和性の高い経済シス
テムが大量生産・大量消費を前提とする「重
厚長大型産業」システム（＝「集中・メイン
フレーム型」システム）であった。このシス
テムは、人口が増加するとともに国民の価値
観がおおむね「豊かになりたい」などの一つ
の方向に収束し、物価も緩やかに上昇基調を
たどるような経済成長を前提とする場合には
機能する。しかし、このシステムは、国民の
価値観が多様化し、特にバブル経済崩壊以降、
人口減少、物価の下落、経済の停滞という社
会的・経済的な構造変化を踏まえると、機能
不全に陥っていると考えられる。そのことに
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加え、日本社会は、阪神淡路大震災、東日本
大震災をはじめとする大地震の多発、O157
や鳥インフルエンザなどの感染症の発生、地
球温暖化による大型台風の発生など、激甚な
災害に見舞われるようになったことから「リ
スク社会化」したと考えられる。
　以上のような変化を踏まえると「集中・メ
インフレーム型」システムを見直すべきであ
り、特にインターネットシステムの普及等を
考えると、「地域分散・ネットワーク型」シ
ステムへの転換（16）が求められていると考え
られる。そのシステムのメルクマールは、自
治・分権を基本とするネットワーク型の社会
を形成することであり、ボトムアップ型の民
主主義社会を形成することである。

（2）「開発自由、例外規制」の理念

　第二は、欧米の土地利用制度においては、
土地及び空間はその利用のあり方がその地域
の構成員に影響を及ぼすものであることにか
んがみ、私的所有権に対して公共の福祉が優
先するとの観点から「計画なければ開発なし」
が原則とされていることである。それに対し
て、日本の制度では「財産権の不可侵」「所
有権の絶対性」を理由に、「開発自由、例外
規制」の理念に立脚していることである。そ
の背景には、市場原理を通じた所得の確保を
基本とする考え方がある。すなわち、各個人
の所得の確保は、政府が主導して経済成長を
実現するので、その成長の果実は、市場にお
ける競争を通じて、国民各層に均霑（トリク
ルダウン）され、豊かな生活が実現されるは
ずであるという考え方である。これは、所得
再分配を実現する社会保障政策においても、

例外的に政府の施策（公助）はあるものの、
基本的に個人ないし家族による自助（働かざ
るもの食うべからず）を基本とする考え方に
立脚しているのである。その結果、土地の利
用開発制度の基本的考え方は、私的財産（特
に土地）の不可侵が当然の前提とされ、土地
の使用・収益・処分は、原則所有者の自由で
あり、公共性の観点から規制をかけるとして
も、それは例外的措置（＝必要最小限規制）
に限定されるという考え方をとることにな
る。こうした考え方からは、前述した土地の
特性から生じる「外部性」や「本源的生産要
素」についての認識がなく、したがって、市
場メカニズムに任せれば、最適な状況が実現
されるという結論が導き出されるのである。

（3）縦割り型規制制度

　第三は、縦割り型規制制度である。
　明治憲法は、天皇主権の下で国政を担う機
関が徳川幕府のような存在にならないよう、
三権分立制をとり、とりわけ行政府の権力が
強大にならないよう、天皇に対して国務大臣
の単独輔弼制をとることにした。そのことに
加え、内閣制度は憲法上位置づけず、内閣官
制で規定された内閣における総理大臣の地位
は「同輩中の首席」と他の国務大臣と同等の
ものとされ、閣議は全会一致の原則とするこ
とに示されるようにその権限は甚だ弱いもの
（逆に言えば、各省の独立性が高い）とされた。
とりわけ、「統帥権」を内閣の権限外とした
ことで軍部による独走を招いた。こうした統
治機構上の問題を解決するために、現行憲法
は行政権が内閣に帰属し、その内閣は国権の
最高機関である国会の信認を前提に連帯して
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責任を負う議院内閣制を位置付けている。そ
の上で、内閣総理大臣の地位及び権限につい
て、国務大臣の罷免権、内閣の首長たる地位、
行政各部の指揮監督権を憲法上明記してい
る。以上のことから、内閣総理大臣は強力な
指導権を持っているといえる。しかし、内閣
法には戦前の権力分立的な行政権と弱い首相
を制度的に担保しようとする意図が盛り込ま
れている（17）とされ、その結果、分立的な運
用＝縦割り型行政が存続することになったと
考えられる。そのことに加え、頻繁な内閣改
造が行われることにより、官僚内閣制、大臣
の各省代表制、政府与党の二元代表制によっ
て運営されていることも、縦割り型規制制度
の存続を補完したと考えられる。

　以上の三つが日本の土地利用制度の特徴で
ある。

Ⅱ．拡張期から収縮期への転換が土地の
所有・利用に関する制度に及ぼした影響
　本稿においては、戦後の日本社会について
人口、経済などの動向から拡張期と収縮期の
二つに分け（18）、その歴史的展開過程を踏ま
えつつ、本稿の主題である土地の所有・利用
に関する制度のあり方にどのような影響を与
えたのかを考える。
　まず、拡張期とは、人口増加、物価の上昇
（＝土地価格の上昇）、経済の成長を通じて、
土地に対する都市的需要が旺盛な時代であ
る。また、収縮期とは、人口の急激な減少（19）、
物価の停滞（下落）（＝土地価格の停滞（下
落））、したがって、地価の上昇が期待できな
いという意味で所有するメリットがなくなる

時代である。土地の「負動産化」と呼ばれた
り、空き家、空き地、耕作放棄、管理放置森
林が広汎に存在し、あるいはそうした事態が
危惧される状態のことである。
　拡張期から収縮期への転換の時期とは、バ
ブル経済の崩壊、デフレ経済への突入、人口
減少（特に生産年齢人口の減少）への転換等
をメルクマールとすると、1990 年代（要す
れば、1995 年前後）ではないかと考えられる。
筆者がその当時農林水産省構造改善局地域計
画課長として農地制度の運用に関与していた
時期は、まさにその『転換点』に当たってい
る。

1．高度成長期（1955 ～ 1973 年）

　拡張期に当たる高度成長期においては、都
市的土地需要の増加に伴って、相対的に安価
な「農地」（それも市街化区域以外に所在す
るもの）に対して宅地、工場用地、公共事業
用地などへ転用する開発圧力が集中した。
　その背景には、農地制度と都市計画制度の
間に、農地を非農地化した場合の「シームレ
スな規制」が存在していなかったことによる
ものである。
　すなわち、優良農地を保全するために導入
されている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がその趣旨
に沿って運営されるとともに、転用後の土地
に対する規制が機能することにより、農地へ
の転用圧力が防止される必要があるというこ
とである。言い換えると、二つの規制の理念
が共通であり、両制度の間に規制の欠缺がな
い（＝シームレス）ことが必要である。要す
るに、優良農地を保全するための転用規制の
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下で、米過剰には水田に米以外の作物への転
作で対応することとなっていたにもかかわら
ず、「水田は余っている」「農民の所得確保に
つながる」といった理由から積極的に転用を
認めていくとの運用がとられていた。こうし
た運用は、転用規制という「公共目的」を「私
的所有」の論理でひっくり返すことにもなり、
農地制度そのものの正当性を著しく毀損する
ことになりかねなかったのである。
　また、都市法制においてもすべての「転用
後の土地」についてその計画的利用を担保す
るためには、一定の公的コントロールの下に
置く必要がある。しかし、日本の都市計画制
度は、基本的に都市計画区域内だけを対象と
するもの（原則「自由」例外「規制」）であり、
需要に応じて供給することを是とする「市場
原理主義」に立脚していたことに加え、優良
農地は平坦な土地で開発に適していたことも
あって、農地への開発需要の見込みがあれば
それに応じて供給を認めていくとの考えを
とっていたのである。
　いずれにしても、土地利用制度を一元化す
るか、土地の用途に応じて分立した土地利用
制度とするのであれば、制度間の理念とその
手段の共通化が必要であったといえよう。

2．変動相場制から規制緩和・民活路線（1973

～ 1990 年）（バブル経済）

　高度経済成長から安定経済成長へと移行
し、欧米先進国へのキャッチアップ過程が終
了した 1980 年代に登場した中曽根政権下で
は、行革・民活（規制緩和）路線がとられた。
農地への開発圧力は引き続き強まることは
あっても弱まることはなかった。

　その背景には、1985 年のプラザ合意に伴
う急激な円高により、国内工場の海外立地＝
国内製造業の空洞化を招く一方で、農産物・
食料品の大幅な内外価格差がもたらされたこ
とがあげられる。また、景気刺激政策として
とられた金利引下げは、バブル経済（株式・
土地の高騰）をもたらした。そうした状況に
おいて、農業部門は、コメの減反政策の一方
で、農産物輸入の拡大が求められ、さらに、
景気対策の観点からも、農地転用規制の緩和
が求められたのである。

3．バブル崩壊以降の経済停滞期（1990 年代

以降）

　1990 年代初頭のバブル崩壊に伴い、株価・
地価の急激な下落が起こり、土地担保主義を
取っていた金融機関に大量の不良債権が発生
した。しかし、地価の上昇が起こるとの期待
感から不良債権の機動的な処理を先送りした
こともあって、金融危機がもたらされた（山
一證券の自主廃業など）。また、バブル崩壊
に伴う景気後退に対して当初は減税と公共事
業の拡大という従来型の景気対策がとられた
ものの、その効果が見られず財政が急速に悪
化することになった。その結果、とるべき対
策は、後述の通り、土地利用規制の緩和によ
る住宅建設促進を通じた景気対策とならざる
を得なくなったのである。
　なお、経済がそれまでの成長路線に復帰で
きないのは労働市場の硬直性（終身雇用、年
功賃金制など）にあるとの主張が登場し、そ
れを踏まえて経済の効率化の観点から、終身
雇用・年功賃金制度の見直し、労働保護制度
の弾力化が強力に進められた。その結果、そ
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れまでの正規労働中心の態勢から非正規労働
への転換が急速に進展するとともに、賃金総
額が減少傾向をたどるようになり、2000 年
代には経済のデフレ化が進行することになっ
た。
　いずれにしても、このような政策は、経済
の成長を前提に、その果実は市場メカニズム
を通じて各自が努力すれば均霑されるとの考
えに立脚して行われていたものであったが、
この当時とられた改革は、その前提条件を崩
壊させることになったのである。

4．収縮期の土地をめぐる問題

　欧米先進国へのキャッチアップ過程で機能
していた政と官との関係（官僚内閣制、大臣
の各省代表制、政府与党二元代表制）は、
1980 年代からはじまっていた経済の構造的
変化や特に 90 年代に頻発する官僚のスキャ
ンダル等によって、機動的かつ効果的に政策
を展開することができなくなっていた。この
ため、行政改革、規制改革、地方分権改革、
政治改革、公務員制度改革などが行われ、
2010 年代には、制度として、政治主導の統
治機構ができあがった。
　一方で、90 年代後半からのデフレ経済に
加え、2000 年代には人口減少社会に突入す
ると、都市部での空き家・空き地問題、農山
村における耕作放棄地・山林の管理放置が大
きくクローズアップされるようになってき
た。
　したがって、人口増加を前提に開発圧力の
強い状況下で、土地所有権の「絶対性」の観
念を基本に、最小限度の規制を前提とする土
地の所有・利用に関する規制制度は、空き地・

空き家・耕作放棄地等を発生させていなかっ
たという意味で一定の効果を発揮していたも
のの、人口減少など今後の状況においては「機
能不全」となり、空き地・空き家・耕作放棄
を発生せざるを得ない状況に陥ったといえよ
う。言い換えると、前述の通り、経済社会の
実態が、重厚長大型の大量生産・大量消費を
前提とする「集中・メインフレーム型」シス
テムは、リスク社会化した状況においては、
「地域分散・ネットワーク型」システムへの
転換が求められているのであり、そのことに
加え、日本の土地利用制度の三つの特徴が変
わらなければ、前述の課題を解決することは
困難だということである。

Ⅲ．拡張期から収縮期への転換点におけ
る武本が処理した課題
　1996年の 7月から 98年 7月までの 2年間、
地域計画課長となった武本に与えられた任務
は、短期的テーマとして、最終局面を迎えつ
つあった「機関委任事務の廃止」に対応して
農地制度をどのように改革していくのかとい
う課題に対処することであった。また、中期
的テーマとして、新しい基本法（食料・農業・
農村基本法）が検討されている中で、国土庁
から農林水産省に移管されることになった
「農村の振興」という新たな事務を包摂した
農地制度のあり方を検討することであった。
　しかし、地域計画課長に就任すると思いも
かけないことが待っていたのである。

1．「農村の振興」が農林水産省の事務とな

ることの意味

　農林水産省は、産業としての「農業」の振
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興と農業が展開する「農村」の振興に関する
政策・予算を執行していた。しかし、所管す
る事務としては、「農業の振興」は担当して
いたものの、「農村の振興」は農林水産省設
置法上規定されていなかった。その点は、農
林水産省が経済官庁ではあるものの地域政策
官庁ではなかったからである。そのことに加
え、農村地域の住民が主として農民で占めら
れその主たる産業が農業である時代には、農
業の振興は農民の生活水準の向上に直結し、
農村地域の発展も実現できたのであり、農業
の振興に着目すれば済んでいたともいえたの
である。
　しかし、高度経済成長等を通じて農村型社
会の日本が都市型社会へと変貌する中で、農
村地域が農業をはじめとする多様な職業に従
事する住民によって構成（混住社会化）され
るようになると、農業の振興だけでは必ずし
も農村の振興が確保できなくなってきた。そ
れだけではなく、農村地域が多様な住民の居
住する場となってくると、農業の振興を図る
ためには農村における農業的土地利用と非農
業的土地利用との整序化とともに地域の産業
振興を通じて地域住民の定住化を図り、それ
により農業の効率性・収益性の増大を確保し
ていくことが重要な政策課題となってきたの
である。
　そうした中で、中央省庁再編の検討過程に
おいて、建設省に吸収されることとなってい
た国土庁の持っている「農村の振興」という
事務が農林水産省に移管されることになった
のである。法的事務として「農村の振興」を
所管することは、政府部内において農林水産
省が地域政策のあり方を主張することが可能

となることであった。
　当時の農林水産省は、農業の振興にとって
重要な基盤である農地を非農地化することを
切り口に、農地と非農地との利用の整序化を
確保する「農村計画制度」ができないかとい
う問題意識を持っていた。「農村の振興」を
所管することは、その制度化の可能性が出て
きたことを意味するのである。そうしたこと
を背景に、相当規模の農用地があって、今後
とも農業振興を図るべき「農村地域」を対象
に農業と非農業の計画的な土地利用を図り、
農業振興に資する施設とともに、定住条件（就
業機会、生活環境等）の整備を図ることがで
きるようにする「農村計画制度」の検討を行っ
ていた。その具体的な仕組みは、転用後の土
地利用が農村計画に沿っているかどうかに応
じて農地転用の許可を判断するものであっ
た。しかし、こうした仕組みは、優れて都市
計画制度の考え方と重なってくるので、立法
化することは、農林水産省が「農村の振興」
という事務を所管していたとしても都市計画
制度を所管していない以上、単独で行うこと
は極めて困難と考えられた。そこで、都市計
画制度と農地制度とのハイブリッドの制度を
共管の制度として仕組めないかと考えるよう
になった。非農地の開発規制権限と農用地区
域からの農地の除外・編入の権限及び農地転
用許可の権限をそれぞれ共管という形で制度
を構築するという考えである。
　こうした考え方は、縦割り行政を極力排除
するという中央省庁再編の考え方に沿うもの
で、いわば「大義名分」があり、その当時検
討中の「食料・農業・農村基本法」における
農業政策と農村政策を車の両輪とする制度の
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現実化にとって「千載一遇のチャンス」でも
あった。
　しかしながら、「農村計画制度」は実現し
なかった。それは、農地制度を共管とするこ
とに対して省内のコンセンサスが得られな
かったからである。農地行政の担当部門が専
管の制度を共管とすることに対して反対で
あったことに加え、事業部門が農業・農村整
備事業予算も共管の扱いとなるのではないか
との危惧の念から強い反対があったためであ
る。その結果、省外に打って出ることはなかっ
たのであり、農村地域政策の縦割りは現在で
も続いているのである（20）。

2．機関委任事務の廃止に適合した農地制度

改革

　農地制度は、機関委任事務を前提に、農用
地区域の編入、除外の基準、農地転用許可の
基準を通達において規定し、通達という内部
のルールによる縛りによって運用されてい
た。その機関委任事務自体を廃止する方向性
は 1996 年 3 月の地方分権推進委員会中間報
告で示されていたことから、地方分権推進委
員会から政府に対して、早晩その方向で具体
的内容の勧告がなされる状況にあった。
　仮にそうなった場合、通達での縛りが維持
できなくなることに加え、その当時は「減反
をしているのだからどうせ農地は余っており
規制緩和をしても差し支えない」との風潮も
ある中で、優良農地を確保する観点から農地
制度をどのように改革したらよいのかという
問題があった。開発志向の強い首長が多い中
で、国の通達による縛りが外れれば土地利用
規制が緩和され、土地のスプロール的かい廃

が進み、優良農地の転用が起きるのではない
かという懸念（21）があったのである。
　しかし、機関委任事務の廃止は、国と地方
の関係を「上下・主従」の関係から「対等・
協力」の関係に変えることであり、当然に規
制緩和の概念が含まれるわけではなかった。
むしろ通達に規定していた条件を法令に規定
することができれば、その改正手続きはより
透明性が高くなり、慎重な議論が行える可能
性があるのである。その意味で、制度の安定
性は高まる可能性があるともいえるのであ
る。
　分権推進委員会委員と農林水産省幹部との
直接交渉（「ひざ詰め談判」）を通じて、優良
農地の保全の必要性を理解してもらった結
果、その当時の農振制度にはなかった「国に
よる農用地等の確保に関する基本指針」の策
定が法定化され、同意付き事前協議制が確保
された。それを前提に、最終的に農地法は法
定受託事務（22）とすることを条件に農振制度
は自治事務（23）とすることを受け入れた。新
たな農地制度は、機関委任事務を前提とした
制度と比較して、優良農地の保全という面か
らはそん色のないものであると考えている。

3．米国商業資本による大規模な複合的商業

施設建設への対応

　1996 年 12 月に出された地方分権第一次勧
告を踏まえた検討を開始した直後に、農地制
度を大きく揺るがす事件がもたらされた。
1997年 1月 31日付の日本経済新聞の記事で、
米国のアリメカン・モールズ・インターナショ
ナル（AMI）が、茨城県守谷町（2002 年か
ら守谷市）に大型ショッピングセンターを建
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設する計画をもっており、地元守谷町の町長
はAMI に対して地権者の最低半数の仮同意
を前提に事前協議に入る旨を表明したと報じ
るものであった。
　この問題は建設予定地が、当時、農林水産
省の補助金で土地改良事業を実施中の優良農
地であって、農地制度上、商業施設への転用
が認められないものであったことである。そ
こで、商業施設への優良農地の転用は農地制
度上認められない旨の見解を明らかにし、茨
城県、守谷町、事業者（AMI）に説明を行っ
た。しかし、事業者の活動が止まる気配がな
かったので、3 月 24 日に農林水産省農政ク
ラブにおいて本案件に対する農林水産省のス
タンス（商業施設用地として優良農用地を転
用することは認めない）を明確に示すことと
した。当初メディアは、要すれば米国資本の
「トイザらス」が 1991 年 12 月に大規模小売
店舗法に風穴をあけて日本進出を果たしたよ
うに、AMI の外圧に、農林水産省は最終的
には負けて農地転用を認めることになるに違
いないというものであった（24）。
　しかし、このような政府の姿勢を対外的に
明確にしたことは、「農林水産省が農地制度
を堅持し、譲歩することはない」との一種の
退路を断ったことを意味するものであった。
このことが理解されると、メディアをはじめ
とする各方面から、優良農地を保全すべきで
あり理不尽な圧力には毅然と対抗すべきとの
意見が寄せられるとともに、農林水産省の姿
勢を評価し様々な情報がもたらされることに
なった。こうした姿勢が、メディアを通じて
地元住民等に情報提供されたことも一因と
なって、騒音や環境悪化の恐れから大規模施

設への反対運動が起こり、それが地元町議会
における反対決議につながり、最終的に計画
は頓挫することになったのである。
　本件の教訓は、仮に開発志向の強い首長が
いても、多様な地域住民の意向が反映される
仕組みが整えば、開発計画に関する情報が公
開されることを通じて住民の知るところとな
り、住民の意見が反映できることを通じて合
理的な土地利用が担保される可能性があると
いう点であろう。

4．金融危機直前の経済対策（25）に盛り込も

うとされた農地転用促進策の結末

　山一証券の自主廃業をはじめとする金融危
機直前の時期に、巨額の財政赤字を抱えてい
た政府がとるべき景気対策は、規制緩和を中
心とするものであった。その具体的中身は、
土地取引の活性化の観点から「商業地域の容
積率の緩和」に加え、コメの消費減少と減反
を背景にどうせ農地は余っているとの考えか
ら、宅地などへの転用が容易にできるように
する「農地転用の円滑化」が含まれていた。
　こうした対策は、97 年 4 月の消費税率 5％
への引き上げ、医療保険制度改革などによっ
て、97 年度には 9 兆円の国民負担増が生じ
たことで、需要の冷え込んでいるときに土地
の供給を増やす対策を打っても効果が薄い
（26）というのが不動産関係者の見方であった。
そもそも家計や企業に購買力がなければ住宅
建設の実需がわいてくるわけではないし住宅
建設の実需がなければ景気回復につながらな
いのである。
　最終的に盛り込まれた対策は、安価な土地
が豊富に存在しているものの住宅建設が抑制
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されていた市街化調整区域において、農地転
用規制を緩和して住宅建設を促進しようとす
るものであった。
　土地利用制度を所管するサイドからすれ
ば、極めて筋が悪く経済効果も定かではない
取組であった。その背景には、供給があれば
需要は自然と湧き上がるという「セ－の法則」
に立脚し、需要に応じた供給があれば望まし
い土地利用が実現し、経済は成長するとの神
話に根差すものであった。こうした考えにど
のように対応していくかという問題である
（27）。
　経済対策において盛り込まれた「農地転用
促進策」について、そもそも市街地化を抑制
するための「市街化調整区域」内で住宅建設
を認めることはいわば制度の否定ともいえる
ものであり、そうした中で都市計画サイドは
住宅建設を認めるために特別の「地区計画」
を法改正によって導入することを検討してい
た。その検討の一環として、その地区計画の
導入には農地制度上の転用促進に関する法改
正という農林水産省の対応もあわせて必要と
主張していた。一方、農地制度については、
その当時すでに通達による「農村活性化構想」
というものがあって、市町村が一定の区域に
限って「活性化構想」を策定し、都道府県又
は地方農政局との協議が調えば、農地転用が
可能になるという仕組みであった。したがっ
て、農地制度に関しては新たに法制度を改正
する必要がないことから、その時点の制度の
運用改善で対応することを主張した。
　都市計画サイドの主張にもかかわらず、農
林水産省の主張のラインで政府内の調整が図
られた。これが可能であったのは、第一に中

央集権的行政とはいいながら、内閣が前述の
通り分立的で、現在のように内閣官房が強い
権限（「重要政策の企画立案権」）を持ってい
るわけではなく、そもそも農地転用許可権限
は農林水産大臣の専管事項であり、農林水産
省の主張を無視するわけにはいかなかったか
らである。その意味で、開発圧力が旺盛な成
長期には、制度が縦割りであることが優良農
地の保全にとって一定程度効果的であったと
いえよう。第二に、当時においても、経済の
動向（極めて低成長）や人口の動態（1995
年には生産年齢人口がピークアウトし、早晩
総人口も減少過程に入る可能性があった）か
らして土地に対する開発圧力は相当に減少し
ていくことが見込まれる状況にあった。仮に
土地市場への供給を増やせば地価の下落に歯
止めがかからなくなり、結果的に金融機関の
抱える膨大な不良債権を増加させることにな
り、景気回復をむしろ遅らせることになるお
それがあった。こうした説明を、農林水産省
から繰り返し行い、政府の中枢にその点が理
解された結果として、最終的に農林水産省の
主張（運用改善）が了承されたのである。
　なお、このような農地転用をめぐる利害関
係者の一連の動きを通じて、次のような教訓
が得られたといえよう。すなわち土地への開
発意欲に対抗して優良農地を保全するととも
に土地の計画的利用を確保するためには、農
地制度と都市計画制度における開発規制の理
念、運用のあり方に整合性が取れているとと
もに、農地を非農地化しても計画的な利用規
制が適用されるという意味で、全ての土地を
対象とする「シームレス」な制度とする必要
があるということである。
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　また、今日のような人口減少社会になると
そもそも土地利用が過少な状態になり、前述
の通り空き地の発生もアト・ランダムに「ス
ポンジ状」に発生することになる。こうした
土地利用の状態を事前に予測し、土地利用を
集約した利用計画を作成することはほとんど
不可能である。したがって、土地利用計画は、
「暫定的な利用」を示すものとして作成し、
現実に空き地等が発生した段階でそれらの土
地を、例えば「緑地」として指定するととも
に、固定資産税等を財源に公的管理の下で「保
留」し、一定の利用集約が可能になる段階で
具体的な利用計画を確定し、民間事業者を含
めた主体による開発行為を認めていくといっ
た方法を検討する必要が出てこよう。そのた
め計画は長い時間軸で対応することを前提す
ることになる（28）。
　こうした事態の発生は、人口の減少高齢化
が急速に進行し、世帯人員の小規模化が避け
られない状況にあることから、極めて高い蓋
然性がある。すなわち、所有者不明の土地や
店舗など、経済的に損失をもたらすだけで地
域との絆を解消することにメリットがあると
考える人にとって、利用したくもない「負動
産」の大量発生に対処する方策が求められて
いるのである。
　その場合、所有者不明の土地の公的管理に
ついては、地域社会全体でその資産のマネジ
メントを行うこととし、その具体的なあり方
（費用負担と利益の共有の方法を含む）は、
地域住民の意向に沿いつつ、将来世代を含む
長い時間軸をとった土地利用計画を策定する
仕組みが考えられる。こうした仕組みに類似
したものとしては、総有やコモンズといった

歴史的事例を始め、現代でも各地に種々の事
例もあることに留意すべきである。こうした
事例も参考にしつつ新たな仕組みを検討する
ことは、その仕組みが自治の精神の醸成に役
立つだけではなく、費用便益の観点から無駄
を排除した利用が期待できるのではないかと
考えられるからである。

Ⅳ．今後（収縮期）の土地の所有・利用
に関する制度のあり方
　今後の土地利用制度のあり方は、「Ⅱ．拡
張期から収縮期への転換が土地の所有・利用
に関する制度に及ぼした影響」及び「Ⅲ．拡
張期から収縮期への転換点における武本が処
理した課題」を踏まえると、「Ⅰ　日本にお
ける土地の所有・利用に関する制度の沿革」
に掲げた「現行土地利用制度の三つの特徴」
を見直していくことが基本的な方向になって
くる。それを前提にすれば、具体的には次の
方向で検討すべきではないだろうか。
　すなわち、土地に対する過少利用時代には、
単なる規制緩和では土地の有効利用を確保す
ることができず、局所的に発生する土地の都
市的需要に対応するために規制緩和を行え
ば、その周辺にある「空き地」等の未利用地
が放置されたまま優良な農地がかい廃される
ことになる可能性がある。したがって、
　第一に、農地制度、都市計画制度などの土
地の利用に関する制度について、補完性の原
則から、基礎自治体（市区町村（29））の権限
とすることを明確化する。具体的には一定の
エリア（例えば基礎自治体の区域の範囲）を
対象に土地の有効利用を図る観点（いわゆる
「まちづくり」）から、土地利用などに関する
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計画を策定し、それに基づき開発を規制し、
望ましい土地利用へ誘導するシステムに切り
替えることが必要となる。その際、欧米の都
市計画制度（30）を参考に、理想的には一元的
な土地の所有・利用に関する規制制度を構築
することが重要である。
　第二に、土地の所有・利用の規制に関する
国の法律は、第一に記述したように、これを
統合することが望ましい。制度の統合には、
関係省庁間の権限・組織・定員・予算の調整
の問題が絡むことから、長い時間を要する可
能性がある。したがって、次善の策として、
関係する法律は、縦割りのままとするととも
に、土地の所有・利用の規定のあり方は大枠
的・概括的な内容に切り替えることとし、制
度の詳細は基礎自治体の条例で規定する方向
に改めることが重要である。そのことによっ
て、中央政府の制度は分立的であっても、基
礎自治体の段階で統合的な計画の策定が可能
となる。
　第三に、基礎自治体は、当該自治体のおか
れた自然的・社会的・歴史的・文化的条件を
踏まえて、土地の所有・利用に関する規制制
度の具体的な内容を策定することになる。そ
の場合、その策定の過程においてとるべき地
域住民の意見の反映のあり方、必要な場合の
住民投票の扱いなどの手続き（31）を、条例で
規定することが必要である。なぜならば、地
域住民から見れば、制度の安定性、透明性、
予測可能性が担保される必要があるからであ
る。
　こうした制度改正の方向は、結局のところ、
前述の「農村計画制度」の方向に類似したも
のになっていると言えよう。

おわりに
　本稿は、上記のように、土地の過少利用＝
収縮期の土地の所有・利用に関する制度のあ
り方について検討し、改革すべき方向性を提
示したものである。
　しかし、現下の深刻な課題となりつつある
土地所有者が不明な土地の解消策としては、
土地の所有権に対する公共性の観点から第三
者への利用を強制することなどの具体的な仕
組みを構築する必要がある。そうした仕組み
の検討が現在政府部内で行われているとされ
ており、早ければ 2018 年の通常国会に提出
される予定である。
　その場合、農地については、家族農業によ
る農業経営を前提とする農地所有権の考え方
（32）をどのように考えていくのかが重要な課
題となってこよう。すなわち、将来の人口減
少を前提に農業労働力の中心が家族労働力か
ら雇用労働力へ、特に日本農業の現状程度の
生産力を維持するためには、ICT、IoT、AI
など高度な技術を駆使できる「上級職員」を
中核とする雇用労働力の依存へと大きく変化
し、経営継承のあり方も「世襲型」から「非
世襲型」へと転換するのではないかと考えら
れる。こうした中で、農業経営の安定性と発
展性を確保する観点から農地所有権のあり方
を考える必要があるからである。すなわち「家
族」という範疇でとらえるのか、農業の特性
から「人的結合性」の強い組織・法人であっ
たとしても血縁関係のない組織・法人となっ
ていくのではないかといった問題との関係を
踏まえて、農地所有権のあり方を検討する必
要があるのではないかと考える。
　以上の点に加え、土地の所有者が不明と
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なって空き地・空き家・耕作放棄地・管理放
置森林が発生する原因を除去する必要があ
る。このため、現にある所有者不明土地の利
用のあり方（33）、住宅過剰社会から脱却（34）、
不動産登記制度の改革（35）、不動産所有権の
放棄の可否（37）といった課題への対応策を検
討していく必要がある。
　いずれにしても、これらの問題への筆者の
考えについては、別の機会に明らかにするこ
ととしたい。
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