
「農用地確保、規模拡大 と土地負担」

に関す る法学的検討
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法学的検討の課題

土地所有権論 一 国土法第2条

農用地の確保と農振法

ゾーニング類型論と農振法

農地価格の評価

鑑定評価制度について

土地所有権論 一 補償問題

1.法 学 的検 討 の課題

1『 農用地確保、規模拡大と土地負担』がこ

の調査研究の標題である。それが意味するとこ

ろは、抽象的にはきわめて広 く、具体的にはは

なはだ多様である。研究討議の過程においては、

課題の枠組みをあらか じめ決定することを避け、

いわゆる農地価格問題 一 農業を可能ならしめ

るような土地価格の実現にかかわる諸問題 一

がいずれにせよ研究対象の重要な部分をな し研

究関心の焦点でありつづけるであろうと考えて

きた。 ここで一応のとりまとめをするにあたっ

て、多少とも 「解題」が必要であるとすれば、

つぎのようにいうことが妥当かと思われる:《今

日の農業構造および農業技術上の諸条件のもと

で、農業者が農業によって自立するに足 りる収

益を実現するためには、経営規模の拡大が不可

欠である。規模拡大の可否は、一般的には農用

地の地域的な総量確保を前提とし、具体的には

地価を決定的要因とする土地負担(問 題)に 帰
　 や

着する。 しかし、農用地の確保はまた、ある水

準を超える土地負担を可能とする非農業的土地

利用との地域的競合の問題で もあるか ら、規模

拡大にとっての土地負担問題は、①農用地とし

て確保するためのそれと、②確保される農用地

を取得するためのそれと、二重の構造を もって

あらわれる。 この二重の問題についてかりにポ

ジティヴな解決が見出されるとしても、 さらに
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③その持続的な解決を担保すべき社会的条件が

同時に探究 されるのでなければ、農業の発展と

いう観点か らこれらの問題を論ずることはでき

ない。》

2こ の 「解題」には、さらに経済学的なコ

メントと法学的なコメントが必要であろう。経

済学のコメ ントは、別項で与え られるであろう

か ら、ここではそれが《①農業的地代と都市的

地代、②農業における労賃と地代、③一定地域

において農業が成立するための私的費用と社会

的費用》の3つ の次元での対抗を視野において

行なわれるであろうと想定するにとどめる。

法学的なコメントには定式がなくおのずから

多様であるが、ごく概括的にいえば、農業にお

ける土地負担問題を土地所有権論としてとらえ

なおし、①農用地として確保するための土地負

担を、土地所有権に用途規制を課す計画と区域

設定(ゾ ーニ ング)に よって軽減することにか

かわる諸問題、②農用地をその農業的利用を目

的として取得する場合の土地負担を、土地所有

権に利用に供する義務(供 用義務とよぷ)が 随

伴することを確認することによって軽減するこ

とにかかわる諸問題、③区域設定に基づく用途

規制および農用地の供用義務によってもたらさ

れる諸制約を土地所有権の社会的負担(補 償を

必要としない負担)と みるとともに、農村にお

ける都市施設とくに公共施設の整備(そ の土地

負担)に 農業の側から参加 し、環境の保全を前

提条件として一定地域における農業的土地利用

効果の総合的集団的増進をはかることを農業者

の社会的義務とすることにかかわる諸問題、へ

の接近が、頭記標題に関する法学的課題である。

3と ころで、これまでの研究討議でとりあ

げた事項は、上記3点 のうち主として①と②の

範囲にあり、③については、すくなくともその

法学的検討に関する限り、今後の課題と しての

こされたという以外にない。他方、①②につい

ても、は じめに述べたように、あらか じめ問題

の枠組を設定したのではなく、むしろ農地価格

問題か ら出発してなにほどか触れることができ

たことが らをあらためてまとめれば上記のよう

に整理される、というにとどまる。そのために、

本稿では、土地負担の問題を体系的に論ずるこ

とはできないが、それが多少とも総論的な位置

を占めることになったのは、土地所有権論を共

通の関心事としながらむしろ横断的}ごあれこれ

の問題をとりあげ、断章的な記述とすることを

意図したことの結果である。

4こ こで、本論に入るまえに、さきの法学

的コメ ントの②の記述が抽象的であるため、そ

の意味を多少ともパラフレーズ しておくことが

必要かと思われる。

非農業的用途にあてることができず、または

その所有者が当面非農業的用途にあてる意思を

有 していない土地を、農業者が所有権または利

用権の次元で取得する場合の土地負担がここで

の問題である。所有者がすすんで売却に応 じ、

かつ、その対価がその土地の農業的利用を多少

とも長期的に見て経済的に可能とするものであ

ればよく、その限りでは特別の法律問題は存在

しない。また、農業者が所有権よりも利用権の

取得を望む場合または所有者が所有権の移転を

望まない場合に、所有者がすすんで利用権の設

定に応 じ、かつ、その地代が利用権継続期間中

のその土地の農業的利用を可能とするものであ

ればよい。

土地所有権論にまで遡って法学的検討を必要

とするのは、所有者がそのような価格(地 代)

ですすんで権利移動に応 じない場合に、その農
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地がすでに①の区域設定によって農業的用途に

あてられていることから、それを遊休化させず

に具体的に農業的利用に供する義務を負うと解
　 　 　 　 　

して、そのための制度的措置を講ずることが可

能か、とい うところからである。農地の農業的

利用は、自己利用のほか、有償もしくは無償の

所有権の移転、有償もしくは無償の利用権の設

定、またはそれ らを目的とする信託によって他

の者の利用に供することであってよい。問題は、

所有農地をみずか ら利用 しない場合に他の者へ

の供用を 一 それが有償である場合には対価に

つきなん らかの限度を設けて 一 法律的に義務

づけ、またはそのような義務が少なくとも社会

的には存在することを前提として政策的に誘導

するための制度的措置をどう考えるかにある。

5と ころで、ここでいう制度的措置は、主

として所有権または利用権の移動への所有者の

同意およびその対価の2点 について検討される

べきものである。

所有者の権利移動への同意に関しては、かつて

農地管理事業団構想の初期にみ られたような各

種の強制的取得方式 一 たとえば再譲渡のため

の収用(買 収一売渡し)、都道府県知事の裁定に

よる所有権移転ないし利用権設定、先買いおよ

び先借りなど一 を創設してその威嚇的効果に

よって供用義務の履行を促す(そ れに応じない

場合にはこれらの強制的取得方式を現実に発動

することを含めて)も のから、税制上、特別の

課税によって遊休的所有に不利益を課し、また

は逆に税制上の特典や公的資金による奨励措置

を講 じ、さらには既存の強行法規(農 地法など)

の適用を除外することなどによって供用のため

の権利移動への同意を誘導するものまで、 さま

ざまなレベルにおいて制度的措置をとることが

考えられ、それぞれについて土地所有権論上の

位置づけが問題となる。

6供 用のための権利移動の対価(地 代)に

関しては、任意の供用について当事者の合意を

さらに制約するための制度的措置は不要として、

主として威嚇的効果を期待するとしても強制的

取得権限を創設する場合には価格を決定するた

めの手続的措置を必要 とする。この手続的措置

の中心は価格の鑑定評価のメカニズムにあるが、

農地の農業的利用への供用を目的とする限 り、

原則として農業的収益の実現を保障 しうる価格

の評価が必要であり、またそれで足 りると考え

るべきである。ただし、次の2点 の注意を要

する。

第一は、一定の方法たとえば土地残余収益還

元方式によって客観的に算出される価格は、農

業的利用のための供用義務を他方で論ずること

との均衡上必ず しも適切でないことが多 く、算
　

出された数値を基礎 としながらもなお総合的価
　

値判断によって農業的利用にとっての 「適正な

価格」をひきだす鑑定評価制度を必要とするこ

とである。

第二は、農業的利用への供用義務のもとでの

価格(地 代)の 決定が問題である以上、供用義

務が具体的に存在 しない他の用途のための地価

評価とはおのずか ら評価基準がことなることに

な らざるをえないことである。

7一 般に、地価評価は、 その方法にいかに

客観的決定のための要素をつぎこんでも、結局

のところは評価者の実践的選択の要素を除去す

ることはできず、む しろ、そのゆえに、評価者

の価値判断であることを一定の条件のものに容

認する制度的措置を必要とする。そこにおいて

は、評価者たりうる者を限定し、評価における

不必要な競合をあらか じめ排除するためにその
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職務の独占を認めること、そしてこの価値判断

ないし評価が独占にかかわらず相当性を有する

と社会的に受容 されるような資格付与制度と鑑

定評価準則を定めることが必要とされる。

このような地価の鑑定評価制度は、農業的利

用に供せ られる土地についてその利用に主眼を

おいて評価を行なう場合にも必要であり、また、
　 　 　 　 　 　 の の

その限りにおいて設けられてよいものであるが、

他方、他の用途に供せ られるべき土地(た とえ

ば宅地、山林)に ついて設け られる鑑定評価制

度との関係をどのように考えるかという問題を

伴う。付与される用途の積極的消極的抵触およ

び用途間の流動(用 途変更)が 現実に生ずる限

り評価制度間の調整は不可避であろう。さらに、

用途別の評価制度に対 しては、土地はその具体

的利用以前に一般的有用性を有 しているという

前提から、すべての土地について一元的な観点

および方法による評価が可能であり必要である

とする批判が当然に予想され る。このことには、

理論的にも政策的にも、後述のように検討すべ

き問題がある。

2.土 地 所 有 権 論 国土法第2条

8土 地所有権の法律構成を、従来の土地所

有権論の批判的再検討を通じて新たに考えよう

とする関心は、法学研究上も行政実務上も今 日

では、かなり強い。 また、土地所有権論にあら

ためて目をむけざるをえない機会も近年では少

なくない。

たとえば、国土利用計画法第2条 は、同法の

基本理念として、「国土が現代及び将来における

国民のための限 られた資源であるとともに、生

活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤である

ことにかんがみ、公共の福祉を優先させ」るこ

とを規定 したが、この規定は土地所有権をどの

ようにとらえているのかが一つの問題である。

「公共の福祉に反しない限り」または 「公共の福

祉に適合する」よ うに、という従来の立法文例
　 　 　 ロ 　

とことなり 「公共の福祉を優先させ」るとした

点がまず注目されるが、その理由づけとして国

土の資源としての有限性とともに、 「生活及び

生産を通ずる諸活動の共通の基盤」であること

を掲げたことは一 すでに行政文書上の慣用句

となりつつあるとはいえ一 いっそう注目に値

いす る(同 条 は 、 昭和48年3月 の 国 土 総 合 開 発

法 案 第2条 を そ の ま ま ひ きつ いだ もの で あ る。

な お 、昭 和25年 の 国土 総 合 開 発 法 には 、基 本 理

念 の規 定 は な く、第1条 の 目的 規 定 で も、国 土

につ いて の上 記 の よ うな規 定 はみ られ な い)。

9そ こで、土地所有権の法律構成は、この

国土利用計画法第2条 とどのような関係にある

かを多少とも検討 してみよう。「国土」と「土地」

とは決 して別物ではないが、私法上の所有権お

よび利用権の目的としての土地 は一筆単位 で

(またはその一部として)画 される地片であり、

行政法上の規制対象としてのそれは個別法規に

よってその範囲を地域 ・地区的に画される一定

のひろがりをもった土地である。 したがって、

私法上の地片所有権とそれに対す る公法的諸規

制の重層構造は解消されないが、国土利用計画

法が都市計画法以下5つ の 重要な土地利用規制

法規の上位法として位置づけられる以上、土地

所有権に対する公法的諸規制 の基本理念 は、

「国土」の規定において統一され、《生活と生産
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の共通の基盤であるがゆえに、公共の福祉を優

先 させる》べきところまですすんだというべき

である。

「重層構造」の一方の要素がこのように整序 さ

れる場合に、土地所有権の法律構成に変化が生

じることは容易に推認 されるところであろう。

10こ こで、この問題はしば らくおき、土地

所有権の近代法的構成にひとまず遡 ってみ るこ

とにしよう。土地所有権は、前近代=封 建社会

においては、領主の経済的支配と政治的支配の

不可分の絶対的基礎であり、公法と私法は法原

理上分離されず、土地の経済的利用は人の政治

的服従と相互に条件づけあう関係におかれた、

とひとまず措定 してよい。このような土地所有

関係にとってのブルジョア革命の歴史的意義は、

一方では土地の経済的利用二生産活動をその保

有者=利 用者の完全に私的な自由に服せしめる

ことによって、他方では土地所有身分による政

治的支配を打破することによって、土地の利用

を政治的契機か ら解放 し、もっぱ ら経済的な活

動としてその自由を確立 したことにある。

この土地利用の解放について法律上最も重要

なことは、革命によって保有者=利 用者の私的

な自由に委ね られた土地利用を反革命によって

再び政治的支配に従属させることがないように、

この土地利用の権利を所有権propri6t6一 自

己に固有なものpropreへ の自然的権利drdt

naturelす なわち他に淵源を有しない自己完結

的な基本権 一 としたことである。1789年8月

の権利宣言第17条 〔所有権の不可侵・収用原則〕

は 一 その採択時には主として領主側の封建諸

税 〔上級所有権〕の有償廃棄を保障することを

目的としたが 一 やがて《私的土地利用の法的

保護形式としての所有権》に関する基本規定と

受 けとられるようになった。

上記のことがらは、一般に、封建的土地所有

関係の廃棄のブル ジョア的な道 として、明治維

新一地租改正と対比されるブルジョア革命の基

本的特徴と理解されているところであるが、こ

れをやや角度をかえて土地所有権論の観点か ら

みれば、土地利用の法的保護形式として所有権

のカテゴリーを承認 したことが重要な意味をも

つのである。

11市 民革命期の法律学はさらに、この土地

利用のための土地所有権を原則として動産の所

有権 と共通の所有権一般のカテゴリーに服せ し

めた。所有権の保護法益は、目的物によってこ

となり、土地においてはもっぱ らその永続的な

利用であるのに対 して、動産においてはその消

費的利用と交換的処分のための保有であるとい

う基本的なちがいがある。 しか し、このちがい

は、同一の所有権一般のカテゴリーのうちで次

第に失われ、土地所有権もまた所有権一般 とし

て使用 ・収益 ・処分の諸権能をひとしくそなえ

るものと観念されるにいたる。土地所有権のそ

のような観念が農民層分解の過程において一般

的に果たす促進的機能については特に述べるま

でもないことである。

このようにして、土地利用の法的保護形式 と
　 　 　 　 り 　 　 の

しての土地所有権の承認と土地所有権の所有権
　 ゆ

一般への法理論上の帰一が、土地所有権の近代

法的構成の基本的特徴である。 ここから、たと

えば以下のことが らが帰結する。

①土地所有者は、その土地の利用にみずから

あた らず、他の者に利用 させてその利用の対価

を収取することができる。

②土地所有者は、その土地の利用 目的ないし

用途をみずから決定 し、変更することができる。

③土地所有者は、その土地を交換的処分のた

めに保有 し、積極的な利用に供しないことがで
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きる。土地所有者は、土地の積極的な利用を強

制 されない。

④土地所有者は、利用を不可能ならしめるよ

うな利用を行なうことについて、それが第三者

の権利を侵害 しない限 り、責任を負わない。

⑤上記の事項はいずれも土地所有権のタイ ト

ルを有するがゆえにみとめられ る。土地所有者

にかわ って利用する者は、 このような所有権者

としての自由を原則として有 しない。ただし、

所有者は、所有権そのものを処分することがで

きる以上、この所有権に属する自由の全部また

は一部を利用者に対 して期間を定めまたは定め

ないで譲与す ることもできる。その結果、利用

者の権利は、第二所有権化する。

⑥土地 とその他の生産された財 との自然的人

文的差異は法律上原則として捨象され、土地所

有権は、より純粋に土地の交換価値に即 して把

握され る。

12近 代的土地所有権は、土地利用の法的保
や 　

護形式として成立しながら、その法的保護形式

の自己完結的性格のゆえに、現実の土地利用か

らさ まざまな意味で遠ざかり、土地利用への

社会的な需要との関係においては退嬰的な性格

を不断に強める傾向をもつ。 さきに列挙 したこ

とが らを農地についてみれば、農地の所有者は、

それを農業的用途でみずか ら利用することだけ

が所有権の名においてみとめ られているのでは

ない。それを他人に利用させながらなおその所

有者 として地代を収取することも、非農業的用

途に転換することも、利用にはいっさい供 しな

いで遊休の状態に放置することも、利用上の効

用を一時的にではあれ穀減 ・破壊することもひ

としく所有権の名において保障されていると観

念される。ひとくちでいえば、土地所有権は、

土地を利用す る権利であると同時に土地を利用

せ ず 、 か つ 、 利 用 させ な い権 利 で あ る。

13つ ぎに、以上のことが らを別の角度か ら

見るために、通常、土地(所 有)の 特性として

指摘されていることがらを網羅的にあげよう。

それ らは、先述のように、土地の特性であるが
　 り 　

ゆえに土地所有権の法律構成か らは原則として

捨象され るものであることに、あらか じめ注意

されたい。

まず、出発点として、土地は①《生活 と生産

の絶対的基礎》である。いいかえれば、土地は

基本的に利用 されるべきものであり、それ も、

生活 と生産を社会的規模で再生産 していくこと

ができるように利用されるべきものである。土

地は、そのような利用を可能 とす るがゆえに社

会的に保護されるべき価値物であり、その利用

が私的に行なわれるがゆえに価格によって表象

される財産となる。土地が価格をもつのは一

法律学的にいえば 一 その私的な利用が保障さ

れ利用による利益が交換されるからである。法

律は、この私的な利用を保護する目的で所有権

を承認し、そのことによって利用の利益をこえ

る支配権を付与 したのであった。

つぎに、土地は、その自然的物理的特性とし

て、②《非生産性》、③《非消費性》、④《不

動性》を有する。これ らは、いかなる書物にも

掲げ られている 「特性」であって、ここで特別

の説明を要 しない。法律は、②③については捨

象し、④に着目して不動産と動産の2大 区分を

設けるにとどまる。

これ らの自然的特性を人間の生活とのかかわ

りにおいてみれば、以下の2つ の人文的特性が

見出される。第一には、②から⑤《用途不定性》

すなわち、一定の目的のために生産される他の

物とことなって、物としての用途がなん ら特定

されていないという特性が帰結する。第二には、
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④から⑥《相隣性》すなわち隣接地間に必然的

な利用上の相互影響関係が存在するという特性

が帰結す る。法律は、用途および利用方法につ

いては、⑥に関する規定をおくほかは私的な決

定に委ねている。

上記のような自然的人文的特性を有する土地

が私的な支配の対象とされるときから、以下の
　 　

ような土地所有の特性が発現 される。②④を直

接の前提として⑦《独占性》(す でに有限不動

であることによって特定された土地がさらに私

的支配をめぐる需給の不均衡によってその所有

に著 しい独 占的性格を与える)が 、③⑤⑦を前
ひ ロ 　

提 として一方では特殊な⑧《商品性》が、他方

では⑨《遊休可能性》が引きだされる。これ ら

⑦⑧⑨の三点は、土地所有(権)の 私的性質を

もっともよくあらわす ものであるが、法律はま

たそのゆえに私的所有権の自由の名のもとに強

行法的な関与を行なわない(よ り正確には、そ

れ らへの第三者による私的関与を強行法的に禁

止する)。

14土 地所有権の法律構成があらためて問わ

れるのは、土地所有の私的性質がとりわけ上記

3点(⑦ ⑧⑨)に 集中して発現 される特定の社

会関係において土地の利用という土地所有権の

本来の保護法益が疎外 されるからである。《生
　 　 　 　

活と生産の絶対的基礎》 としてまさに利用 され
　 　 　

るべき土地が直接には利用とかかわりなく独占

され、そのよ うなものとして商品化され、不断

に遊休化され る、とい う矛盾がここに存在する。

それは同時に 「土地問題」として観念される独

自の社会問題が成立する基本的条件がととのっ

たことを意味するであろう。 この 「土地問題」

は、他の商品と共通する商品性すなわち土地の

利用を目的とする生産的投資が作用する限 りな

お潜在的なものにとどまるが、投機的投資が生

産的投資を放逐し、さらに生活基盤 としての極

小規模の土地保有までおびやかすにいたるとき、

いっきに顕在化する。

ここにおいて、法律の次元で土地所有権のあ

り方が問われることは避けられない。それはま

ず公的規制強化是認論として、ついで⑩《公的

規制の必然性》を土地所有の現代的特性と見る

新たな法律構成論としてようやく展開されるよ

うになったといえよう。

土地所有特性の探究の端初にあった《生活と

生産の絶対的基礎》を、単に物理的意味におけ

るそれとしてではな く、生存権的意味における

《絶対的基礎》として法的にとらえることが一

きわめて簡単なことをいうようであるが一 そ

の立論の 「基本理念」である。

15こ こで、国土法第2条 の 「基本理念」に

立 ち戻れば、「生活及び生産を通ずる諸活動の共

通の基盤」という認識から 「公共の福祉を優先」

するという新 しい命題をひきだしたことに注目

するとともに、そこで優先すべきものとして説

かれる 「公共の福祉」の法律的内容により大き

な関心を払わざるをえない。この一般条項的法

概念は、かつてはしばしば生存権的諸権利の具

体的保障を否定する方向で援用されたのであっ

て、先述のように生存権的観点か らの《公的規

制の必然性》を土地所有の現代的特性として土

地所有権の法律構成を試みる立場からは、国土

法第2条 の 「公共の福祉」の内容はおのずか ら

重要性をおびざるをえないのである。

16以 上を要約すれは、近代的土地所有権が

土地利用の法的保護形式として成立 したにかか
お 　 　 　 　

わらず、土地所有権であるがゆえに具体的利用
　 　 　 　 　

以上の支配権となり、また所有権一般に包摂さ

れ るがゆえにその本来の保護法益か らはなれる
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ようになったこと、他方法律学では土地(所有)

の諸特性への考慮を土地所有権の法律構成上ほ

ぽ捨象 してきたことなどを批判的に検討 し、土

地所有の諸特性の分析から反面において明らか

にされる現代の 「土地問題」に対 して、土地所

有権の新たな法律構成を試み ることが必要であ

る。それは、農地に関していえば、生存権的観

点を加えた農用地利用の増進を基本におき、そ

れ と適合する公的および集団的関与に大きく道

をひらき、それを阻害する方向で働 く既存の法

的諸権能を凍結 した農地所有権論であるはずで

ある。

3.農 用 地 の確 保 と農 振 法

17経 営規模の拡大には、その前提 として当

該地域における農用地の総量が確保 されている

ことが必要であること、土地負担を軽減するた

め農用地所有者の供用義務の観念を基礎におい

たさまざまな制度的措置をはかるとともに農用

地の転用ないし非農業的開発を制限ないし禁止

す る計画および区域設置(ゾ ーニング)を 行なっ

て非農業的地価の形成を阻止す ることが必要で

あることをは じめに述べた。

ここでは、そのうち、農用地の総量確保およ

び地価抑制の2っ を 目的とした計画的区域設定

(土地利用計画および農業の振興を目的とした整

備計画に基づく農業用途の区域設定。以下、一

般的にはゾーニングとよぷ)に ついて法学的な

検討を行ない、3と4に 分説する。

農用地の総量確保および地価抑制 とは、農用

地が非農用地となることを防止するとともに、

非農業用途への転用売却が農業者相互間の農地

取引価格を大きく上まわる地価を形成 し、それ

がいまだ転用されていない農用地の農業的利用

を目的とする権利移動を抑制 し、またはその農

地取引価格を上昇 させることを防止することで

ある。これ らの防止措置が規模拡大を推進する

上で不可欠の条件となることはすでにふれたと

おりであるが、その手法は、大きく2つ にわか

れ る。

18第 一は、現に農用地(こ こでは特別のこ

とわりをしない限 り、農地および採草放牧地を

このように呼ぶ)で あるものについて、転用を

目的とす る権利移動を禁止することである。こ

の禁止措置を機械的にかつ過誤なく適用すれ1美

現況農用地は法律上例外なく保存 され、その反

面で耕作放棄、事実上の転用および転用売却が

行なわれることになろう。 しかし、現況農用地

のすべてが今後 も農用地として維持 されるべき

ものではなく、都市サイ ドか らだけでなく、農

業サイ ドからも非農業用途に積極的にあてるべ

き現況農用地や、非農業用途にあててもやむを

えない現況農用地が存在することは事実 として

否定 しえないことから、機械的適用を避け、特

定の行政庁(都 道府県知事 ・農林大臣)の 許可

手続に服せ しめて例外的に転用売却を許可する

ことが必要 となる。農地法第5条 の統制方式が

これである。

この手法によるときは、権利移動の対象とな

る土地が農用地すなわち耕作等の目的に供され

ている土地であるかを現況にしたがって判断 し、

それが農用地である場合には、当該権利移動が

例外的に許可されるべき条件(具 体的には転用

許可基準への合否)を そなえているかを個別に

判断する必要があるので、個別審査主義(い わ

ゆる一筆統制方式)に 依 らざるをえない。他方、
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　 　 コ

転用許可が与え られる可能性が個別に存在する

以上、それをあてに して取引を先行 させ、仮登

記を経由す ることを一般的に防止することがで

きない。

　 ゆ 　 　 　

19第 二は、農用地として利用すべき土地を

定め、それについては、転用を目的とする権利

移動を禁止す ることである。当該土地の現況が

農用地であ るか否かは問わないので現況につい

ての個別的判断を必要 としない代 りに、その土

地について転用が禁止 されるか否かの判断基準

として、区域の設定が必要となる。農用地とし

て利用すべ き土地は、区域すなわち一つの面と

して指定される。この指定にあたっては、積極的

に転用すべき現況農用地や転用をみとめてもや

むをえない現況農用地はあらかじあ除外するこ

とができるか ら、区域内に含まれる土地につい

ては、例外なしに転用を禁止するという考え方

で足 りる。つまり、原則的禁止一例外的許可と

いうパター ンを採用 しないので、許可に関する

個別的審査を必要としないことになる。農振法

による転用統制はこの方式にあたる。ゾーニン

グによる農用地確保という観点か らの考察に必

要な限 りで、農振法のゾーニ ングのしくみを以

下に掲げよう。

20土 地利用基本計画上の 「農業地域」 国

土利用計画法第9条 第2項 は、都道府県の区域

について知事が 「都市地域」 「農業地域」 「森

林地域」 「自然公園地域」 「自然保全地域」の
　 　 　

5つ の 「地域を定める」ものとし、都道府県単

位で 「農業地域」のゾーニングが行なわれるこ

とを定めている。なお、 「区分する」と言わず

単に 「定める」といっているので 「農業地域」

と他の4地 域の重複が生 じることは、同条では

あ らか じめ回避されていない。具体的には、「都

市地域」および 「森林地域」との重複が随所に

生 じているのが現状である。

この5地 域の設定は、国土法の下位にある農

振法ほかの計画 ・規制法で定める計画とくにゾ

ーニング間の調整の目安となるもので、具体的

な利用規制とはなんら直接の関係を有していな

い。また、土地利用基本計画上の 「農業地域」

の指定基準(「総合的に農業の振興を図る必要が

ある地域」)は、農振法上の農振地域の指定基準

(「一体として農業の振興を図ることが相当であ

ると認められる地域」)と 実質的に同一と解 され

ているが、農振地域の区画が 「農業地域」のそ

れと一致 していない場合に、一致 させ るよう農

振地域の区画を変更させる効力も有 しない。す

でに定められている農振地域を変更する場合に、

土地利用基本計画を参照すべきことは当然であ

るが、その 「農業地域」の指定とことなる方向

での農振地域の変更も、農振法上の要件をみた

している限 り有効であり、法的暇疵を有しない。

要するに、「農業地域」のゾーニングは、下位

計画上のゾーニングにかかわる将来の決定とく

に各ゾーニング間 の調整にかかわる決定にあたっ

ての引照基準としての性質をもつにとどまる。

21農 振法上の 「農業振興地域」 都道府県

知事が農業振興地域整備基本方針でみずか ら定

めた指定基準(農 振法4条2項)に 基づいて、

農振法第6条 第2項 以下の要件をみたす一定の

地域を 「農業振興地域」に指定する(6条1項)、

この地域の指定 と 「農業地域」との関係につい

てはすでに述べたが、都市計画法ほかの計画 ・

規制法に定めるゾーニ ングとの調整は、かなり

複雑である。都市計画区域との関係に限 ってみ

ると、比較的はっきりしているのは、 「市街化

区域」との関係のみである。

市街化区域については、①それを定めるにあ
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たって農林大臣と協議 し(都 計法23条1項)、

協議がととのった市街化区域においては、④転

用許可が不要 となる(農 地法5条1項3号)、 ⑤

農業振興地域に指定してはならない(農 振法6

条3項 。なお、昭和44年10月1日 農林事務次官

通達では、市街化区域一般を農振地域に指定し

ないものとしている)。②集団的優良農地等は市

街化区域に含めず、集団的農地等は 「つとめて」

市街化区域に含めない(昭 和44年8月22日 農林

事務次官通達農地374号)。
コ つ 　 　 　 　 　

両地域の指定におけるとりこみの関係をみる

と、農振地域 と市街化区域は原則として重複し

えないが、①農振地域には、市街化区域以外で

も、たとえば 「都市的な既成の市街地の区域」

は含めない(昭 和44年10月1日 農林事務次官通

達農政第5000号)の に対 して、②市街化区域に

は集団的優良農用地等一定の要件をみたす農用
　 　 　 　 　 　

地以外の農用地を含めてよく、さらに、右の要

件をみたす農用地であっても 「適正な市街化区

域の設定上特段の支障があると認められるとき」

は市街化区域に含めてよい(前 掲昭和44年8月

22日農林事務次官通達)。

つぎに、市街化調整区域および市街化区域 ・

市街化調整区域の線引きがない都市計画区域と

.の 関係では、農振地域 とそれ らとの競合を排除

する一般的規則はないので重複が生 じうる。そ

のため個別的調整準則として、①農振地域には、

例都市的な既成の市街地の区域、{イ随 路、駐車

場、官公庁署、市場、学校等の都市的施設の整

備が一団として進みつつある土地の区域、{ウ)国

または地方公共団体の具体的な計画において、

空港、港湾、住宅団地、工場その他の都市的施

設の用地と して決定された土地の区域を指定 し

ない(前 掲昭和44年10月1日 農林事務次官通達)

が、②市街化区域以外の都市計画区域には、集

団的優良農地であっても含めることができる。

それらの対比についてのコメントはややのちに

ゆずろう。

最後に 「農業振興地域」の指定の効果につい

て。農振地域の指定は、同地域を含む市町村に

つぎに述べる農業振興整備計画を定める義務を

課するほかは、法律上特別の義務づけを生 じな

い。他方、同地域の指定が都市計画サイ ドに対

する確実な制約とならないことについては、す

でにふれたほか、のちにゆずる。

22農 振地域内の 「農用地区域」 農振地域

を含む市町村は、農業振興整備計画を定め、そ
　 の 　

の中で 「農用地等として利用すべき土地の区域」

を 「農用地区域」とし、その区域 内の土地 の

「農業上の用途区分」を定める(農 振法8条2項1

号)。 農業振興整備計画中のこの部分は、「農用

地利用計画」とよばれ、その決定に先立って公

告 ・縦覧(異 議申立て一決定、審査申立て一裁

決)の 手続を経ることを要する(農 振法11条)。

農用地区域には、国または地方公共団体の具

体的な計画において住宅地、工場、道路、鉄道

その他各種施設の用地として決定されている土

地の区域を含まない(前 掲昭和44年10月1日 農

林事務次官通達)。

農用地区域の設定は、①利用促進および②利

用規制のための界域設定として直接に種々の法

的効果を生 じる。①として農用地利用増進事業

(農振法15条 の2以 下)、土地利用についての勧

告 ・調停(14条 以下)、 特定利用権の設定(15

条の7以 下)、 ② として、開発行為の制限(15

条の15以 下)、 転用制限(17条)。

転用制限について。農用地区域内の農用地の

転用許可申請に対 しては、農用地利用計画にお

いて指定 される用途に供する場合(た とえば、

現況農地について採草放牧地、混牧林、農業用

施設用地等の用途指定のある場合など)以 外は、
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許可処分を行なうことができない。いわゆる農

外転用は、 自己転用であれ転用売却であれ、禁

止 される。農用地区域の設定の最も重要な効果

である。

最後に、農用地利用増進事業実施区域につい

て。農用地区域内において、市町村が農用地利

用増進規程を定め、その中で同事業の実施区域

を定める(農 振法15条 の3)附 随的ゾーニング

である。法律上は、利用増進計画に同意す るこ

とによって、農地法の適用除外を享受する賃貸

借等を成立させることができる区域の限定 とい

う性質をもつ。

4.ゾ ー ニ ン グ類 型 論 と農 振 法

23農 振法関係のゾーニングについてかなり

くわ しく見たので、以下、それらを参照 しなが

ら、ゾーニ ングの類型についての法理論上の整

理 と、現行 ゾーニングの問題点の指摘を行なう。

ゾーニングの法的性質は、ゾーニングの類型

が今 日多岐 にわたるため単純に論 じることはさ

しひかえるべきだが、種別の基本的な分類基準

をその法的効果に求あることについては格別の

異論はないと思われる。法的効果による分類で

は、 まず、 そのア ドレサー トが行政庁である場

合(以 下、A・B)と 一般私人である場合(C)

とが大きく分けられるであろう。

A土 地利用区分 行政庁(国 の各機関およ

び地方公共団体を含む)が 土地の基本的用途別

に土地行政事務(計 画策定およびそれに基づ く

ゾーニングに関する事務を含む)を 分掌す る場

合 に、それぞれの政策(計 画策定)の 対象 とし

て想定すべき土地(国 土の部分としての土地)

の区域を定 めるもの。 その主たる目的は、担当

行政庁の計画行政区域を図面に投影 して相互の

重複 ・空白を整序 し、必要な調整を行ない、そ

れぞれが主として責任を負 うべき土地管轄を明

確化することにある。

国土法第9条 に定める5地 域の画定は、 この

種別に入る。 さきに述べたように、行政庁への

義務づけは、引照基準としてのそれであって、

具体的には分掌事務相互間の調整において準法

律的効果を有するものとみるべきである。それ

はまた場合によって、主として国の経済政策の

表現 としての国土計画および総合開発計画と具

体的な土地利用整備計画を媒介し、相互の矛盾・

緊張の関係を緩和する役割を果たす。

24B整 備計画区域 土地利用区分に対応

する基本的用途ごとに、普通地方公共団体(日

本では都道府県)の 区域を標準的単位 として整

備計画(広 義、開発と利用の両面を含む)の 適

用区域を定あるもの。本稿でとくにとりあげる

都市的利用と農業的利用の二大用途について、

それぞれ都市計画区域と農業振興地域が定めら

れるのがこれにあたる。いずれも、都道府県知

事が区域を指定 し、それに基づいて原則として

市町村(例 外的に、一定の事項については都道

府県知事)が 整備計画を定める。したが って、

その法的効果は、上級行政庁か ら下級行政庁へ

の義務づけ(た だし、計画の策定 とゾーニング

を中心とする計画行政事務の執行)に あると同

時に、その義務が生じる対象区域の特定にある、

というべきである。

この整備計画区域の設定は、私人(所 有者等)

に対する直接的な義務づけを原則として含まな

い。 したがって、それ自体としては利用規制の
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根拠とはな らないが、次に述べる利用規制のた

めの区域がそのうちにおいて設定され、または

拡張される可能性があることを予告する一般的

効果を有する。

25C利 用規制区域

整備計画区域について定められる整備計画(ま

たはそれに準ずる計画)が 、整備区域のうちの

一定の部分について、土地利用行為(広 義)に

対 して直接に法的効力を有する特別の規制(広

義)を 定めるために設定する区域。私人の利用

行為に対 して直接的な規制を行なうこと、およ

びその規制がその区域外との関係において特別

のものであることを適法化するために定め られ

るもので、種々のゾーニ ングのうち最も基本的

な、固有の意味でのゾーニ ングである。なお、

ここでいう規制は広義であって、@一 定の利用

行為ない し一定の形態での利用を禁止する禁止

的規制(そ れにはさらに、絶対的禁止(例 外を

設けない)と 原則的禁止(例 外的許可の手纏を

設ける)と を区別しうる)、⑤一定の利用行為な

い し一定の形態での利用を促進する奨励的規制

の両者を含む。

この「固有の意味でのゾーニング」には、実定法

上、つぎの2つ の形態を区別することができる。

C,「 排他独占的機能特化区域」 整備計画区

域において定められる整備計画が、一 その中

枢となる区域を一 「排他独占的な機能として

特化」(国土庁用語による)し 、他の整備計画に

よる利用規制区域との重複を避けることを目的

として設定す る区域。都市計画法上の市街化区

域のほか、農振法上の農用地区域、森林法上の

保安林、自然公園法上の特別地域、自然環境保
　 　 　

全法の特別区域がほぼこの種別に入 ると説明さ
　 　 　 　

れている。

C2そ の他の利用規制区域 整備計画区域中

で整備計画上特別の法的効果を有する規制が定

められる区域であるが、他の整備計画区域との

重複を必ずしも回避 しないものである。それに

は、次の2つ がある。

◎整備計画区域中C1を 除いた部分またはC1が

存在 しない整備計画区域に、そのための区画を

特別に設定 して定め られる区域、たとえば都市

計画区域において定め られる地域 ・地区(都 計

法8条)の うち農林事務次官通達(昭和44年10

月1日)で 農振地域か ら除外されていないもの

(風致地区、都市緑地保全法上の緑地保全地区な

ど)が このカテゴリーの標準的なパターンであ

るが、農振法上には存在 しない。

⑤C1を 定める場合に整備計画区域中C1を 除 く

すべての区域を法律上当然に対象 としてそれに

一定の規制を課す残与包摂的な形態。農振法第

15条 の17に 定める農用地区域以外の区域の開
ゆ 　 コ

発行為についての勧告は、そのもっとも地味な

例であってそれを利用規制区域 と識別する人は
　 　

少ない。他方、その最も派手な例は、市街化調

整区域であろう。 これは、それと対をなす市街

化区域が禁止的規制 よりも奨励的規制を旨とす

る特異な 「排他独占的機能特化区域」であるた

め、それを除く市街化調整区域が禁止的規制の

側面でクローズアップされることによる、と一

応考えてお くことにしたい。

「固有の意味でのゾーニング」としてのC1お

よびC2と は一応別に、それ らの下位にあって、

それぞれの利用規制機能を高めるために設けら

れる小区域がある。その多くは、奨励的規制を

事業の形態で行なうための事業区域であり、農

振法上では、前掲の農用地利用増進事業実施地

域がこれにあたる。

Dそ の他の区域 ゾーニングには以上のほ

かなおさまざまなものがあるが、ここでは、性

質が似て非なる次の2つ を例示的にあげるにと
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どめる。

◎禁止的規制が行なわれる利用規制区域にお

いてその禁止を解除す る行政庁の許可が及ぶ範

囲をその許可処分において定め るもの。たとえ

ば、市街化区域および市街化調整区域において

開発行為を行なう場合の 「開発区域」(都計法4

条11項 、33条 等参照)が これにあたる。これは、

本稿で検討の対象としているゾーニングとは、

性質をことにする。

⑤一定の開発(整 備 ・造成 ・区画整理等)事

業を整備計画において定めるにあたり、その事

業が予定される区域を定めて事業の実施にとっ

て必要な利用規制を行なうもの。都市計画法第

12条の2に 定める 「市街地開発事業予定区域」

がこれにあたる。特別の利用規制がその区域に

及ぶことを定めるもので、その意味では 「固有

の意味でのゾーニ ング」であり、C2の カテゴリー

に近いが、特定の事業について定め られる点で

特殊性があり、かつ、過渡的なものであるので、

C2に 含あることを留保 したものである。 「開発

区域」とはその性格をはっきりとことにする。

限 定 的 た るぺ し》 、 とす る法 の論 理 か ら、 時 間

的 限 定(限 時 立法)に よ る特 別措 置 を 許 容 す る

の と 同様 に 、 場 所 的 限定 に よ る特 別措 置 を 許 容

す る もの)。
　 　 　 　 　

一般に、禁止的規制が直接に共益的効用を有

する場合には、権利内在的制約 と受けとめられ、

特別の限定(ゾ ーニング)を 必要 としない(後

述の自然的地役 ・相隣的地役を参照)が 、公益

的ではあっても共益的効用が具体的に明確でな

いもの、さらには政策的ではあっても公益的意

義が直ちに感 じられないものについてはゾーニ

ングの必要はそれだけ増大しよう。 また、直接

に利用規制をもた らすゾーニ ングCだ けでは足

りず、その補完を上位のゾーニングB・Aに よ

り強 く求めることになろう。 これらのことは、

ゾーニングによる適法化にはおのずから限界が

あることを示唆 していると思われ る(例 えば、

いたずらに政策的で公益的意義に欠ける利用規

制(無 原則的な農地放出論)を 案出した 「列島

改造論」をゾーニングによって正当化すること

は、技術的にも困難であったはずである)。

26上 記A・B・Cの3つ の 類 型 の ゾ ー ニ ン

グ は、 そ れ ぞ れ 次 元 を こ とに しな が ら上 下 の 関

係 に あ ると み られ るが、 中 核 を なす の は、Cの

「固有 の意 味 で の ゾーニ ング」で あ る。Cを 定 め

る こ とを 正 当 とす る た め にBが あ り、各 基 本 用

途 で と くにBを 定 め る こと が 国土 的統 一 の観 点

か らみ て 可 能 か つ必 要 で あ る こ とを 明 らか`ζす

るた2v5にAが あ る と考 え て よ い。 他 方、 「固 有

の意 味 で の ゾ ー ニ ング 」 も 自己 目的 的 な もの で

な く、 一定 の 土地 利 用 に特 別 の 規制(と くに禁

止 的 規 制)を 加 え る こ と が そ の公 益 的性 格 の ゆ

え に 正 当で あ って 、 例 外 的 に許 容す べき場 合 に、

そ れ を 適 法 化 す る ため の法 技 術 の1つ にす ぎ な

い(《 例 外 の ない 原 則 は な い。 た だ し、例外 は、

27こ こで、現実に戻 って、農振法上のゾー

ニングと都市計画法上のゾーニングとは、どの

ような関係におかれているか、という問題を検

討 し、 この項のしめくくりとしたい。さきに行

なった整理では、両法律とも、ゾーニ ングAを

上位にもち、ゾーニ ングBを 定め、そのもとに

ゾーニングC1お よびC2⑤をそなえていた。

・都市計画法A都 市地域 －B都 市計画区

域 －Ci市 街化区域+C2⑤ 市街化調整区域

・農振法A農 業地域一－B農 業振興地域 －

C農 用地区域+C2⑤ 農用地区域以外の区域

しか し、両法律のゾーニング体系がパラレル

に見えるのは上掲図式の限りであって、両者の

相互的関係は、次の点で不均衡を露呈する(前
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述の対比を参照のこと)。

①B都 市計画区域にはCl農 用地区域を含め

てよい(C2市 街化調整区域がある場合には同区

域にC1農 用地区域を含めてよい)が 、B農 業振

興地域にはC1市街化区域を含めてはならない。

②B農 業振興地域には、C1市 街化区域以外

であっても市街地を含めてはならないのに対 し

て、B都 市計画区域中C1市街化区域であっても

集団的優良農用地ほか一定の農用地以外の農用

地を含めてよ く、事情によっては、集団的優良

農用地です ら含めてよい(前 述)。またC1市街化

区域以外のB都 市計画区域には、集団的優良農

地も含めてよい。

③Ci農 用地区域においては都市計画によっ

て住宅地等の施設の用地として決定されたもの

を含めてはならない。なお、B農 業振興地域の

レベルですでに、住宅団地等の都市的施設の用

地として決定されたものを含めてはならないと

されている。 これに対 して、B都 市計画区域お

よびC2市街化調整区域には、前記①のように農

用地区域であって農用地利用計画によって農業

上の用途区分が決定されている土地であっても

含めてよい。

28上 記の諸点は、利用規制区域C1の うち市

街化区域が特別の地位にあることを示している。

いわば、市街化区域のみが唯一 「排他独占的」

な 「機能時化区域」であり、都市計画によって

同区域の線引が行なわれると、農振地域の設定

ができなくなり、 したがって論理必然的に農用

地区域を設けることができない。 このような不

均衡はまた、次の諸点にもあらわれる(と くに、

⑥が重要である)。
　 　 　

④ 農用地区域の設定は、市町村が農業振興

地域整備計㎞において行なう。適地が広域にわ

たる場合でもこの点に限っては都道府県の農業

振興地域整備計画で定めることができない(農

振法9条1項 参照)。 そこには、市町村優先の思

想が読みとれよう。それに対して、市街化区域・

市街化調整区域 に関する都市計画は、市町村で

はなく都道府県知事が定める(都 計法15条1項

1号)。 市町村は、都道府県知事によって意見を

きかれるだけである(18条1項)。 この差異は、

⑥で述べる利用規制区域の変更において、市街

化区域には有利に、農用地区域には不利に働 く

ことも考え られないことではない。

⑤ さきの①～③における市街化区域の排他

独占的地位を定めたのは、農振法第6条 第3項

および諸通達であるが、それ らはすべて農林事

務次官通達であり、いずれもいわば《農振サイ

ド》か らの譲歩によるものである。⑥に掲げる

建設省側の通達は逆に攻撃的ですらある。

⑥ 農業振興地域の指定後に市街化 区域を設

定または変更(拡 大)す る必要が生 じたときの

調整方針についてはあらかじめ農業地域整備基

本方針で定めておくべきであり、都道府県にお

ける工業化 ・都市化の予想外の進展等があった

ため必要があるときは遅滞なく整備基本方針自

体を変更すべきである(前 掲昭和44年10月1日

農林事務次官通達)と されているのに対 して、

建設省側では、市街化区域を変更(拡 大)す る

必要が生 じたときは、当該変更に係る区域が農

業振興地域または農用地区域であることのみを

理由として当該変更を妨げるべきものではない

(昭和45年2月21日 建設省都市計画課長通達)

とされている。区域変更や新規設定による両地

域間の移動調整が著 しく非農業サイ ドへ傾いて

行なわれることが、 これか ら予想される。

29農 用地の総量確保と地価抑制の両面にお

いて規模拡大にとって有利な条件をつくりだす基

本的手法は、ゾーニ ングとそのもとでの利用規
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制(非 農業者による非農業的利用の禁止=転 用

売却禁止)で ある。農振法の内容を検討した結

果、農用地区域の設定とそこでの転用禁止を規

定す る乙とによって、制度上の手当てが一応と

とのっていることがみとめ られる。しかし、そ

れは、第一には、農用地区域の設定にあたって、

す でに都市的利用が行なわれまたは都市計画等

によって都市的利用に方向づけられている土地

の区域を一 農業サイ ドでは農用地等として利

用すべき土地と判断されるものであっても一

すべて切り落さざるをえないような法令通達上の

しくみを前提とし、第二には、のちに市街化区

域の設定やその膨脹的変更の必要が生 じた場合

には、その必要をみとめて農用地区域の縮小を

行なう同様の しくみを用意 した上でのことであ

る。

また、第三に、農用地区域の設定が可能であっ

ても土地利用の変化や転用圧力の推移を見ての

ちに用途を決定するためいわゆる農振白地を農

振地域中の市街化調整区域や未線引の都市計画

区域にのこし、第四には、すでに農用地区域 と

した土地について、都道府県知事による市街化

区域の設定 ・変更の動きがなくても、個別的に

農用地区域の見直し(縮 小)が ありうることを

留保 した上でのことである。

したがって、そこには、農用地区域の農用地

は転用できないというルールの簡潔さと対照的

に、それを現実に市町村が打ち出すまでの困難

と打ち出したのちの複雑な状況が存在すること

を重視 しなければならない。その上ではじめて、

広 く抑えてゆるくはずす方式と、狭く抑えて厳

しく守る方式の得失が論 じられるのであって、

都計法サイ ドと農振法サイ ドの法令上の地位の

落差が現になお大きいことを軽視し、農用地区

域の設定をもって防禦態勢がととのえられたと

考えることは現実的ではない、 というべきであ

ろう。

5.農 地 価 格 の評 価

30農 地価格の評価については、は じめに、

①農業的収益の実現を保障しうる価格の評価が

必要であり、また、原則としてそれで足 りるこ

と、② しか し、一定の収益還元算定方式を適用

するだけでは足りず、農業的利用に供 され る土

地の 「適正な価格」を総合的価値判断によって

ひきだす必要があること、③ したがって、農地

価格について鑑定評価制度を設ける理由があり、

それと宅地等値の用途に供せ られるべき土地の

鑑定評価制度 との関係については調整の方法を

講ずべきであるが、鑑定評価制度の一元化につ

いては問題があること、などを述べた。以下、

それらの点を中心として、5と6で 地価評価制

度について検討しよう。

まず、農地価格の評価はどのような場合に必

要であろうか。農地の農業的利用を目的とする

売買が前述の供用義務を問題とするまでもなく

相対(私 的発意による合意)に よって広 く行な

われている場合には、少なくとも規模拡大とい

う観点から農地価格の評価をとくに必要 とする

理由はない。現実の取引価格を統計的に明らか

にするための《地価調べ》は必要であろうが、

それはここでいう《地価評価》とはまったく別

の ものである。

理論的にいえば、地価評価が必要となるのは、

私的な交換に第三者が関与する場合である。第
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三者とは、ここでは当該土地の利用をなん ら目

的とせず、 したがって最終取得者にはな らない

者と仮に考えよう。土地の転売を目的とする中

間取得者や抵 当債権者が土地の取得や金銭の貸

付けにあたって評価を必要とする、というケー

スがまず考え られるが、それ らは、評価を行な

わなかった場合の リスクを私的に負うだけであ

るか ら、 ここでの中心的な問題ではない(農 地

については、転売目的の中間取得は許されず、

したがって借入金担保のための抵当権設定の際

の評価が具体的に問題となるだけであるが、こ

こでは検討を省略する)。

31農 地の評価をとくに必要 とする第三者の

関与は、公的な関与である。それをやや広 く解

すれば、次の諸形態が含まれる。

① 集団的交換分合事業において事業主体が

行なう新旧各地片の評価(と くに減歩および清

算金算定のための評価)。

② 公的機関がみずから農地を取得する場合

の取得すべき価格の評価(◎ 農地として再譲渡

することを目的とする場合または、⑤農地とし

て保有(自 己利用または利用権設定)す ること

を目的とする場合と、◎非農業用途を与えて第

三者に譲渡することを目的とする場合または、

④公共施設用地として保有(自 己利用または利

用権設定)す ることを目的とする場合とでは評

価の方法はどうことなるかという問題が存在す

る)。

③ 公的機関があっせん者または信託の受託

者 として関与するにあたって、成立 させ るべき

譲渡の対価を定めまたは協定するための評価。

④ 公的機関が農地価格の抑制を目的として

統制的関与を行なう場合にその基準ないし限度

値を定めるために行なうべき評価。

⑤ 公的機関が規模拡大等を推進す る上で講

じるさまざまな譲渡奨励 ・取得助成措置の適用

基準に譲渡価格の適正 さを加える場合 に、その

基準ない し限度値を定めるために行なう評価。
　 　

⑥ 公的機関が農地価格問題以外の行政領域

において対象農地の価額に応 じた負担を課し、

または援助を行なうための評価。

⑦ ⑥の特殊な態様として、不動産取得税、

固定資産税、相続税、贈与税などの課税価格を

決定するための農地価格の評価。

⑧ 公的機関が農業資産相続における遺産分

割に関与し、遺産に含まれる農地の価格を決定

す るために行なう評価(こ れは⑥⑦に含まれる

相続税納税猶予制度適用上の農地評価と関連は

あるが、その目的は必ず しも同一でないので、

特に列記した)。

32上 記の列挙は例示的なものにとどまるが、

①②③⑥⑦⑧は、一筆評価であり、④⑤は基準

評価であるというちがいがある。なお、②③で

は一筆評価の前提としてなん らかの基準評価を

必要としよう。
　 　 　 　

一 筆 評 価(当 面 か り に この 語 を 用 い る)は
、

特 定 の農 地 にそ の 価 格 を 付 与 す る こ とであ って、
　 　 　 　

鑑定評価の核心はここにある。基準評価は、一

定の政策目的があって、公的機関がそれにそっ

て関与する基準を定めるものであり、その限り

では政策的決定の一種であるが、◎基準は、現

実の取引価格に対するスケールとなるものであ

るか ら具体的に数値化されうるものであること、

⑤基準は、実情に即 しかつ政策 目的に資するも

のでなければならないか ら、それを決定するた
　 　 　 　 　

めの資料として一筆評価の集積を必要 とする。

それぞれの特徴をひとくちで表現すれば、一

筆評価は地価 自体が 「いくらか」を定め、基準

評価は公的な介入点は地価スケールの上で 「い

くらであるべきか」を定める。 しかし、地価に
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ついては純客観的な定量分析は不可能であるの

で一筆評価 も 「いくらとするのが適正か」とい

う 「適正な価格」の相対評価であり、その前提

として基準評価が行なわれる場合には、基準を

定める目的に照 らして 「いくらとするのが適正

か」という判断が現実には入 らざるをえない。

たとえば、前にあげた 「農業的収益の実現を

保障しうる価格」(農業収益価格)を 定めるのは、

それ自体 としてはむ しろ基準評価である。ある

地区では水 田の農業収益価格はa円 からb円 ま

でであるか ら、取引価格は、上田にあってもb

円をこえてはな らない、と定める場合を考えれ

ばよい。つ ぎに、特定の農地について農業的収

益を実現 しうる価格を定めることは一筆評価的

性格をおびるが、それはいまだその一筆の土地

の価格を決定 したことにはならない。それは、

その土地の適正な価格を評価する(一 筆評価)

上での要素の確定であり、その要素の比重を定

めるにあたっては合目的的判断を必要 とす る。

このように考えれば、「収益還元価格でいくべ

きだ」ということばは、①基準評価 自体で もあ

り基準評価のしかたについての主張でもあるほ

か、②一筆評価においてこの要素に決定的な比

重を与える必要についての主張でもある。そし

て、より具体的にいえば、農地に関 しては②の

必要が大きいという判断から、それに即した 「適

正な価格」を一筆 ごとに評価す る独 自の制度

(評価員、評価基準、評価の法的意義づけ……)

が存在してよい、という主張へとつながる。

33こ こで、農地の評価はどのような条件の

もとに成り立つのか、という基本的な問題点に

立ち戻 り、2～4で 述べたところとの関連を明

らかにしたい。土地は本来特定の用途をもたな

い(《 用途不定性》)が 、また、用途が一 主

観的個別的にではあれ 一 与えられ、一定の利

用の対象と目されてはじめて価値を帯び、原則

としてはその限りで価格が形成される。したがっ

て、土地の価格は、その基本的用途が定められ

なければ定まりえない。かりに基本的用途 とし

て、都市的用途 と農業的用途の2つ があるとし

よう。現に農業的用途が与えられ、かつ、農業

的利用に供されている土地については、農地と

しての価格が成立す るが、その基本的用途が都

市的用途に変更 される場合には、現に農業的利

用に供されていても、都市的利用の条件がある

限り、その価格は、農地としてのそれであるこ

とをやめる。ところで、この2つ の価格水準の

間に差があり、かつ、その所有者が用途変更の

自由をもつ限り、すべての農地は、都市的利用

の条件を充足する度合に応 じて都市的利用予定

地としての性質を帯び、その価格のうちに都市

的用途における価格をとりこむ。特定の土地に

関する都市的利用の条件は、基本的 には、「そ

の構成要素の組合せの均衡」(形質、土質、 日

照……)と 「環境への適合」の度合であって、

その余は、いはば外部的条件(開 発の技術的財

政的可能性、利用者による取得の経済的条件等)

である。

以上は、基本的用途が与えられ現にそれにし

たがった利用に供されている場合に固有の価格

が成立しうるとしても、その用途が所有者の意

思によって自由に決定されるものである限 り、

より高い水準にある他の用途の価格が一定の条

件のもとですでに取 り込 まれるという常識的な

ことがらにすぎない。 したがって、土地の基本

的用途が所有者の意思によってではな く、公に

策定され承認された土地利用計画およびそれに

基づくゾーニングによって定められ、かつ、法

律上のサンクションをそなえる場合にはじめて、

農業的用途の土地について、農業的利用に固有

の価格の形成を期待することができることも常
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識に属する。農地としての評価を論 じ、その価

格が農業的収益の実現を保障しうるものに接近

することを期待する前提に、基本的用途の公的

な確定 とその不変更および例外的措置の可能な

限 りでの圧縮が論 じられなければならない所以

である。

6.鑑 定 価評 制 度 につ い て

34「 不動産の鑑定評価に関する法律」(昭和

38年 法律152号)に 定める不動産鑑定士の鑑定

評価の業務は、① 「農地、採草放牧地又は森林

の取引価格(農 地、採草放牧地及び森林以外の

ものとするための取引に係るものを除く。)を 評

価する」 ことを含まず(同 法55条1号)、 実務

上は、② 「不動産鑑定評価基準」(昭 和44年9

月29日 建設省住地審発15号)に したがって行な

うものとされている。

したがって、①の適用除外によって、都市的

利用を基本的用途とする土地(ま たは建物およ

びそれ らに関する所有権以外の権利)に 鑑定評

価業務の対象がほぽ しぼられ、それを前提とし

て②の 「鑑定評価基準」が作成 されている、 と

まず考えるべきである。 とすれば、市街地の評

価ない し価格問題について述べることを 目的と

しない本稿では、①の限定を除去 した場合に②

の 「鑑定評価基準」は、はたして維持されるか、
　 コ 　 　 　 　 　 ロ 　

①の適用除外の適用除外の場合(転 用取引)の

価格評価には どのような問題があるか、の2点

について検討することが必要であり、またそれ

で足 りるであろう。便宜的に、後者をさきに取

りあげよう。

35農 用地を農用地以外のものとする取引つ

まり転用目的の売買等にかかわる価格について、

不動産鑑定士による鑑定評価がみとめ られるの

は、法文の構造か らも推察されるように、それ

らの土地がもはや農用地ではなく非農用地であ

るか らである。つまり、上記 の規定は、農用地

の取引価格を評価する職業的権能を例外的に不

動産鑑定士に付与する特別規定ではなく、単な

る注意規定であるにすぎない。転用売却 される

農用地は、 もはや農用地ではないことを念のた

め注意しているのである。

しか し、このきわめて簡単な法文の中に、当

該農用地は、転用後の用途にしたがって評価 さ

れるべきである、 という基本的な観点が含まれ

ている。のちに検討する 「鑑定評価基準」中の

最有効使用の原則が、基本的用途をことにする

2部 門(農 業的利用と都市的利用)に またがっ

て適用される局面をここに見 ることになるが、

法文ではすでに、2部 門にまたがって適用され

て しまった結果(よ り有効な使用である非農業

的利用に即 して評価するという結論)だ けが定

められているともいえよう。また、論理的にい

えば、法文は、一方の適用除外(農 用地→非農

用地の転用において、その土地を非農用地とし

て評価すること)の みを定め、もう一方の適用

除外(非 農用地→農用地の転用において、その

土地を農用地として評価すること)を 完全に欠

落 し権衡を失 している(?)の であるが、この

論理的ア ンバランスがなん らア ンバランスとし

て釈明されないのは、非農用地→農用地の転用

については転用前の非農用地として評価する、

という前提があるか らである。この前提を成り

立たせるのは、部門間最有効使用の論理以外に

はないであろう。
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36も っとも、実際には、たとえば公共用地の

取得に際してその補償額がほぼ例外なく農用地

としての価格を著しく上まわる水準で決定 され

ている、 という事実または実務上の取扱いが問

題であって、転用後の非農地価格によって評価

せよという基準があるのではない。むしろ制度

上の建前には現実との著 しい乖離があって、そ

れに首をか しげる不動 産鑑定士 が少 なくない

(r不 動産鑑定」1972年6月 号の座談会 「鑑定セ

ミナー一 公共用地の取得に伴 う一般補償基準

と鑑定評価の実務」11頁 以下(農 地等の三面価

格[収 益価格、転用価格、宅地見込地価格]は 、

この点で興味深い)。

たとえば、「建設省の直轄の公共 事業の施行

に伴う損失補償基準の運用方針」(昭和38年4月

13日建設事務次官通達建発計第18号)で は、宅

地見込地にあたる農地を除いて一般の農地につ

いては、近傍類地の取引事例がない場合には、

8〔R機 業における平均純収益、 ・一年利率

5%〕 つまり収益還元価格によって補償す るも

のとしている。その結果算定額はきわめて低 く

ならざるをえないが、現実の補償額は一 この

ような場合にす ら一 宅地見込地価格(つ まり

部門間最有効使用を想定 した価格)さ えも超え

ることが少な くないのである。

したがって、ここでは、補償論として展開す

るのであればともか く、鑑定評価論としては、

部門間最有効使用の論理が現行の鑑定評価制度

にも働きうることを述べるにとどめ、それを上

まわる現実については、別項にゆずることにし

よう。

37つ ぎに、第一の問題すなわち農用地適用

除外を一般的にはずした場合には現行鑑定評価

基準を維持することができるかについて、主と

して最有効使用の原則にかかわる問題を検討 し

よう。

順序 が前後 したが、「最有効使用の原則」と

は、「鑑定評価基準」第三によれば、「不動産の

価格は、その不動産の効用が最高度に発揮され

る可能性に最も富む使用(最 有効使用)を 前提

として把握される価格を標準として形成される。

この場合の最有効使用とは客観的にみて良識と

通常の使用能力をもつ人による合理的かつ合法

的な最高最善の使用方法をいう」という評価原

則である。なお、ある不動産が最有効使用にあ

るかどうかの判断にあたっては、「不動産の構

成要素の組合せが均衡を得ているかどうか」「当

該不動産が環境に適合 しているかどうかを分析

することが必要である」、とされている。

このような最有効使用の原則か ら直ちに、鑑

定評価制度を地価上昇要因の一つと見 ることは

正しくないが、構成要素の均衡と環境への適合

の点では大きな差異がない通常の営業者の最高

最善の商業的使用と通常の非営業者の最高最善

の住宅用使用との比較となれば、やはり商業的

使用を前提 とした地価の把握に傾 くことは否定

しえない。ここでは、《通常人の最高最善》が

問題であるよりも、用途間の最有効使用を求め

ることに確実な歯どめがないことが問題である

が、 またそれだけに、不動産鑑定評価制度の適

用が都市的用途の土地にほぼ限定 されているこ

との意味は大きい、というべきである。

ここか ら、次元のことなる2つ の問題が生 じ

る。第一は、都市的用途の土地に限るとしても、

最有効使用の原則はこのままでよいのかであり、

第二は農業的用途の土地まで含 ませ るとすれば、

この原則はどのように改められるべきかである。

その前提には、農業的用途の土地を含める場合

にはこの原則をそのまま維持することはできな

い(通 常の営業者の最高最善の商業的使用にし

たがって農地価格を定めることはおよそ考えら
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れない)と いうすでに広 く理解 されていること

が らがある。

38昭 和49年11月6日 の 「国土利用計画法の

施行に際 し不動産の鑑定評価上 とくに留意すべ

き事項について」と題する国土庁土地鑑定委員

会委員長か ら国土庁長官あての 「建議」は、「最

有効使用の状態」を 「土地利用計画 との適合の

下に通常最も一般的と認あられる使用状態」 「地

域的な特性の下における不動産の最 も通常妥当

と認められる使用状況」と定義 した。《通常人

の最高最善》に対 して、《通常における一般的

用途》が最有効使用であるという一 見方によっ

ては識弁的です らある一 表現にあらため、そ

れに土地利用計画との適合という新たな限定を

加えた。 これは、さきの2つ の問題の第一に答

えたものであろうか、それとも第二に答えたも

のであろうか。

まず、都市的用途に限っても、都市計画上原

則的用途でない用途で最有効使用を考え、地価

評価につなげることの非は明 らかであり、この

問題は 「建議」によって理論的には解決された。

第二に、農業的用途の土地を含めることは、農

振法上の農用地区域の土地は転用不可能の農用

地として最有効使用の状態にあるという前提の

下では、考え うることである。国土法のポイ ン

トの1つ が5地 域の利用区分にあることを想起

すれば、建議者の主観においてこの趣旨が働い

ていることを推測するに足 りよう。このように

解すれば、「建議」は、多少誰弁的ではあっても、

さきの2つ の問題にそれぞれ答えている、とみ

るのが相当である。

このことは、①かりに地価評価の一元化を追求
　 　

す るとしても、利用区分は一元化と必ず しも論

理的に整合 しない以上それぞれの利用区分ごと

に最有効使用を論ずる必要があるが、②利用計

画はその性質上最有効使用を定めるものである

から、それに適合 した一般的な使用状態を想定

して評価を行なう以外になく、それを超えて一

元化評価はありえない、 という論理が、一元化

に関する立場のいかんを問わず、今後 しばらく

働 くことを推測させ る。

39端 的にいえば、農用地区域においてはそ

の一般的使用状態(田 ・畑 ・樹園地 ・採草放牧

地……)に したがった標準的な収益構造を探究

し、その実情をつかみ、収益還元方式によって

算出され る数値を基に農業的利用の増進 という

観点か ら総合的価値判断を行ないうる専門員を

おき、例外的に生 じうる非農用地への転用(公

共用地取得等)に ついても一般の不動産鑑定士

だけでなく農用地評価専門員 との一致をもって

決することが国土法下の 「建議」に即す る解決

であろう。このように考えるとき、その先にあ

る真の困難は、計画上の支えがない農用地区域

外の農地(農 振白地の農地および農振地域外で

市街化調整区域内の農地)の 取扱いである(市

街化区域内の農地についても、当面はなお大き

な問題がある)。しか し、これ らは、鑑定評価制

度をどのように改善するかという問題以前に、

計画なき計画地域を農業的利用の増進の観点か

らどのように計画化するかという問題であるよ

うに思われる。
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7.土 地 所 有権 論 補償問題

40こ こでは、公共用地の取得に関する損失

補償が農地価格に及ぼす影響についてのちに検

討する前提 として、土地の所有と利用に対する

公的な制限と補償の要否についてのより理論的

な問題を二、三とりあげることにする。

私的な所有地を収用等によって公共団体等が

取得する場合にその損失を補償すべきことは疑

いがない。憲法第29条 第3項 は、「私有財産は、

正当な補償の下に、それを公共のために用いる

ことができる」と規定 し、正当補償の原則を確

認 している。問題は、その余の公的諸負担とく

に計画およびゾーニ ングによって一定区域の土

地だけに課せ られる利用 ・取引等の制限につい

て補償を必要 とするかである。これは決して新

しい問題ではないが、利用制限がますます強化

されている今 日、あらためて論 じられるように

なったこともたしかである。

ここでは、従来の諸理論を紹介することは省

略し、問題 の性質とその法学的認識の従来の枠

組についてかんたんに指摘 しよう。

まず、問題の性質として、一義的に要 ・不要

を決 しえないことが前提とされる。つまり、す

べての公的制限に補償を与えることは、財政的

にも行政事務的にも、 また公的負担の公益的性

格からくる反面の受益との関係か らも正当とは

いえない。他方、すべての公的制限に対する補

償を拒否す ることは、 一 所有権およびそれに

準ずる財産権の剥奪や利用の全面的禁止を内容

とする制限について補償を否定することはでき

ない以上 一 、憲法第29条 第3項 の趣旨に正面

か ら反することとなる。 したがって、ある場合

には補償 し、ある場合には補償 しないという使

い分けが必要となる。実務上補償のテクニック

を活用 しうるところでは積極的に活用するとい

う解決が行政サイ ドで望まれ、法律学上も補償

の要否を分けて考えることが広く支持されている、

41補 償の要否を場合によって分けることの

論拠として一般に援用されるのは、憲法第29条

第2項 と第3項 の併記である。すなわち、「財産

権の内容は、公共の福祉に適合するよ うに、法

律でこれを定ある」とする第2項 は、補償を必

要 とする第3項 のそれとは別に、補償を要 しな

い公的制限が存在す ることを前提 としていると

いう解 釈である。これは、公 的制限がすでに

財産権の内容 として くみこまれており、権利者

は、そのような財産権のみを享受 しているとい

う趣 旨に第2項 を解することに解釈論上特別の

問題がない(そ の余の解釈は困難である)こ と

か ら、解釈としては正当ということができる。

法律学では、第2項 と第3項 の併記からうか

がわれる補償の二元的構造を、所有権の内在的

制限と外在的制限の語によって対比的に表現 し、

内在的制限については補償を要 しない、と結論

するが、ここまではいわば憲法の規定を翻案 し

たにとどまる。そのつぎの問題すなわちどのよ

うな制限は内在的かを明 らかにする問題につい

ては、多くの議論がなされているが必ず しも一

致がない。

ここでは、憲法第29条 の解釈論を行なう必要

はないので、同条第2項 について次の点のみを

指摘 し、その上で 「地役」概念の再検討を行な

うことにしたい。

42す でに土地(所 有)の 特性について検討

したところから、《生活と生産の絶対的基礎》
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としての土地 について、独占性、投機的な商品

性、遊休可能性など土地所有の私的性質の名の

もとに捨象され、または放置されてきた諸特性

にかかわる弊害を重視すべきであり、それに対

しては、生存権論に支え られた《公的規制の必

然性》を土地所有権の現代的特性として承認す

る必要がある。憲法第29条 が 「公共の福祉に適

合 して」と定めたのを国土法第2条 が一歩すす

めて 「公共の福祉を優先させ」ると定あたのは、

生存権的要求をいっそう制約するためではなく、

より具体的に保障 しようとする方向での強化と

解せざるをえない以上、少なくとも土地所有に

ついては、・「公共の福祉」の一般的文言のもとに

前述の趣旨での《公的規制》が強化 されて しか

るべきことになる。

いいかえれば、今 日、土地所有権には、《生

存権保障一公共の福祉一公的諸規制》が当然に

前提されてお り、公的制限による負担は私的に

享受する権利の内容であって権利の制限ではな

く原則として補償を必要としない、という考え

方が基本におかれる。

この制限は、当面土地所有権について、それ

をめ ぐる人的関係とはかかわりなく物的に課せ

られる負担であるが、所有権を奪 うものではな

く、また土地を利用する権利を絶対的な方法で

制限するものでもない。む しろ、土地を利用す

る上での公益的な便益を保障するために当該土

地を含めて一定地域の土地に負担を課するもの

であるか ら、この公的制限が私的所有権の内容

として含まれる場合の私法的性質は《地役》

servitudes以 外にない。以下、この《地役》の

法的特徴と類型についてコメン トを行なう。

43土 地所有権に内在する以下の諸負担は、

基本的には《法定地役》であって、《約定地役〉

ではなく、また《人役》で もない。 日本民法に

は《法定地役》の概念はないが、それは大陸法

上の法定地役を 「相隣関係」と表現 しているた

めである。

《法定地役》の語は、他方、その古典的意義

を修正 し、実定法律によって定あ られているも

の以外の諸負担を以下のように広 く一 しか し

当事者の意思によることな く一 包摂する。法

律にかわ って計画で定めるもの(③)の ほか、

行政庁 の個別的行為 によって設定されるもの

(④)、 また当事者の選択によって生ずるもの(⑤)

も含む。

《法定地役》は無償である。補償を必要とし

ない。その存続期間は、永久的なもの、計画の

それに従 うもの、行政庁によって定め られるも

の、等さまざまである。

以下の諸類型にそれぞれ現存の公的諸制限を

どのように分類するかは、今後の課題となるが、

さしあたり、 日本およびフランスの法制度を通

観 しながらひきだせるものを列挙 しておきたい。

① 自然的地役 自然的位置一性状等によって

通常の利用が許されず、または放置すること自

体に保存上の危険が存在す る場合の諸禁止措置

を内容とするもの……原生自然環境保全地域、

自然環境保全地域(自 然環境保全法)。

②相隣的地役 民法上の相隣関係を含み、か

つ、それを法定類型以外に拡張 して、一つの面

または空間としての土地環境を人間の相互的利

用上必要な限 りで保全するためにそれぞれの土

地に課せ られる負担を包摂する……相隣関係、

都計法上の一定の用途地域の設定、建築基準法

上の一定の制限。

③社会的(公 共的)地 役 土地の利用区分を

定め、各区分ごとに整備計画を策定 し、それに

基づいて主として利用上の諸制限を課す もの。

一般に計画=ゾ ーニ ングによる規制はこれに入

る……農振地域一農用地区域、都市計画区域一
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市街化区域 ・市街化調整区域。

なお、これには、利用規制の手法としての取

引規制 も含めて考えてよい。

④行政的地役 公共団体が取得した土地に利

用上の諸制限を創設的に設定 して、再譲渡 また

は利用権設定の形式によって私的利用に委ねる

もの。所有権譲渡の場合には、負担存続期間を

定める(売 渡 し後一定期間の自己耕作義務等)。

利用権設定の場合には権利自体の存続期間を定

め、物権的保護(と くに処分の自由)を 付与す

るが、設定 された諸制限は、権利者によるその

後の物権的行為によっても消滅 しない…… フラ

ンスにおける不動産利用権設定。

⑤代償的地役 一定の政策のもとに③または

④によって課せ られた諸制限の一部をその政策

目的を損 うことがない範囲内で買い戻 し、その

代償として一定の経済的給付を行なうことを負

担とするもの。特例的適用除外を金銭的対価の

支払いによってみとめるもので、一般の土地税

とはことなる……フランスにおける法定上限密

度(P・L・D)。

に対 して、ある用途が禁止され、そのことによっ

て他の用途による利用を事実上強制され る場合

(た とえば、農用地区域の設定)は 、原則とし

て《地役》の概念に含ませて考えてよい。それ

によって生ずる特別の損害については、個別制

度上で補償の要否を検討すべきである。

あとがき

以上の検討に関連 して次の事項に論及すべき

であるが後日を期 したい。

1.農 用地の公共取得補償

2.農 用地供用義務と 「利用増進」

3.農 用地供用義務と 「保有合理化」

4.農 家相続と地価評価

5.土 地所有権論 一 利用権の構成

(東京大学社会科学研究所 助教授)

44上 記の公的負担の諸類型は、あくまでも

《地役》の枠内にとどまるものであって、前述

のように、少なくとも次の2つ の場合はこれに

該当しない。

④所有権の確定的剥奪 これについては、収

用またはそれに準ずる手続1ζより正当補償を必

要とする。所有権の絶対的処分禁止については、

買取請求権を付与する限 り原則として適法であ

るが、 これは、③で述べたところを除いて、《地

役》の概念に含ましめるべきでない。

.⑤利用権の全面的剥奪 土地に関する権利が

所有権であれ利用権であれ、その全面的な剥奪

(利 用行為の絶対 的禁止)は 、収用 またはそれ

に準ずる手続によって補償を必要 とす る。 これ
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