
農地価格の法規制 ・試論

農 地 相 続 を め ぐ っ て

田 山 輝 明

1.均 分相続 と農地価格

2.二 重 地価の差額

1.均 分 相 続 と 農 地 価 格

(1}均 分相続

相続財産は、それが金銭であれ、土地であれ、

その他の労働生産物であれ、被相続人のすべての

子供によって平等に相続されるのが近代国家にお

ける相続法制の原則である。生存配偶者が居る場

合には、通常 これと子供とが共同相続人となる。

したがって相続財産が農地であり、かつ農地相続

に関する特別法が無 い場合には、農地の分割=細

分化が生ず ることは避けられない。

農民の一家が、その子供達の成人後においても、

彼 らの土地を耕作することによって生活する以外

に方法がなか った時代においては、この土地は分

割不可能なもの とされることが多かった。家産制

度や一子相続法制はその典型である。近代社会の

成立に伴って、均分相続制が原則的に導入 された

国においても、農地についてだけは、細分化防止

のための制度が残されていたのは、これが農地な

いしは農業経営の本質に根ざす要求であったか ら

ではないだろうか。

② 農民層の分解と農地 「意識」

の変化

その後農民層の分解がすすんで、農民の子供の

多 くが賃労働者と して都市に流出するよ うになる

と、相続財産と しての農地の有する意義も異った

ものとなってきた。農民層の分解といっても、初

期資本主義の段階におけるものから、日本の1955

年以降におけるようなものまで、その資本主義の

発展段階によってそれぞれ意義を異にしている。

戦前の日本のように不況期になると農村が都市に
る

流出 した過剰労働力を吸収すべき任務を負 ってい

た時代には、矛盾を内蔵 しつつも、「家」制度(家

督相続)が 社会的 ・経済的要求を結合 していたか

ら、均分相続制そのものが確立 しえなか った。

しか し、 「家」制度が廃止 され、均分相続制が
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確立された戦後の日本、とりわけ1955年 以降に

ついては、事情が異なる。当時の経済情勢を前提

とすれば、賃労働者 となった農民の子供が、再び

農村に戻る可能性は極めて少ないから、彼 らにと

っては農地は使用価値 としての農地ではなく、資

産としての土地、すなわち交換価値 としての土地

として現われ る。少なくともそのように意識され

ることになったと言えるだろう。都市近郊の農地

価値が住宅難や資本の設備投資との関連で著 しく

値上りしたこともこの傾向に拍車をかけることに

なった。

要するに、農地が資産に転化するのは 一 少な

くともそのように意識され るようになるのは 一

均分相続制の直接的な帰結と考えるべきではない。

農工間の不均等発展を前提と した農民層の分解 と

都市の発展を媒介として生ずるものと考えるべき

であろう。

③ 農地の二重価格の発生

このように して、農業外の産業が農業に優位す

る社会にあっては、この資産としての農地が、二

重の交換価値 を有する場合が生 じて くる。すなわ

ち、当該農地が宅地や農業よりも収益率の高い産

業用地 として転用される可能性を有 している場合

である。日本 のように農地法による転用規制があ

る場合でも、何年かの内に転用の可能性がある限

り、常に二重価格が問題となる。農用地のままで

の譲渡価格 といわゆる転用価格との二重価格であ

る。転用価格 一 それが潜在的なものであれ一

を生 じせ しめうるような農地の相続人となった非

農業経営者の眼には、相続財産 としての農地は常

に転用価格を有するものとして映るであろう。通

常は、転用価格の方が農用地 としての譲渡価格よ

りもはるかに高いからである。

(4)二 重価格の問題点

右のような場合に当該農地の被相続人が適正規

模 の農業経営 を有 していたとすると、 均分相続

の結果、 農業経営は分割 → 細分化の危機にひん

することになる。相続人の守人か農業経営を一体

として承継 したいと考えても転用価格によって遺

産を評価するならば、共同相続人に均等に分割 さ

れた土地を買戻(方 法は他にもあるか)す ことは

経済的に不可能である場合が多いだろう。しかも、

転用価格を持ち うるような農 地については、 将

来の地価上昇も充分考えられるため、かりに買戻

すことが経済的に可能であっても他の共同相続人

が土地を手離さないという事態 も考えられる。ヒ

れは農地が使用価値として把握されていた限 りに

おいては考えられなかった点であろう。

このように、相続人の一人が農業経営を一体 と

して承継 しようという意志を有する場合でも、農

地の一括承継は二重の意味において困難となって

いるというのが現状である。

そこで農地を適正規模の農業経営用地 として維

持するために、いかなる法規制が必要であり、か

つ可能であるのかを考えてみることにする。

2

(1}差 額は誰に帰属すべ きか

二 重 地 価 の 差 額

農地が、農地としてより優良な土地になったの

が耕作者自身の土地改良等によるのであれば、こ

の地価上昇分は当然に耕作者に帰属すべきであろ

う。 しか し、農地の地価が転用価格の面で上昇す
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る場合については、都市の地価問題 と同様にこれ

を誰れに帰属せ しむべきか、むつか しい問題が生

ずる。

転用価格の上昇が地域社会の発展の結果生 じた

ものであれば、基本的に言 ってそれを土地所有者

に帰属させることは合理的ではない。む しろ原則

として租税等の形式でその地域社会ない し国家が

吸収すべきものである(そ の方法についてはいろ

いろ問題があるが……)。

しか しこれを 日本において実現するには、現代

の土地政策を根本的に変更 しなければならないか

ら、本稿では、 この点を留保 したうえで転用価格

としての上昇地価は土地所有者に帰属するという

現行法制を前提 として考えてみることにする。

② 農地価格の規制

何故農地価格を法的に規制す るのか、という点

について、再度確認 しておく必要がある。それは、

現行法制の枠内において(若 干の立法措置を含む)

適正規模の農業経営を細分化せずに承継 させるた

めに、一定の農地についての価格規制が有効であ

ると思われるか らである。そこで規制をめぐって

生 じて くる二、三の問題点について検討 しておく

ことにする。

川 まずこの種の価格規制を必要 とするのは、

農地として維持するにふさわしい農地に限るから、

当該農地がそうであるかないかについて決定する

ことができなければならない。この場合には、農

地法のように個別農地について決定するのではな

くて、一定の広 さを有する地域 ごとに決定すべき

であろう。これは一種のゾーニングに違いないが、

都市計画法の調整区域のように市街化を抑制する

という観点か らの規制ではな く、集団的な優良農

地を維持 してゆ くための規制であるか ら、少 くと

も20年位の見通 しをもって線引きすべきであろう。

この種の線引きは、長期間にわたって拘束力を有

すべきものであるか ら、土地所有者側 には最少限

度一般法 と農業法の専門家を配置 して、彼 らの権

利が不当に侵害されることのないようにすべきで

あ り、他方において農業行政庁にもこれに応 じて

強力な権限を与えて合理的な線引きを迅速に実施

することができるよ うにすべきであろう。

回 農地の相続に際 しても、農業経営の適正規

模を維持するために、農地は使用価値で評価され

るべきである。農地の使用価値をいかなる方法で

地価に表現するかは、問題のあるところであるが、

その土地の収益を資本還元 した額をもって地価と

考えるべきであろう。

農地相続において農地の価格を収益還元価格で

把握することの第一一のメリットは、農業経営を一

体 として承継 したいと思っている相続人が、分割

された農業資産を買戻すための経済的前提を作 り

出すことにある。もちろん、個々具体的には、こ

の種の価格でも支払えない承継人も居るであろう

が、 「転用価格」に比べれば支払可能性は高まる

と言えよう。

収益還元価格をいかにして決定するか も問題で

あるが、当面は、固定資産税(宅 地並課税の場合

を除 く)を 基準として何倍か したものを もって代

えることも考え られる(1.5倍 という立法例 もあ

る)。 いずれにして も、あまり個別化 ・細分化す

べきではないだろう。

(3)農 地細分化の防止

農地を収益還元価格で一人の承継者の もとに集

中することの合理性は、この農地が承継後 も農業

生 産 に供 され るという点にある。従 って承継者

は最少限度20年 間、右農地を農業の用に供すべき

である。20年 という期間は、できるだけ長い期間

であり、 しか も規制期間として現実性のある期間

という観点か ら考えたものである。法律制度と し

てみて も、取得時効の期間(20年 一 民法第162
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条1項)を 超え る拘束を土地について設定すると

いうのは妥当でないと思われるか ら、20年 間が相

当であると思 う。

右の20年 間の うちに、事情が変 って農地の承継

者が右農地を転用譲渡するときは、その転用譲渡

によって生 じた利益は、その土地の共同相続人で

あった者に対 して配分すべきである。

農地を相続 しない共同相続人に対 して右のよう

な転用利益償還請求権を与え ることによって、富

の一方的な配分を回避す ることができる。このよ

うな制度が設けられていれば、農業を承継 しない

共同相続人が土地に固執することはなくなるだろ

う。なぜな ら、彼は農地を相続 しても当面は転用

することはできないし(ゾ ーニングの効果)、農業

経営を承継 した者が、農業を止め、右農地の転用

価値を実現す ることがあれば、その利益に対 して

配当加入する権利を保障 されているからである。

つまり、農業経営を承継 しない共同相続人は、相

続にさいしては収益還元価格で計算 した農地の相

続分を補償 され、後に右農地の転用価格が実現す

るときは、さらに第二次補償を受 けることができ

るようにするわけである。

(5)お わ り に

この問題は、従来は、一子相続法という観点か

ら、農業資産特例法という形式で議論されてきた

問題である。同 じ問題を農地価格、とりわけ収益

還元価格 と転用価格という二重価格の問題として

取 りあげてみたのである。一定規模以上の優良農

地を集団的に維持 してゆくためには、多面的な検

討が必要であると思われるが、ここではその一側

面からの 「思い付き」を記 してみた。

なお、本稿は、2月27日 から3月1日 の間に行

われた全国農地保有合理化協会の集中討議のさい

の私の発言をもとにして、参加者の方々の御教示

を参考にしてまとめたものである。

(早稲田大学法学部 助教授)

(4)租 税特別措置法の思想

以上で述べたような考え方は、日本の税法では

すでにある程度採用 されている。 「農業相続人」

が農地を相続 した場合に、一定の要件のもとで、

20年間相続税の支払が免除 され、この者が死亡す

るかまたは右20年 を経過 したときは、右相続税は

免除される(租 税特別措置法第70条の6の1項 および

17項等)。 この規定は相続税の負担の重圧のため

に農業経営が細分化 されることのないように配慮

したものである。同様な意味において、右の考え

方を相続税だけではなく、相続法の分野にも応用

してみてはどうだろうか、というのが本稿の趣 旨

である。
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