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第

1章

第 1節

序論
問題の設定
1の

公有水面埋立法は、地域形成計画法

一環 として、埋立事業計画者に

対する都道府県知事の行政処分 により、埋立事業計画者 が、特定の公有
水面を埋立てて、土地を造成 し、制限 された土地所有権 を取得す ること
に関す る実体的及 び手続的事項を定 めた法律である。埋立事業計画者 は
都道府県知事 (以 下、欣日
事」 とする。
)の 行政処分 により、土地造成 し
た埋立地の土地所有権 を取得するのであるが、土地所有権 とは、特定人
が、特定地 の上下 の時空を、法令 の制限内において、自由に利用及 び処
分する権利 である

2。

知事の行政処分 によ り取得された土地所有権 は、公

「埋立法」 とする。
有水面埋立法 (以 下、
)に より制限された士地所有権
となる。 なぜなら、その土地所有権 の取得 の法的根拠 は、知事の行政処
分の根拠法規である埋立法 であ り、 この理立法 は制限 された土地所有権
を付与するための法律だからである。知事の行政処分は、埋立事業計画
者 が私人 の場合 は 「免許」(法 2条 1項 )、 国の場合 は 「承認」(法 42条

1

1こ の 「地域形成計画法」 の概念 は、 国 ンペルの国土利 用計画法、国土形成計画法
等、地域 レベルの都市計画法、土地 区画整理法等 を、地域形成 の観点 と地方分権主
「地域形成」の概念 は、国土形成計画法 (2005
義 の観点から構成概念 したものである。
年)の 「国上の形成」概念 である 「国土 の①利用、②整備及 いЭ保全 (① ②Э筆者
挿入 )」 (同 法 2条 )に 依 るものであるが、 その地域形成計画 の中核 を国ILIl用 計画
法に基 づ く土地利用基本計画の①都市地域、②農業地域、③森林地域、④ 自然公園
地域、⑤ 自然保全地域、の5地 域 にし、それ と関連す る法体系を地域形成計画法 と概
念構成 したものである。その地域形成計画 の要素 を① 土地利用計画、②公共施設の
整備計画、③環境 の保全計画 としたものである。地方分権 主義の観点 とは、地方分
権 一括法 (1999年 )に 依 り、機関委任事務 が廃止 され、土地利用基本計画事務 のほ
とんとが、法定受託事務ではなく、地方自治体の自治事務 とされたとい うことである。
2阿 波連正一「土地所有権の成立 と展開」(法 政研究17巻 3・ 4号 、2013年 )3頁 は、
土地所有権 を特定人が特定地 を法令 の制限内にお いて 自由 に使用収益及 び処分する
権利 であると定義 し、 このような土地所有権 の制立 と展開を考察 している。本稿 で
は、第 2章 において、公有水面埋立法 との関連 において、 よ り具体的 に展開するも
のである。
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項 )と 規定 されて い る。私人 による場合 は免許 とし、国 の場合 は承認 と
して 区別 して い る。 つ ま り、埋立事業計画者 が取得 する制限ある土地所
有権 は、地域形成計画法

3の

一環 で ある埋立法4を 根拠法規 とす る知事 の

埋立て免許又 は承認の行政処分 に依 るものである。
本 稿の 目的は、 この国 の埋立 事業計画 に対す る知事 の埋立て承認 の法
的性質 を考察 す るもので あるが、知事の承 認 は地域形成計画法 の一環 と
しての埋立 法 を根拠法 規 とし、 また、知事の承認の 目的 を制 限 された土
地所有権 の付与 にあるとす るところ、 まず もって、地域形成計画法 と土
地所有権 の制限の問題 を概略的 に考察す る。

第 2節

地域形成 計画法 と土地 所有権 の制 限

第 1款

地域形成 計画 と土 地所有権の制限

地域形成 計画法 の概念 は、国土利計画法 (1974年 )、 国土 形成計画法
2005年 )を 基本として、国土利用計画法 9条 に基づ く土地利用基本計画
〈

3田

中二郎『土地法 (法 律学全集 15‑■ J(有 斐閣、1960年 9月 、以下、日中・『土
地法」 と略記する。
)は 、「国上開発造成関係法」 と概念構成 し、 その内容 を「国土
の開発造成及 び保全 を図 り、 その利用関係 を合理的 に調整 し、進んでその高度利用
を期 し、 もって産 業 の飛躍的発展に資すること」(同 159頁 )の 目的を達成するため
の種々の立法措置及 び行政措置の関係法 (体 系)と する。その要素 として① 「国土
の調査J、 ② 「国上の開発 J、 ③ 「国上の造 成J、 ④ 「国上の保全Jを 構成概念 とす
る。そして、
「国土の造成」 として理
を「土地 区画整理事業の一環 として」位置
'法 環 としての公有水面埋立法J、 この概念構
づ けている。本稿 の「地域形成計画法の一
成 に示唆を受けたものである。
4日 中・『土地法1160頁 は、
「国土 の開発 と並んで、国土の造成―公有水面の埋立干
拓等― も今 日い よいよ重要性 をもつ に至っている。
Jと して国土造成事業に土地区画
整理事業 と公有水面 の埋立事業を位置づ けている。本稿 の公有水面理サ法の位置付
けは、この見解に基 づいて、地方分権主義に基づいて再構成 したものである。以下、
「これ らの事業 は、土地区画整理事業の一環 として、 これ とあ
日中見解 を確認する。
わせて行われ ることもある力ヽ 公有水面埋立法については、別 に古 く大正 10年 に制
定された公有水面埋立法 (大 正 10法 57)が あ り、戦後若千の改正 を経ただけヽ 現
行 の根拠法 として存続 している。 しか し、同法 は、その形式か らい っても内容 か ら
いって も、現在の実情 に即 しない点 が少な くない。
」 と批判する。 この批判は、1973
年改正前 の輝十法 に対するものである。
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上の、①都市地域、②農業地域、③森林地域、④ 自然公園地域、⑤ 自然
保全地域 に関連す る諸法令を、地方分権主義の観点から総合的に概念構
成 した体系上の概念 である。地域形成計画 は、5地 域の諸計画を包括的に
抽象化 した概念 であ り、その諸計画は地域形成計画 の各種計画 となる。
地域形成計画の要素は、(1)土 地利用計画、(2)公 共施設 の整備計画及 a13)
環境 の保全計画である。地域形成計画の本質 は土地利用の適正且つ合理
的規制にあるから、権利 レベルでは、土地所有権の制限 となる。土地所
有権 とは、①特定人が、②特定地の上下の時空を 、③法令の制限内にお
いて 自由に利用及 び処分する権利である。②特定地 の上下の時空は、特
定地面、特定地面上の時空及 び特定地面下の時空の 3側 面 に区別 できる。
地域形成計画法は、 この土地所有権 の客体 である特定地 の 3側 面を法
令 の目的 に従 い各側面の利用を制限す る法令 の体系であるが、特に、地
域形成計画法の基本である都市計画法 は特定地面 と特定地面の時空の利
用を制限する法令の体系である。以下、土地所有権の客体 としての特定
地は、その利用の対象 を特定地面、特定地面上の時空及び特定地面下の
時空を区別 して考察するが、 どの側面かを特定せず、単に特定地 とした
場合 は、 その 3側 面 の総体 として捉えたものである。
なお、地域形成 「計画」法 においては、国土利用 「計画」
、土地利用基
本 「計画」
、都市 「計画」、土地利用 「計画」
、公共施設の整備 「計画」、
「計画Jと なってい るが、 この 「計画」概念 は、
環境 の保全 「計画」等、
一般的な意味での 日標 を達成するための手順、いわば 「青写真」ではな
い とい うことである。
「計画Jの 策定段階 は、たしかに、このような一般
「計画Jが 権限者 によ り決定された段階では、決定段
的な意味であるが、
階で、未来 の計画内容例えば土地利用規制 は効力を持つのである。土地
利用規制 とい う土地所有権 の制限が未来 において効果を持つのではな く、
「土地利用規制計画」(都 市計画の「土地利用計画」
)の 決定段階で土地所
有権 は制限され ることになるのである。何故 ならば、土地利用規制の対
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象 となる土地所有権 の特定地 の利用側面 は特定地面上 の 「時空」だ か ら
である。土地所有権 の本質 は特定地面上下 の時空 の利用 にあ り、 その時
空 を規制す るのが地域形 成計画、従 って都市計画 で ある。 つ ま り、地域
形成計画、都市計画 の 内容 は土地所有権 の制限 (特 に特定地面上 の時空
の利 用規制)で あるとい うことになる。以下、地域形成計画法 の土 地所
有権 の制限 の在 り方 を、地域形成 計画 の要素 である、0)土 地利用計画、
12)公 共施設の整備計画、0)環境 の保全計画 において概観す る。

第 2款

土地利用計画 と土地所有権 の制限

1考 察枠組み
土地利用計画 は、基本 的 に 4段 階 に区別 され る。第 1段 階 の地域 区分
制 は個別規制法 の目的 によ り都市地域等 の 5地 域 区分、第 2段 階 の 区域
区分制 は、都市地域 では、市街地 の整備 を目的 とする土地利用規制、第

3段 階 の地域地区制 は地域又 は地 区を設定 して、 そこでの土地 利用 を規
制す るものであ り、第 4段 階 の地 区計画制 は用途地域制 と建物等の形態
意匠規制 による街 区内 (約 25ha)の 一体的規制、段階的 に区別 す るのが
基 本 である。土地所有権 の客体 である特定地 (地 籍・ 地積 )の 土地利用
規制 とい う場合、 どの側面の利用 規制 か、①特定地面 か、②特定地面上
の時空

(こ

の側面 は、特定地 「上Jと して①特定地 面 を含 むものである。)

か、③特定地面下の時空 かの観点から考察すると、より土地利用計画 が
的確 に理解 で き、また、土地利用計画が土地所有権 の制限であることが
確認 で きる。

2地 域区分制
第 1段 階の地域区分制 は、国土利用計画法 (19744)に 基づ くもので、
個別行政 目的を達成するための個別規制法に基づ く地域区分である。①
「都市計画法J(1968年 )に 依 り都市計画区域 として決定され
都市地域 は、
「農業振興地域の整備に関する法律J(1969
た地域である。②農業地域 は、
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年 )の 目的 を達成す るため決定 された地域である。 この農業振興地域の
農用地 区域 では、原則 として開発行為 が規制 され、 また農地転用 が制 限
され るな ど、特定地面 の土 地所有権 を制限す ることによる土地利用規制

「森林法J(1951年 )に より、国有林、地域
となっている。③森林地域 は、
森林計画対象民有林が地域指定され、そ こに保安林区域が指定される。
この保安林地区では開発行為が制限され、土地所有権を制限することで
保安林 を維持 し、自然災害の防止、水源の涵養 を図ってい る。④ 自然公
「自然公園法」(1957年 )に 依 り、(al国 立公園、(bl国 定公園及 び
園地域 は、
lC)都 道府県立 自然公園区域 が指定される。特定の区域で、一定の行為 が

制限 されるなどして土地所有権 を制限 して、公園の保全を図 っている。
「自然環境保全法J(1972年 )に 依 り、原生 自然環境保
⑤ 自然保全地域 は、
全地域、 自然環境保全地域、都道府県 自然環境保全地域を決定 し、各地
域 の保全 の内容、程度に勘案 して、立入制限地区、特別地区、普通地 区
などの地区を決定 し、立ち入 り制限、地区内の土地所有権 の制限を通 じ
て 自然環境 の保全 がなされているのである。
これらの 5地 域 の諸土地利用計画は、土地利用基本計画 に即 して定め
られ (国 土利用計画法 9条 )る から、 これらの諸計画 は、土地利用基本
計画 によって総合調整 されることになる。

3区 域区分制
第 2段 階の区域区分制は、都市計画 区域内 においては、特定地面の側
面 で土地所有権 が制限される範囲 (土 地利用規制)を 「線引き」す るの
である。都市計画区域内を、市街化区域 と市街化調整区域 に区分 し、市
街化区域では、市街化 の整備 を推進 し、市街化調整区域で は、市街化を
抑制する。市街化の抑制は、建築物等 の建築 に供する目的で行われる土
地の区画形質の変更である開発行為の規制 で行われる。 この開発行為の
規制は、土地所有権の制限の側面では、特定地面の土地利用規制である。
特定地面 の変更 を意味する「土地の区画形質 の変更」の規制だからであ
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る。次 の地域地区制、地 区計画制 は特定地面上 の時空 の利用規制 である。
なお、 この 区域 区分制 は、農業地域 では、農業振興地域 に農用地 区域
として線引 きされ、森林地域 では、保安林 区域 として線引 きされて い る。

4地 域地区制
第 3段 階 の地 域地 区制 は、都市地域 にお いて、 その基本 で ある用途地
域制 を、現在 は、 12用 途地域 に詳細化 して土地利用 を規制 してい る (都
市計画法 8条 、 9条 )。 住居系地域 は、①第 1種 低層住居専用地域、②第

2種 低層住居専用地域、③第 1種 中高層住居専用地域、④第 2種 中高層
住居専用地域、⑤第 1種 住居地域、⑥第 2種 住居地域、⑦準住居地域の

7種 である。商業系地域 は、③近隣商業地域、⑨商業地域 である。工業
系地域 は、⑩準工業地域、①工業地域、⑫工業専用地域である。 この用
途地域による土地利用の規制 は、土地所有権が地域内の特定地上の時空
の利用であるので、用途地域内の建築物 の用途、形態 (容 積率、建ぺい
率、敷地の最低面積、外壁の後退距離、高さ制限、 日影規制)を 制限す
ることで具体化されることになる (建 築基準法48条 )。 土地所有権 は特定
地面の時空の自由な利用であるから、12用 途地域による土地利用規制は、
土地所有権の制限となる。都市計画の土地利用計画 の基本である特定地
面上 の時空の利用規制である用途地域制である。

5地 区計画制
第 4段 階の地区計画制 (1980年 の都市計画法・ 建築基準法の一部改正
によ り創設)は 、第 2段 階の地域地区制

)で は、特定地

(用 途地域制等

面の時空 (敷 地 ごと)の 建築物形態規制であったが、 この地 区計画制 は、
一定の特定地で構成される街区内の建築物等形態規制 を一体的に定める
もので、質的に画期 となる土地利用規制である。つ まり、主 として街区
内の住民等の利用に供 される地 区施設の配置及び規模、建築物 の配置及
び規模、建築物の形態、敷地等に関する事項を一体的 に定める計画であ
る。そして、景観法 (2004年 )が 制定され、街区内の一体的 な計画 の要
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素 に、建 築物等 のデザイン・ 色彩等の形態意匠 も含 まれ る景観計画 を決
定す ることがで きることになる。良好 な街並み景観 の保 全 、維持 の観点
か ら、条例 によ り、建築物等 の形態意匠 も規制す ることがで きるように
なるのである。
この ように、土地利用計画 は土地所有権 の特定地面及 び特定地面上 の
時空の 自由な利用 を多面的 に制 限す ることになる。

第 3款

公共施設の整備

次 に考察す るのは、地域形成計画 の要素 の公 共施設 (都 市施設 )の 整
備計画 と土地所有権 との関係 で ある。 この公共施設 の整備計画 は、 一つ
は、公共施設 自体 の整備 と、他 の一 つ は、 その公共施設 に必 要 な土地 の
確保 である。公共施設 は都市計画法 では都市施設 で あるが、道路、公園、
下水道等である。道路、公園等 の公共用地 は既成市街 地 では確保 が困難
であ り、土 地収用法 に依 る公用収用が必要 となる。道 路、公園等 の公 共
用地のための土地所有権 の強制取得 で、土地 収用法 20条 の事業認定 を受
けたもの とされ る (都 市計画法69条 )。 また、本 稿 は埋立法 を地域形成 計
画法 の一 環 として捉 える もので あるが、 その地域形成計画法 の基本であ
る土地 区画整理法 (1954年 )で は、道路、公園等 の公共施設用地の確保
は、土地所 有権者等 か ら少 しずつ土地所 有権 を譲渡 して もらい これ を公
共用地 にあてる公共減歩制 を活用す ることで公共用地 を確保す る。 つ ま
り、公共施設 (都 市施設 )の 整備 は、土地所有権 の移転 (得 喪)の 問題
を含んで い るのである。
また、具 体的 な道路、公園等 の公共施設 の規 模、配置 は、 土地利用計
画及 麟 境保全 の観点 を総合的 に判断 して決定 され る。例 えば、各 レベ
ルの公園の標準面積 は、街 区内 (25ha)に 街 区公園 (0 2ha)、 近隣住 区

100ha)に 近隣公園
〈
総合公園

(411a)、

(10〜 50ha)で

4ha)、 都市に
地区 (400ha)に 地区公園 〈

ある。またこの街区、近隣住区、地区、都市は
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道路の規 模 で 区域化 されて い る。例 えば、街 区 は補助幹線街路、近隣住
区 は都市幹線街路 で 区域化 されている。 この ような道路、公園、用途地
域 を総 合的 に判断 して、用地が決定 され、当該特定地 に公用収用 され公
有地、国有地 となる。土地所有権 が国等 に移転す るのである。

第 4款

環境 の保 全

1生 活環境 権
第 1は 生活環境 (大 気・ 水・ 静穏・ 日照・ 土壌等 )の 保全 である。特
定上の時空の利用 の側面 において、
「公害対策基本法 」(19670が 制定 さ
れ、事業者 の土地所有権 を 「公害 Jと して規制 し、生活者 の土地所有権
を 「生活環 境権」 として保障す る。 つ ま り、
「
『公害』 とは事 業活動 その
他 の人の活動 に伴 って生ずる相 当範囲 にわたる大気の汚染、水質 の汚濁、
土壌 の汚染、騒音、振動 、地盤 の沈 下及 び悪臭 によって、人 の健康又 は
生活環境 に係 る被害 が生 ず ることをい うJ(2条 )と して生活環境権 とし
「公害」規定 は拡大 され環境基本法 (1993年 )に
て認知 され るので ある。
も基 本的 に継承 され ることになる。

2都 市計画 の土地利用計画 と環境 の保全
都市計画 の土地利用計画 による環境 の保全 は次 の よ うになる。

(D用 途地域制 による環境 の保全 であるが、用途地域制 とは市街化 区域 を
居住地域、商業地域 、 工業地域等 12用 途地域 を指定 して、 その指定用途
地面の時空 を建築物 の形態規制す ることによ り、土地利用 の用途 の混在
を防 ぐことか ら、 日照、通風、 防火、騒音、振動、悪臭、悪臭 な どの公
害 を防止 し、 また、防火、交通混雑 な どの発生 を防 止す る機能 をもつ の
で ある。

(2日 照権保護の、用途地域制上の建築基準法改正 (1980年 )に よる日影
「日影 による中高層建物 の建築物の規制」(日 影規制)で ある。
規制 である。
(31都 市環境 の保全 を目的 とする地域地 区制 に依 るものである。地域地 区

-
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制 として、①風致地区は都市計画法に基づ き、②緑地保全地域・ 特別緑
地保全地区・緑化地域は都市緑地法 (1973年 )に 依 り、③生産緑地地区
は生産緑地法 (1974年 )に 基づ く。地 区計画 レベルで、④歴史的風致維
持向上地区計画は「歴史街づ くり法」(2008年 )に 基づ く制度である。
(41景 観 の保全を図 る地区計画制に、①景観地区では建物の形態意匠を規

制 し、②歴史的風土特別保存地区では、古都保存法 (1966年 )に より、
古都 における歴史的風土の保存に関 して規制 し、③伝統的建造物群保存
地区は文化財保護法14条 (1975年 改正)に 基づ き、伝統的建造物群及 び
これと一体 をなしている環境を保存するための規制である。
(5)騒 音 に対する環境保全 に関 して、地域地区制で、①航空機騒音障害防

止地区及び航空機騒音障害防止特別地区は、航空機騒音防止法 (法 975年
改正)に 基づ くもので、学校、病院、住宅等の建築を規制 して、騒音対
策をする。地区計画 レベルでは、沿道地区計画 は、沿道法 に基 づ き、沿
道整備道路に接続す る土地の区域で、道路交通騒音の防止等を図 るため
に、市街地を整備する地区計画である。

3環 境影響評価法
環境影響評価法 (1997年 )の 目的は、地域形成計画、都市計画 に係 る
事業の実施 に関 して、自然環境の保全を図るために、環境影響評価 の実
施等を通 じて、保全すべ き場所 の改変を避け、あるいは、 これを最小に
するなどの対策を優先 しつつ、適切な対策を講ずるためである。環境影
響評価法 は、開発事業の内容を決定するに当たって、その事業 が環境に
どのような影響を及 ぼすかについて、調査・予測・ 評価 を行 い、その結
果を公表 して、住民、地方公共団体 などが意見を出 し、それらを踏まえ
て環境 の保全の観点 からよ りよい事業計画を作 り上げていこうとする制
度である。

4公 共施設 の適正な配置・ 規模
道路、公園等の公共施設の配置、規模箸 は、区域区分制、地域地区制、
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地 区計画制等 の土地利用計画、及 び環境保全 の観点 を総 合的判断 して決
定 され る。道路、公園等の公共空間、用途地域年の総合 的な判断、騒音、
振動、大気汚染箸 の環境問題の総合 的な判断によ り、公共施設設 の位置、
規 模が決定 され る。
以上、知事 の埋立て承認 を根拠法規である埋立法 を地域形成計画の一
環 として捉え、地域形成計画 は土地所有権 の制限 で あるとい う認識 か ら、
知事の埋立 て承認 は制限 された土地所有権 を付与す る行政処分 である と
す る論理 を展開 した。 この見解 は、知事 は埋立法 を根拠法規 として埋立
て承認 によ り国 に土地所有権 を付与す るわけであるか ら、 この承認 は行
政処分 とい うことになる。ところカミ 私Aの 輝寺事業計画 に対 しては「免
許」 で、 また私人である国民 が取得 す るのは土地所有権 であるか ら、 こ
の免許 は行政処分 そのものであるが、国 に対する知事 の 「承認」 は、国
の内部関係 で あるか ら、 また国 は土地所有権 を取得 で きないか ら、 その
「承認」 は行政処分 ではない とす る見解 が ある。そ こで、次 に、
「免許」ま
たは 「承認」 は どの ような行政処分 で あるかを考察 す ることに しよう。

第 3節

知事の免許又 は承認の意義

行政処分

5は

、公権力 の主体 たる国又 は公 共団体 が行 う行為 に うち、そ

の行為 によって、直接国民 の権利義務 を形成 しその範囲 を確定す ること
が法 律上認 め られて い るもの と定義 されて い る (最 判昭和 39年 10月 29日
民集 18巻 8号 1809号 )。 その内容 の観点 か ら、特許、認可、許可、承認等
「特許Jは 、国民 の法的地位 (権 利能力、特定 の権利)や
に区別 される。

5行 政処分 は事実行為も含み講学上の行政行為 とは異なるが、判例 が行政行為 に近
い定義 としているので、本稿 では、講学上の行政行為概念ではな く行政処分概念 を
使 うことにする。取消訴訟 の対象 になるのは行政処分 だからである。なお、名宛人
は国民 だけではな く国民 に準ず る主体 も含 まれる。例えι
よ 埋立て承認の名宛人 で
ある事業主体が国のような場合 である。私人 と同 じ制限された土地所有権 を取得す
ることになる。
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包括的な法律関係 を設定する行政処分である。私人の埋立 申請 に対す る
「免
知事の 「免許」 は、行政処分 の内容 からみると「特許」 にあたる。
。
許」 は、一般的 に禁止されている行為を行 なえるようにする行政処分で
「認可」は、講学上は、ある者 の法律上の行為 について、
あるからである。
公共機関の同意を効力の要件 として場合 に、その効力を完成させ るため
に公共機関のする同意のことである7。 埋立法27条 1項 は埋立地に関する
権利 の移転又 は設定 は都道府県知事の 「許可」を受けるべ きとしている
が、 この「許可Jは 「認可」の意味である。なぜ なら、理立法28条 は「其
ノ許可 ヲ受クルニ非サ ンハ効カ フ生セス」 と規定 してい るからである8。
「許可」 は、一般的に禁止されてい る行為を特定 の要件を具備 した場合
に、申請 に基づいて、その禁止を解 除する行政処分である。免許 と内容
が同 じなので、法令上 は免許 の語 も用い られてい る

9。

このように埋立法 4条 1項 の 「免許」 は「特許」を意味 し、埋立法27
。 このよ うに、法令上の概念 と同じではない
。法令上、免許 でも内容 は特許あたる。

7こ の同意 は、法律上の行為 の効力を有効に成立させ る行政処分である。
「同意

Jの

概念 は、 ある団体又 は機関 が、他 の者 の行 う行為 について、判断または意思の一致
を表示する単独行為をいい、行政法上、組織法上のものと作用法上のものとがある。
「承認」 力 の機関相互間における同意 とい う場合 に、一般的に用
組織法上 の場合、
'国
「同意」 は対等 の立場にある者相互間において、使用 される。
い られるのに対 して、
作用法上 の同意 は、開発許可申請 に際 しての公共施設 の管理者 の同意 (都 市計画法
32条 参照)等 で あるが、 この場合 の同意 は、第二者 で ある住民等が同意の違法 を主
張 しても、判例 はその処分性 を否定することが一般的である (最 判昭和34年 1月 29
日民集 13巻 1号 32頁 )。 つ まり、作用法上 の同意 は行政処分 ではないのである。 これ
「免許 J「 許
「特許」
に対 して、国の組織相 互 間 の同意 である 「承認」 は、作用上 は、
「認可Jの 行政処分 のいずれかの可能性があることになる。埋立ての「承認」は、
可」
国 の相互間の行政処分であるために免許ではな く「承認」 にした とい うので あるか
ら、行政作用法上の行政処分 としては 「特許」 となる。
8埋 立法13条 の 2の 「許可」 も、埋立地の用途等の変更の効果 を生 じさせ る行為で
「認可」を意味することになる。
あるので、
9法 令上、許可 となっていても、「認可Jの 場合 がある一方、法令上 「認可」でも、
許可 にあたる場合 もある (放 送法43条 1項 等)。 新たに権利能力等 を設定する場合 に
も用 い られる例 もある。例 えば、漁業権 の設定 に関する漁業法 10条 である。ちなみ
に、 この免許 と特許 の違 いは、特許 は取得する権利者が埋立申請 した特定人 である
ことである。
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「許
条 1項 の 「許可」は「認可」を意味する。つ まり、埋立法の「免許」、
可」等の行政処分 は内容 から判断すべ きとい うことになる。行政処分 は
行政作用上の概念 であるが、知事の 「承認」 は行政処分ではない とする
見解 があるので検討する。
国の埋立申請 に対する知事の行為が 「承認」 とされたのは、埋立法成
「承認 とあるは国
立時 (1921年 )は 、国の機関相互の関係だからとする。
の機関相互の関係 なるを以て免許の語を避 けりm」 。その 「承認」を行政
作用法上 の行政処分の場面に移すと 「免許」(内 容的 には「特許」
)と な
「
「
る。 国の機関相互」であるので 免許の語を避 け」たからである。そし
て、 この 「免許」 は埋立事業計画者 に制限された土地所有権 を取得 させ
「特許」を意味する
るので、
・ 。つ まり、知事の埋立申請の 「承認」の行
政処分 レベルでの法的性質 は 「特許」を意味する。それ故、免許基準 と
「特許」 の名宛人
承認基準が同一であ り (4条 1項 、42条 3項 )、 また、
の取得する権利も埋立竣工により埋立地に制限された土地所有権 を取得
するとい う点 で同一 となるのである。 この土地所有権 を、あえて、公法
上の土地所有権、私法上 の土地所有権 に区別すれ ば、 どの土地所有権 か
見解 の分かれるところである。
ここに、 この知事の 「承認」の法的性質論 は、国 (承 認をする国)が
国 (承 認を受ける国)に 「特許」できるかとい う問題 と、国が土地所有
権を取得 で きるかとい う問題の二つの側面を併有 した問題 となり、知事
の「承認」の法的性質論は、原理的に理論的な問題 となるのである。そ
れは、原理的には、中央集権主義 と地方分権主義の問題 として、国 と地
Ю「公有水面埋立法逐条理 由」
(1921〈 大正 10〉 年 )三 善政二 『公有水面埋立法 (間
題点の考え方)J(日 本港湾協会、1970年 )収 録。
・ 行政行為概念 は学問上 の概念である。法律上は処分等 となってい る。行政行為 は、
法律的性質上は、許可、認可、特許等区別することができる。宇賀克也「行政法 I』
(有 斐閣、2013年 、以下、宇賀・『行政法 I』 と略記する。
)、 82頁 以下は、規制行政
における法的仕組み として捉 え、許可制 は禁止 を個別具体的に解除する法的仕組み
とし、許可制は法律行為の効力を補充 して効力を完成させ る法的仕組 とする。
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方公共団体 との事務 の配分の問題 として現れる。中央集権主義、地方分
権主義の視座 の下、埋立事業計画の承認 は、国の直接事務か機 関委任事
務 か、地方分権一括法 (1999年 )に よる機関委任事務廃止後 は、法定受
託事務 か 自治事務かの配分の問題 となる。埋立法 は法定受託事務 として
いる (埋 立法51条 )。 他方、知事の承認 (特 許)に よって取得されるのは
制限された土地所有権 であるが、原理的 な問題 として、国が私法上の土
地所有権 をもつ ことができるかも論点 となる。
このように、知事の埋立て承認の法的性質論は、埋立法が、天皇主権
の中央集権主義下の1921年 に成立 し、そして、90年 後 の現在 は、国民主
権の民主主義国家の地方分権主義の下で、適用環境 と解釈原理 が異なる
なかでの論点 となる。次 に、現在、 どのような知事 の埋立て承認の法的
性質論 が展開 しているかを概観することにしよう。
第 4節

知事の埋立て承認の法的性質諭

この知事 の承認の法的性質論 に関 しては、非埋立権説、埋立権説及 び
土地所有権取得権説が主張されてい る。 また、 この承認の法的性質論は、

埋立法の趣旨・ 目的をどう捉えるか、つ まり、① 「埋立てに関する法律」
か、② 「土地利用に関する法律」か、とい う問題 とも関連す・
る 。知事
の埋立て免許又は承認 により、名宛人である私人又 は国は、①公有水面
埋立ての土地造成 によ り、② 「埋立地の用途」 に制限された土地所有権
を取得するから、埋立法の趣旨・ 目的を① とするか、② とするかは理論
的な問題 となる。したがって、知事の承認の法的性質論 と埋立法の趣旨・
目的論 と理論的に関連す ることになる。
非坦立権説 は、国は公有水面を所有してお り (埋 立法 1条 )、 公有水面
を排他的に支配・ 管理する権利を有しているので、埋立て工事 は国の権
2こ の諭点 を明示 したのは、後述の岩国埋立て訴訟 における広島高裁判決
11月 13日

)で ある。
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限行使 であ り、知事 の承認 によ り埋立 権 を取得す るわ けではな く、知事
の承認 は、埋立 工事 が公有水面 の管理上 何 らか ?の 支障 を生ず るもので
あるか否かを判断するものであるとす る理論 であるЮ。この非埋立権説 は、
埋立法 の趣 旨に関 して、埋 立法の手続 きに従 って制限 された土地所有権
を取得するとい う「土地利用 に関す る法律」とする見解 と埋立ての承認は
埋立 工事 が公有水面の管理上何 らかの支 障を生ず るものであるか否 か を
判断 であるか ら 「埋立てに関す る法律」 で あるとす る見解 に分 かれ ると
「理十てに関す る法律Jと する理論 を採 る。
にとなる。戦後 の非理立権説 は、
次 に、埋立権説 は、知事 の免許 と承認 は同 じ法 的性質 とし、知事 の免
許・ 承認 によ り免許・ 承認 申請者 に、埋立 て をす る権利 (埋 立権 )を 付
与す る とす る理 論 である。埋立権説 は、知事 の免許・ 承認 によ り埋立権
が与 え られ、埋 立工事竣功 の認可又 は通知 によ り埋立地の土地所 有権 が
取得 され る とする理論 である
・ も この埋立権説 は、免許又 は承認 によ り
埋立権 の特許 を私人又 は国 にす る とい う ことにな る。 この埋立権説 は、
「埋立 に関す る法律 Jと 捉 える志 向 となる。土地所 有権
埋立法の趣 旨を、
は、 工事竣功申請認可 の告示 によ り取得 し、知事 の免許又 は承認で取得
す るのは埋立権 で あるか らである。
土地所有権取得権説 は、知事 による埋立 申請の 「承認 は、当該官庁 が、
特定 の公有水面 を埋立てて、土地 を造成 し、 竣功通知 の 日において行政
主体 にJEサ 地の所有権 を取得 させ る権利 を設定する行為である。
」 とする

Ю この非埋立権説 は、
「公有水面埋立法逐条理由」(1921年 )、 「内閣法制局意見」(1953
年)、 三善政二『公有水面埋立法 (問 題の考え方)J(日 本港湾協会、1970年 )233頁 、
建設省河川局水政課監修 『公有水面埋立実務 ハ ン ドブックJ(1995年 、 ぎょうせ い、
2002全 訂 2版 )。 岩国埋立て訴訟・ 山口地裁2012(平 成24)年 6月 6日 判決。
̀阿 部泰隆「行政法解釈学J(有 斐閣、2008年 )212頁 、「公有水面埋立法による埋立
免許は埋立権、同じく竣功認可は土地所有権 を与える (公 水 16条・ 17条・ 24条 )Jと
定義する。本田博利 「公有水面理十法における国の原状回復義務 の有無 について (意
見書)J(愛 媛法学会雑誌 第40巻 1・ 2号合併号、2014年 3月 )■ 9頁 以下。岩国埋
立て訴訟・広 島高裁判決 (2013年 H月 13日 )も 内容的には埋立権説 と考えられる。
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「承認」を 「特許」 とみている。なぜなら「承
理論である°。 この説 は、
認」を 「竣工通知の日において、行政主体 に埋立地の所有権 を取得 させ
る権利を設定する行為Jと しているからである (以 下、土地所有権取得
「承認」は行政処分の側面 では「特許」を意味す ること
権説においては、
を前提 とするが、以下 の叙述では「承認」 のまま使用する。
この土地
)。
所有権取得権説 は、知事の承認 は、埋立地の 「所有権を取得 させ る権利
を設定する行為」 としているので、土地所有権 の取得 が 目的 となるが、
埋立権説が土地所有権取得の根拠 としてい る工事竣功の申請認可 はどの
ように位置付けられるか。それ は、停止条件 として位置づ けられること
になる。 この説 は、土地所有権 の付与が知事 の承認 の目的であるので、
埋立法の趣旨は「土地利用に関する法律」 となる。 なお、 この説 が理論
化された1959(昭 和29)年 時 は知事の承認は機関委任事務である。
ところで、土地所有権取得権説 は、知事 は埋立て承認 によ り埋立事業
計画者 に埋立工事竣功を停止条件 として土地所有権 が付与されるが、 こ
れは、知事が与えるのではなく、その承認 の根拠法規である埋立法 4条

1項 (42条 3項 )の 免許・ 承認基準を充たす ことで土地所有権 を付与す
るのであ り、土地所有権付与 の根拠 は埋立法 にあるのである。行政処分
は根拠法規 に基づいてなされるとい う法律 による行政の原理 の要請であ
る。民主主義国家の法治主義の法律による行政の原理は、行政の存在根
拠 である。埋立事業計画者が理立地の土地所有権 を取得する法的根拠は
埋立法にあ り、その埋立法は国会 の承認をえてお り、その国会 は国民 の
代表機関であるので、最終的な根拠は、国民 自身 にあるからである。つ

山口員弘・ 住田正二 『公有水面埋立法』(日 本港湾協会、 1954年 )329頁 。日中・
「埋立等の免許は、埋立の竣工認可 を条件 として埋立地の所有権
「土地法J161頁 は、
「免許」 に
を取得 させ る行為 である」 と明確 に土地所有権取得権説 を採 る。そして、
「特許Jで あるとする。
「公有水面埋立法 は、公有水面の埋立又 は干拓を国の
ついて、
特許企業 とし、国 の機関 としての都道府県知事 の免許―公企業 の特許 の性質を有す
る一又 は承認 (国 力理 立 をする場合)を 得て これをなすべ きものとする」(同 161頁 )。
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まり、坦立事業計画者の埋立地の土地所有権取得 の法的根拠 は、私人 は
「埋立ノ免許 ヲ受ケタル者ハ其 (埋 立竣工認可)ノ 告示 ノ日二於テ埋立地
「埋立竣工認可ノ告示」を
ノ所有権 フ取得ス」(埋 立法24条 1項 )で あり、
「埋立二関スル
停止条件 として私人は土地所有権を取得 し、他方、国 は、
エ事竣功 シタル トキハ当該官庁直二都道府県知事二之 フ通知 スペシ」(埋
立法42条 2項 )と あるので、国は、その「通知」を停止条件 として土地
所有権を取得 し、国有地 となり、国有財産18条 で規制 されることになる。
したがって、本質的 な問題 は、行政法的には、埋立 申請 の免許・承認
の事務 の分担の問題、つ まり、国の直接事務、機関委任事務、法定受託
事務、自治事務のいずれ とすべ きかとい う問題 とな り地域形成計画 にお
ける知事の権限の意味 と性質 の問題 となるところ、知事の承認の法的瑕
疵の論点 としては、埋立法 4条 1項 の免許又 は承認基準 をどう解釈す る
かとい う問題になる。
以上、知事の埋立て承認 の法的性質論の問題は、原理的にも、政策的
にも、政治的にも、また理論的にも多面的な論点を内包 している。次 に、
このような他面的、重層的な問題をどのような観点からアプローチすべ
きかを検討することにしよう。

第 5節

考察の視座

多面的で重層的 な知事 の埋立て承認の法的性質論を考察するにあたっ
ては、以下の 4論 点 からのアプローチが効果的であると考 える。
第 1の 論点は、知事の埋立て承認 の根拠法規である埋立法の趣旨は何
「埋立に関す る法律」か「土地利用 に
か、である。 この論点 に関 しては、
「土地利用 に
関する法律」と捉 えるかで基本的に対立 している。本稿は、
関す る法律」 と捉 える。地域形成計画における土地の造成 を目的 とし、
またその観点から埋立法は構成 されていると考 えるからである。そこで、
埋立法の趣旨が 「土地利用 に関す る法律」であると捉えると、 これは地
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域形成計画法 を意味 し、地域形成計画 は土地所有権 の制 限 で あるところ、
この ような制 限 に服 す る土地所有権 とは何 か、 が論点 となる。 この論点
は、第 2章 「土地 所有権 と公 有水面埋立法」で考察 され る。
第 2の 論点 は、 土地所有権制限の法体系である地 域形成計画法 とは ど
の よ うな法であ り、 その中身である地域形成計画 とは何 か、である。公
有水面の埋立 てが地域形成計画 の一環 として捉え られ、 その地域形成計
画 は土地所有権 の制限 である とする と、地域形成計画 は、埋立法 と土地

所有権 の制限を媒介 とすることになる。つ ま り、埋立法を根拠法規 とす
る知事の埋立て承認 は制限された土地所有権を付与するとい うことの理
論的説明となる。 したがって、地域形成計画 とは何か、が論点 として浮
かびあがることになる。地域形成計画は、国土の均衡ある発展 と公共の
福祉 の増進 を目的 として、地域住民 の健康 で文化的な生活を実現すると
ともに地域活性化 のため機能的な地域活動を確保す るための計画 である
(国 土利用計画法 2条 、国土形成計画法 3条 、都市計画法 1条 、 2条 参

照)。 この地域形成計画 の要素 は、0)土 地利用、(2公 共施設の整備及 431
環境 の保全 に関する計画である。 また地域形成計画事務 は、地方分権一
括法 (1999年 )に 依 り、 ほとん どが国の機関委任事務から地方 自治体 の
自治事務 となり、知事の埋立て承認は地域形成計画を決定する判断とな
るのである。地域的形成計画法の一環 としての埋立法を明らかにする論
「地域形成計画法 と公有水面埋立法Jと して考察
点 は、第 3章 において、
する。
第 3の 論点 は、知事の埋立て承認の 目的は何 か、である。この論点 は、
知事の承認の法的性質論 であるが、非埋立権説、埋立権説及 び土地所有
権取得権説 が対立 している。本稿 は、その法的性質論を多面的に考察す
るものである。 この知事の埋立て承認 は、その根拠法規である埋立法を、
この埋立法は地域形成計画法 の一環 である、 この地域形成計画法は土地
所有権制限の法体系である、 とい うように重層的構造的に捉えると、知
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事 の埋立て承認 の法 的性質 は、土地所有権取得権説 となる。知事の埋立
て承認 の法的性質 とは何 か、 の論点 は、第 1の 土地所有権 とは何か、第

2の 論点、地域形成計画法 とは どの ような法 か、 を集約 したものである
とい うことになる。 この論点 は、第 4章 にお いて 「知事 の埋立て承認 の
法的性質諭 の展開」 として考察 され る。
第 4の 論点 は、埋立法 を地域形成計画法 の一環 と捉え、 その埋立法 を
根拠法規 とする知事の承認 の法 的性質 は制限 された土地 所有権 の付与 に
あるとする観点か ら、知事 の免許又 は承認 の判断基準 (埋 立法 4条 1項 )
を、 どう解釈す るか、 である。地域形成計画 の一環 である埋立法 は 「土
地利用 に関す る法律」 と捉 え られ、知事の埋立て承認の 目的 は、地域形
成計画 の制限された土地所有権 の付与 にあるところ、知事 の免許・ 承認
基準 は、地域形成計画 の要素 である土地利用計画、公共施設 の整備計画
及 錢 境 の保全計画 の観点 か ら判断 されることになる。特 に、埋立 てが
埋立地の用途 (工 業団地 、飛行場等 )を 目的 とす ることか ら、 当該地域
において、地域形成計画 の拠点事業 となる ところ、埋立地の用途が、知
事 の埋立 て承認 の 目的 となる。現在、問題 となってい る沖縄県 名護市 の
辺野古沿岸域 の埋立承認 の法 的問題 は、普天間米軍飛行場 を辺野古埋立
地 に移設す る 目的 であ り、埋立地 の用途 は 「米軍飛行場基地」 となるか
「米軍飛行場基地」 の建設 を
ら、知事の承認 は、地域形成計画 において、
認 めることを意 味す る。 したがって、知事 の埋立て承認 の判断の本質 は、
米軍基地 の集 中す る沖 縄本島 に新 たに 「米軍飛行場基地」 を建設するか
否 かにあ り、 その決定 権を、地域形成計画 の政治責任 を負 う知事 が もっ
てい るとい うことで ある。沖縄 の過去 、現 在、未来 を決定する ことを意
味す る。 この論点 は、第 5章 にお いて、総括 として 「沖縄県知事 の辺野
古埋立 て承認 の法 的瑕疵」 として考察 す る。

4・lは 、このよ うな 4論 点 から、多面的重層的な知事の理す て承認 の法的
性質 を考察するものである。この 4論 点の考察 の構成 は次の とお りとなる。

―‑
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第 6節

本稿 の構成

「土地所有権 と公有水面埋立法」の関連を考察
まず、第 2章 において、
する。知事 の埋立て承認 の趣旨が埋立事業計画者 に制限された土地所有
権 を取得 させることにあるとすれば、公有水面埋立法が制限された土地
所有権の構成 となっていなければならないからである。まず、本章の考
「土地所有権 の意義 と構成
察 の内容 と意義を説明する (第 1節 )。 次 に、
要素」(第 2節 )を 考察す る。知事免許・承認 によ り埋立事業計画者 は制
限された土地所有権 を取得するとい うのであるから、その土地所有権 と
はどのような権利かを概観する必要があるからである。さらに、土地所
有権 の各構成要素を検討 し、土地所有権の制限 と土地所有権 の現状を確
「土地所有権 の主体」(第 3節 )、 次に 「土地所
認す ることになる。 まず、
有権 の客体」(第 4節 )、 そして 「土地所有権 の内容J(第 5節 )を 考察す
る。 さらに、本章 の特徴 である土地所有権 の制限を「土地所有権 の公共
性」〈
第 6節 )と して考察 し、 また、制限された土地所有権がどのように
公有水面埋立法に組み込 まれているかを「公有水面埋立法 と土地所有権」
(第

7節 )で 考察する。 この考察 によ り、知事の埋立免許・ 承認 の段階だ

けでな く、公有水面埋立法の全体 が市J限 された土地所有権取得 の過程で
「沖縄 の米軍基
あることを確認することができる。以上の考察を踏まえ、
地 と土地所有権J(第 8節 )を 考察 し、最後 に小括 とする (第 9節 )。
「地域形成計画法 と公有水面埋立法」を考察す る。地域形
第 3章 では、
成計画 は土地所有権の制限であるが、その地域形成計画が公有水面埋立
法 に組み込 まれてい るか、問題 となる。つ まり、地域形成計画 は、①土
地利用の計画、②公共施設の整備計画、③環境 の保全計画を要素 として
い るが、 この 3要 素が、公有水面埋立法に組み込 まれてい るかとい う問
「総説」(第 1節 )と して地域形成計画法を概念構成する
題である。 まず、
「地域形成計画法の概念」(第 2節 )に おい
意義を考察することを述べ る。
て、全国計画、都道府県計画、市町村計画の三層構造を確認 し、都道府

‑21(362)一

法政研究19巻 3・ 4号

(2015年 )

県計画 レベルで基本 となる土地利用計画が策定、決定されることを踏ま
え、その地域区分を、国土利用計画法に依 り都市地域、農業地域、森林
地域、自然公園地域、 自然保全地域に区分する 「地域区分制」(第 3節 )
「都市地域」(第 4節 )を 考察する際に、地域形成計
を考察する。そして、
｀
画の内容である土地利用計画、公共施設 (都 市施設)の 整備計画及 し
環
境の保全計画に従 って、現在 に都市計画の現状を確認する。そ して 「土
「地域地区制」及 び 「地区計画制」 と段
地利用計画」力 「区域区分制」
、
S、

階的に区別 され、各段階を土地所有権の制限との関係で考察する。次に、
「自然環境保全地域」(第 6節 )と して、森
「農業地域」(第 5節 )、 そして、
林地域、自然公園地域及び自然保全地域 をまとめる。 また、地域形成計
画の決定権限、規制権限の問題を「地域形成計画 と地方公共団体」(第 7
「地域形成計画法 と公有水面埋立法」(第 9
節)と して考察する。そして、
節)に おいて、地域形成計画の要素である土地利用計画、公共施設 の整
備計画、環境の保全計画の観点から公有水面埋立法を考察する。そ して、
小括 として纏 める (第 9節 )。
第 4章 では、欣口
事の埋立て承認の法的性質論の展開」を考察する。多
面的重層的 な論点を内包 している知事の承認 の法的性質論を分析するも
のである。 まず論点の考察の概要を述べ、そして次 の 5つ の分析視点を
「埋立てする
提示する。第 1に 、知事の承認の法的性質 (趣 旨)は 何 か、
権利」か 「土地所有権 を取得 させること」 かである。第 2は 、国の機関
相互の細職法 の場面 の 「承認」 は、行政作用法 の場面ではどのような行
政処分 となるか。第 3に 、私人 は、埋立竣工 申請認可の告示の日に 「埋
立地ノ所有権」(埋 立法24条 )を 取得すると明示 してい るが、国による土
地所有権 も同じ土地所有権 か。第 4に 、地域形成計画法の一環 として埋
立法を提えているか。埋立法 の持つ「埋立てに関す る法律」 と「土地利
用に関する法律」の側面のどちらを本質的 なものと捉 えているか。第 5
は、知事 の承認の法的性質論 が、免許承認 の基準 にどのように影響 を与

- 22 (367) *

公有水面埋立法 と土地 所有権

えるかである (第 1節 )、 まず行政実務 で一般的である「非埋立権説の展
開J(第 2節 )、 次 に「埋立権説の展開」(第 3節 )、 そして 「土地所有権取
得権説の展開」(第 4節 )を 分析的に検討する。最後 に、小括 として纏め
る (第 5節 )。
「土地所有権 と公有水面埋立法」(第 2章 )、 「地
第 5章 は、総括 として、
域形成計画法 と公有水面埋立法」(第 3章 )、 及び「知事の埋立て承認 の法
的性質論の展 開」(第 4章 )の 考察を踏 まえ、沖縄県知事 の辺野古沿岸域
の埋立て承認 は、 どのような法的瑕疵があるか、を考察する。
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第

2章

第 1節

土 地 所 有 権 と公 有 水 面 埋 立 法
総醜

知事 の埋立ての承認 は、特定 の公有水面 を埋立てて、土地造成 した埋
立地 の工事 竣功 によ り、埋立事業者 の国 に、制限 された土地所有権 を取
得 させ る権利 を設定 する行為 で ある。本章 は、 この知事 の埋立て承認 の
目的である土地所有権 に関 して考察す るものである。
土地所有権 とは、特定人 が特定地上下の時空 を法令 の制限内にお いて
自由 に利用及 び処分す る権利 である。 土地所有権 の内容 である土地利用
の適正かつ合 理性 は、地域 にお ける、土地利用 の規制、公共施設 の整備
「土地利用の適正且 つ合 理性 」
及 び環境 の保 全 との総合調 整 を意味す る。
は 「土地利用 に関す る法律 」 である国土利用計画法、国土形成計画法 、
都市計画法、土地 区画整理法等 を規定す る。 そ して、埋 立法 も、 その流
れにある法律である。 したがって、埋 立法 は、地域形成計画 の要素 であ
る土地利用計画、公共施設 の整備 計画及 0環 境 の保全計画 を規定 してい
ることになる。地域形成計画 は土地所有権 を制限す ることによ り合理的
な地域形成 をす るのである。
本章 では、 その土地所有権 とは どの よ うな権利 であるか を考察す る。
この考察 によ り、土地所有権 が地域形成計画 の法 的基盤 で あ り、 それは
地域形成 において、土地利用 の規制、公共施設 の整備、環境 の保全 とし
て現 れる ことが確認 で きるのである。次章で は 「地域形成 計画法 と公有
水面埋立法Jを 考察 す ることになるが、 そ こで地域形成計画法 の一環 と
して公有水面埋立法 があることを確認す ることによ り、知事 の担 十 て承
認 が地域形成 計画 の一環 であ り、 それ故 に、知事 は、地域形成 に権限 と
責任 を持 つ のである。知事 の埋立 て承認 の本質 は、知事の地域形成計画
における権限 と責任 を示す もの で ある。
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第 2節

土地所有権の意義 と構成要素

第 1款

土地所有権 の意義

土地所有権 とは、①特定人が、②特定地を、③法令の制限内において
自由に利用及 び処分する権利である。 この土地所有権の定義 は、民法206
条の所有権 の定義 と民法207条 の土地所有権 を概念構成 したものである。
「所有者は、法令の制限内において、所有物を自由に使用、
民法206条 は、
「所有者」
収益及 び処分する権利を有するJと 定める。所有権の主体は、
となってい るので、人、一般 ではな く、特定人 であ り、権利 の客体 は、
物一般 ではな く所有物であるので、所有 している特定の物 である。 した
がって、権利を構成す る①権利 の主体、②権利 の客体及 凛Э権利 の内容
で再定義す ると、土地所有権 は、①特定人 が、②特定物 を、③法令の制
限内において 自由に使用、収益及 び処分する権利 となる。
「土地の所有権 は、法令 の制限
そして、民法207条 は、土地所有権 を、
内において、その土地の上下 に及ぶ。
」 と規定す る。土地所有権 は「土地
の上下 に及ぶJと するのは、地面だけでなく地下、地上に及ぶ ことを意
味 し、かつ土地は平面 であ り、その上下に及ぶ となるから、土地は地面、
地上空間及 び地下空間の 3側 面を分析 できる。つ まり「土地の所有権は、
平面的に地表についてのみ認 められるのではなくて、立体的 にその上下

なる空中および地下に拡がる」。そして、特定人が所有する「特定物」が
土地であるので「特定地」となる。したがって、土地所有権の客体であ
る②特定地は、特定地面、特定地面上の空間及び特定地下の空間の3側
面となる。
また、土地所有権 の内容 が 「使用、収益及 び処分する権利」 で 「使用、
収益 す る」権利 で あることか ら、時間 を包含 す ることにな り、時間 と空
間 が独立 し関係 す る 「時空」 とい う 4次 元 の世界 とい う ことになる。故

l末 川博「物権法』(日 本評論社、1956年 以下、末川・『物権法Jと 略記する。)286頁 。
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に、土 地所 有権 の客体 とな る 「特定 地」 は、特 定地 面 、特 定 地上 の時 空
及 び特 定地 下 の時空 を使 用、収益及 び処分 す る権 利 とな る。 したが って、

土地所有権 は、①特定人 が、②特定地の特定地面、特定地面上の時空及
び特定地面下の時空を (以 下、たんに「特定地」 とい う場合 は、 この三
側面をもつ全体概念 とする。
)、 ③法令 の制限内において 自由 に使用、収
益及 び処分 する権利 と定義される。
なお、土地所有権の内容である③法令の制限内において 自由に使用、
収益及 び処分す ることに関 して、特定地の 「使用、収益」 を「利用」 と
「土地利用」とし、処分については、そのまま
し「特定地 の利用」又 は、
「処分」とする。土地の 「使用、収益」は土地に関す る権利及 0琺 律 にお
「土地利用Jと されているのが一般的だからである。また、使用
いては、
と収益 の区別 は、動産 においては意味があるが、土地に関 しては使用収
益 として一体化 し、それを「利用Jと して概念化 した方が現実 の土地の
使用、収益 を捉えるのに適切であるからである。 したがって、土地所有
権 は基本的には土地利用権 と土地処分権により構成 されることになる。
第 2款

土地所有権 の内容 (土 地利用権 と土地処分権)

土地所有権 の内容 は土地利用権 と土地処分権である。 この土地利用権
と土地処分権 の関係 について確認す ることにしよう。
土地利用権 は土地所有権者が持つのが基本であるが、土地処分権によ
り土地利用権 は他者 に移 る場合 がある。土地処分権 は、第 1に 土地所有
権の移転、第 2に 、土地所有権以外の権利の設定に区別できる。
第 1の 、①土地所有権の移転 とは、売買、相続、取得時効等により土
地所有権の主体 が変更す ることである。一方が土地所有権を喪失 し他方
が土地所有権を取得する。土地所有権 の得喪である。
第 2の 、土地所有権以外の権利の設定であるが、設定される権利 は土
地利用権

(用 益権)と

担保権に区別 される。①土地所有権者による土地
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利用権の設定は、②地上権、③地役権、④永小作権等の用益物権 と、⑤
土地賃借権、⑥土地使用借権の債権である。担保権の設定は、⑦質権、
③抵当権等の担保物権である。
まず、土地利用権の設定であるが、土地所有権者 と土地利用権者が別
になることを意味する。土地所有権者は処分権 により、②地上権、③弛
役権、④永小作権等の用益物権の設定、及び⑤土地賃借権、⑥土地使用
2(契
借権の債権設定
約)に より、②Э④◎⑥の権利者が土地利用権 をも
つ ことになる。②◎Эは土地所有権者以外の物権であるから他物権 とな
「借地権」は、建物の所有を
り、用益物権 として制限物権 となる。なお、
目的とする②地上権又⑤土地賃借権である (借 地借家法 2条 )。 建物の登
記で土地所有権者 に対抗で きる (借 地借家法10条 )。 この借地権は、都市
計画の土地利用計画、公共施設用地、市街地開発事業計画において、土
地所有権 とともに利害関係の深 い権利である。土地利用規制を受けるの
は借地権者 とい うことになるからである。
次に、担保権の設定についてであるが、土地所有権者 は、土地所有権
のもつ交換価値の側面を活用するために、⑦質権、③担当権 の約定担保
物権を設定する。この⑦③ の約定担保物権は、土地所有権の交換価値を、
条件付きで支配 している。⑦質権は、法的には当該特定地の占有を移す
ので、土地所有権者は土地利用権を失い、質権者が土地利用権を持つ こ
とになるが、実際には、土地所有権者が使用貸借契約により⑥土地使用
借権の土地利用権 をもつ場合 が多い。他方、③抵当権 は、占有を移転し
2「

設定」 は、他物権・ 制限物権の設定のように物権契約 に用 い られるのが一般的で
あ り、賃貸借契約 に依 る土地賃借権の設定には違和感があるが、対抗力を具備 した
土地賃借権 は物権化傾向 (準 物権 )に あ り、 また借地権 として物権の地上権 と同 じ
扱 いされているこ とから、設定 とした。 また、民法206条 の所有権 の内容 で ある「収
益 」 は賃貸 による賃料を含む解釈が通説であるが、本稿 の土地賃貸借 は土地利用権
の 「処分Jと して、独 自の解釈 をとって いる。土地賃貸借契約 によ り土地賃借権 と
い う地上権並みの土地利用権 を取得するので、土地所有権 においては、
「処分Jに 位
置づ けたものである。
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ないので、土地所有者 は土地利用権 を保持 し、担当権者 は条件付 きで当
該土地所有権 の交換価値 を支配することになる。 この⑦質権、③抵当権
を設定 している土地所有権者 は、被担保債権が弁済されない場合 には、
◎ その担保 権の実行である競売手続 きを経て、当該土地所有権が競落人
に移転す ることにな り、土地所有権者 は土地所有権を喪失することにな
る。つま り、 このような⑦質権及 aЭ 抵当権の⑨担保権実行による土地
所有権移転 は、担保物権 とい う法制度による土地所有権 の競落人への移
転 とい うことになる。
これらの土地所有権 と関係す る諸権利 は、埋立地の土地所有権 の移転
及ι
戦 定に関 しては都道府県知事 の許可を必要 とする (埋 立法27条 )。 そ
の内容 は次のように規定されている。
「埋立地ノ所有権 フ取得 シタル者ハ其 ノー般承継人Э当該埋立地二付所
有権 ヲ『移転』 シ又ハ②地上権、⑦質権、⑥使用貸借 二依ル権利若ハ⑤
賃貸借其 ノ他 ノ使用及収益 フロ的 トスル権利 フ「設定』セシム トスル ト
キハ当該『移転J又 ハ『設定』 ノ当事者ハ国土交通省令 ノ定ムル所二依
り都道府県知事ノ許可 ヲ受 クベシ但 シ左ノ各号 ノー ニ該当スル トキハ此
ノ限 リニ在 ラズ」(00Э ◎ 0、 「』筆者挿入)。 これらの権利 の移転又 は
設定は契約 (物 権契約、債権契約)に よるものである。本条が「当該『移
転J又 ハ「設定』 ノ当事者」 となってお り、埋立法施行規則 13条 は許可
申請書の様式第 8と して、申請者 を、権利を移転又 は設定 しようとする
住所・氏名・印)と 権利 の移転又 は設定の相手方 (住 所・ 氏名・ 印)
者 〈
としているからである。従 って、権利 の移転又 は設定 が当時者 の意思表
示の合致 (契 約)に よらず法制度 (担 保権制度等)に よる場合、又 は他
の法令 で制限されてい る場合 には都道府県知事 の許可は不要 とい うこと
になる。 この規定が、上述 の埋立法27条 の 「但 シ左ノ各号 ノーニ該当ス
「左ノ各号」 は
ル トキハ此 ノ限 リニ在 ラズ」である。
「一 権利 ヲ取得スル者 ガ国又 は公共団体 ナル トキ
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二 滞納処分、強制執行、③担保権 (③ 抵当権等)の 実行 トシテ競
売 (其 ノ例 二依ル競売 フ含 ム)又 ハ企業担保権 ノ実行 二依 り権
利ガ移 転スル トキ
三 法令 二依 り収用又ハ使用セランルル トキ」(◎Э抵当権等)筆 者
挿入)。

1号 は国又 は公共団体 は法令で権利の譲渡 が制限されている

(国 有財

産法18条 、地方自治法238条 の 4)の で、重ねて知事に許可を受ける必要
がないからである。

2号 、 3号 は、法制度 による権利の移転だからである。⑦質権、③抵
当権の⑨担保権実行 による土地所有権移転 は、担保制度によるものであ
る。滞納処分 は税法、強制執行は民事執行法、企業担保 は企業担保法に
よるものである。
そ して、知事 の許可 を受 けない権利 の移転又 は設定 の効 力 に関 して、
埋立法28条 は、次 の よ うに定 めている。
「埋立地 二関 スル権利 ノ移転又 ハ設定 ニ シテ前条第 1項 ノ許可 フ受 クベ
キモ ノハ 其 ノ許可 フ受 クル ニ非サ レハ効カ フ生セス」。

この規定で注意すべ き第 1点 は、前述 の①土地所有権 の移転 と②地上
権 ,⑤ 土地賃借権・⑥土地使用借権・⑦質権 。③抵当権 の設定を纏 めて、
「埋立地 二関スル権利 ノ移転又ハ設定」としていることである。土地所有
権を基点 とした権利であるからである。
第 2点 は、都道府県知事 の 「許可」 は「認可」 を意味することを示 し
「其 ノ許可 フ受 クルニ非サ ンハ効カ フ生セス」 と規定 して
た条文 である。
いるか らである。 この内容 は「認可」の行政処分 である。
以上から、土地所有権は①特定人が②特定地を②法令 の制限内におい
て 自由に利用及 び処分す る権利 である。②特定地を③ 自由に利用及 び処
分する権利 であるということは、特定地 の利用及 び処分が特定人の 自由
な意思 に基 づ くものであ り、その利用及 び処分 は、その自由な意思 の発
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現形態 であ り、レU用 J、 及 び 「処分」 は本質規定 ではないので、本質 規
定 は 「利用」、及 び 「処分 」 の本質概念 で ある 「支配」 となる。 そして、
自由 な支配 は、社会関係 においては、他人 の干渉 を認 めなぃ とい う排他
性 を意味する。 つ ま り特定地の 自由な支配 は他者 との関係 である社会関
係 においては排他的支配 を意 味す ることになる。 ここに土 地所有権 を本

質規定すれば①特定人が②特定地を③法令 の制限内において排他的に支
配する権利 となる。法令 の制限内とは、 自由な支配の側面ではその自由
の制限となり、排他的支配の側面では、他者 による干渉を意味す る。個
人の自由を制限 し、他者 の干渉を容認する根拠は公共 の福祉 とい うこと
になる。その公共の福祉の内容が法令 とい うことになる。知事の埋立て
免許・ 承認 によ り取得 された土地所有権 が制限されたものであるのは、
知事に免許・ 承認の行政処分の根拠法規である埋立法を根拠 とすること
になる (憲 法22条 1項 、29条 2項・ 3項 )。 つ ま り、埋立事業者が土地所
有権を取得するのは埋立法であり、またその制限も埋立法 とい うことに
なる。

第 3款

土地所有権 の構成要素

土地所有権 とは、①特定人 が、②特定地の上下の時空を、③法令の制
限内において 自由に利用及 び処分する権利である。 この土地所有権を権
利の構成要素の観点からみると、土地所有権の、①権利 の主体 として「特
定人」
、②権利 の客体 として 「特定地」
、③権利の内容 として 「法令の制
限内において 自由に利用及 び処分する」 こととなる。土地所有権の客体
である「特定地」は、前述のように、特定地の上下の時空であ り、それ
は、特定地面、特定地面上の時空及 び特定地面下の時空の 3側 面 に区別
で きる。 また、土地所有権の内容に関 しては、原則 として、自由に利用
及び処分することであ り、例外 として法令 により、利用及 び処分する自
由は制限されることになる。 この原則 と例外 の法文上の表現が 「法令の
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制限内にお いて 自由に利用及 び処分 す る権利 Jと なるのである。但 し、
特定人 が国 の場合 つ ま り国有地 の場合 には、原則 として国有財産法 18条
で制限 され、 その制限の解 除 が法令 によるとい うことになる。以下、土
地所有権 の主体、客体及 び内容 を考察す る。

第 3節

土地所有権 の主体 (特 定人 )と 現状

第 1款

特定人 の意 義、分類

1特 定人 の分類
特定人 は権利能力 を有する者 で、 自然人 と法人、法人 は私法人 と公法
人 に区別 され、公法人 は国 と地方公共 団体 に区
=Uさ

れ る。特定人 が 自然

人 と私法人 の場合 は私有地、地方公共団体 の場合 は公 有地、国 の場合 は、
国有地 として 区】Uさ れ る。
私有地 は、原則 として特定地 の 自由な利用及 び処分 であるが、例外 と
「法令 の制限内 において 自由 な利用
して法令 によ り制限 され る。つ ま り、
及 び処分 」 となる。
「その用途又 は目的 を妨 げな
国有地 は原則 として法令 の制 限内 にある。
い 限度 において使用又 は収益 をさせ る場合 を除 く外、 これ を貸 し付 け、
交換 し、売 り払 い、譲与 し、若 し くは 出資 の 目的 とし又 はこれ に私 権を
設定す ることはで きない。」(国 有財産法 18条 )。 これは、土地所有権 を認
めた上で、 その 自由な利用及 び処分 の権利 はな く、制限 されて い る こ と
を意味す る。
行政財 産 の所有権 が どのよ うな性質 をもつ かが、特 に公共用財産 をめ
ぐって問題 とされ る。学説 は、私法の適用 を否定 し、専 ら公法 の適 用 を
受 ける公所有権 の対象 として理解 しよ うとす る公所有権説 と、私法 の適
用 を肯定 し、私権 の対象 とな りうべ きもの とす る私所 有権説 との見解 が
「国有 とは、 国
分 かれている。国、財務省 は、私所有権説 に立 ってい る。
が権禾U主 体 であるとい うだけで、民法上 の所有権 と言 う意味以外 に解 す
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ることはできない と考 えられる。 したがって、所有 の意義についても私
法のそれと同 じであると考 えられ、実務上は国有財産 についてすべての
所有権 は、私所有権説の立場に立脚 して理解 されている3。 」
。田中二郎 は、
「土地に関する公法的規律 (土 地公法)は 、正に、土地 に関する私法的規
律 (土 地私法)に 対する特別法の地位を占めるものと考えるべ き句 とする。
公有地に関 しては、地方 自治法238条 の 4で 規定 されてい る。
第 2款

国有地の現状

まず、国土全体 の私有地、国有地、及び公有地等の割合 を確認す るこ
とにしよう。国土の総面積 は3779万haで あるヽ私有地が1997Fha〈 528%)、
国有地が877万 ha(232%)、 公有地313万 ha(83%)、 道路・ 河川等592
万ha(15.7%)で ある。
国有地 は、国有財産 となるが、国有財産 は、行政財産 と普通財産 に区
別 され、行政財産 は、国が行政上の目的のために保有 しているもので、
行政財産以外 のものを普通財産 とい う。行政財産 は、国の事務や事業に
使用される 「公用財産」
、公共のために使用される「公共財産」
、皇室の
ために使用される「皇室用財産」
、国有林野事業に使用される「森林経営
用財産」がある。
国有地の内訳 は、総面積876.5万haで 、行政財産力埓663万 ha(988%)、
普通財産が102万 ha(12%)で ある。行政財産 の総面積 8663万 haの 内、
森林経営用財産 が853.2万 ha(973%)、 公用財産が117万 ha(1.34%)、
公共用財産が11万 ha(o13%)、 皇室用財産が01万ha(o.02%)と なっ
てい る。

3建 部和仁編

r国 有財産法精解 (平 成6年 改訂 )』 (大 蔵財務協気 19944、 以下、建
部編・『国有財産法精解 Jと 略記する。
)300頁 。
4田 中・『土地法」15頁 。
5以 下の統計数字は、財務省 「ご存知 です ?国 有財産」(平 成25年 11月 )に よる。
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行政財産以外 の普通財産 としての国有地 〈
102万 ha)に は、崖地など
のように一般の利用 に適 さない ものもあるが、他方、十分活用可能な土
地 もある。 この利用可能な普通財産は、地方公共団体へ公園敷地 として
無償で貸付けた り、学校の敷地 として都道府県や市町村 などに売却 した
りす る。 これら以外の未利用の普通財産は、一般 の一般競争入本
しによ り
国の土地所有権 を取得することになる。国有地 は、国がもつ土地所有権
である。土地所有権の平面では、国も私人も同 じ平面にいるのである。
普通財産 としての国有地の使われ方 (平 成25年 3月 31日 現在)、 普通財
産の総面積 10万 23611haの 内分けは、地方公共団体等 への貸付中の土地

9062ha(86%)、 在 日米軍へ の提供地7227ha(7.1%)、 未利用国有地
984ha(10%)、 特別会計所属普通財産8127ha(79%)、 そして、大半
を占めてい るその他の山林原野等 が 7万 6958ha(752%)と なっている。
この未利用国有地 は売却 による財政活用がなされ、平成11年 に台帳価格
が 1兆 8108億 円あったものが、平成24年 には、4868億 円となっている。
国有地は、国有財産台帳に載 っている (国 有財産法32条 )。 国有財産台
帳には以下の事項が記載 されてい る (国 有財産法施行令)。 ①区分 (土
地、建物等の区別)及 び種日 (土 地、建物等 における用途 の区別)、 ②所
在、③数量、④価格、⑥得喪変更の年月及 び事由、⑥その他必要な事項
である。
国有財産台帳 は国有財産法施行細則第 2条 において「国有財産の台帳」
(以 下 「国有財産台帳」 とい う。
)」

「国有財産台帳Jと い う用語
とされ、

が用い られてい る。
国有財産台帳 に記載された国有財産、及び、その記載事項 は、国有財
産情報公開 シス テムで検索、閲覧することができる。
なお地方公共団体が所有する財産である公有財産 についても同様 に、
公用財産台帳が作成されている。
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私有地の現状

特定人が国の場合、国が所有する特定地 は国有地 となるが、 その特定
地は、無番地である。土地所有権 の主体 は国とい う一つの法人格である。
特定人が地方公共団体 の場合 は公有地 とな り、その特定人の数は、地方
公共団体 (市 町村)の 数 (1794く 2007年 〉
)と い うことになる。
それでは、私有地 は私人 で、それは個人 と法人により区別 される。個
人 は、宅地か農地を所有 してい る。法人 は工場地か商業地を所有 してい
ることになる。その土地所有権の主体の現状を確認することにしよう。
まず、全体の概観 として、全国37万7700日 の地目構成 は、森林・ 原野
25万 59110d(68%)、 農用地 5万 6100M(15%)、 宅地 1万 4000扇 (4%)、

その他 5万 1700日

(14%)で ある。農用地 5万 6100日 の内分けは私有地
97%(個 人有地95%、 法人有地 2%)、 国公有地 3%と なり、宅地 1万
41X10dの 内分けは、私有地 (個 人有地71%、 法人有地20%)、 国公有地

9%と なっている。 この農用地、宅地の土地所有権 の平面 では、私人 も
国 も同じ位置 にあることが確認できる。特定地の土地所有権を国がもっ
て宅地 (公 務員宿舎)と して利用 してのいるにすぎないのである。
次 に、農用地 と宅地の私有地の土地所有権者数の推移 を1961年 から2000
年でみると次 のようになる。農業人日の激減 と持家 の増加を確認す るこ
と力Iで きる。

まず、全体的に、私有地の土地所有権者の推移を確認することにしよ
うヽ 1961年 に1649万 人、1970年 に2106万 人、1985年 には3176万 人と3000
万人台を超え、2000年 には37067に と2笏音に、私人の土地所有権者が増
加 しているのである。私有地の大半は個人有地であるので、個人有地者
数の増加が大 きい ことになる。
まず、宅地の私有地者数の推移をみると、1961年 に1214万 、1980年 に
6渡 辺尚志 ‐五味文彦編

r新 体系 日本史

3

土地所有劇 (山 川出風 2002年 )493・

494頁 による。
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2187万 人、 1990年 に2784万 人、2000年 に3086万 人 と25倍 に増加 して い
る。
これに対 して、農用地・ 田畑 は、 1961年 の1459万 人、 1970年 に1136万
人 と激減 し、2000年 には1021万 人 となって、30%減 少 して い る。農用地・
田畑 は個人有地 が95%で あるので、土地所有権者数 の減少 は、農業者 の
減少 を意味 しているので ある。

以上のように、土地所有権 は①特定人が②特定地を とい うように、主
体 と客体を特定することによって、土地所有権 の持つ力、機能を我 々の
前にみせ ることができることにな り、地域 の現状 を把握することができ
るのである。 したがって、地域 の形成 は土地所有権 の制限及 び規整 にか
かることになるのである。知事の埋立ての免許・承認の眼目が地域形成
計画 の土地利用計画にあるとすれば、その免許・ 承認は埋立て自体 にあ
るだけではなく、埋立後 の土地利用、 したがってその権原 である土地所
有権 を想定 したものでなければならない。土地所有権 は、特定地の上下
の時空を排他的に支配する権利であるが故に地域形成において強い権利
である一方 で、その時空 は排他的には支配で きない公共時空 (公 共圏)
であるために、その地域の公共圏の包括的な統括者 たる知事による地域
形成計画の責務 が根拠づ けられることになるのである。
第 4節

土地所有権の客体 (特 定地)と 現状

第 1款

特定地

土地所有権 の客体 は土地一般 ではな く特定地 である。特定地 は、地籍・
地積 で示 され、所在地 と面積 が特定 されている。 この特定地 は、一般的
には、地番地 として特定されてい る。前述 にように、 この特定地を私人
(自 然人、私法人)が所有する場合 は「私有地J、

国が所有す る場合 は「国

有地」
、地方公共団体が所有する場合 は「公有地」 として区別 される。特
定地は、一般的には、地番地 で特定されるが、国有地 は、一般的には地
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・・都道府県・・市町村 。(区 、丁)・
番地で特定されていない。私有地 は、
番地 として特定 され、その地番地が特定地である。 しかし、国有地 は、
一般的には、無番地又 は番外地 となっている。土地所有権の客体 は土地
ではな く、特定地 であるので、国有地は、無番地 として特定されていな
いので、論理的 には国有地 は土地所有権ではない とい うことになる。 し
かし、国有地 は、特定人は、国として一人であるが、国有地 として、国
が土地所有権 をもっているとするのが、一般的であるから、 どの特定地
を国が土地所有権 をもっているかは判明 していなければならない。そう
でなければ、前述のような、私有地、国有地、公有地の割合 は出せない。
そうでなければ前述のように、普通財産 を地方公共 団体 に貸す、売 る、
Lに より売却す る等 で きないはず である。国有地は、
又 は民間に一般入オ

国有財産 として、国有財産法に規定されているのである。そして国有財
産台帳に記載されることになっている。 このことは、土地所有権の主体
が国家 の場合の国有地に関連 して述べたところである。
第 2款

私有地 の特定地の現状

他方、私人

(個 人、法人)カリテ
有 している私有地に関 しては、法務局

の登記簿 (現 在 は、電子登記)に よって、全て、閲覧 できるようになっ
ている。特定地が地籍・ 地積 として特定されているので、個数 として計
算 できる。その呼称が 「一筆」である。明治初期の地租改正事業 (1873
年〜1881年 の 8年 間)の 成果 として、全国耕宅地 の筆数 は、8554万 余、
平均 1筆 あた りの反別 は 5畝 25歩 と報告 されてい る。地租改正事業は、
全国地の私有地 の特定地イ
ヒの事業であり、その事業地の範囲は、耕宅地
484万8567町 歩、山林原野及び雑種地747万 5397町 歩 と報告 されているの

である7。 国±37万 dの 12万 離 とい う国土の約32%が 特定地化 され、土地
7北

島正元編「体系日本史叢書 7土 地制度史 Π」(山 川出版社、 1955年 )、 実施面積
に関 して241頁 、全国耕宅地の筆数に関 して2/4頁 。
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所有権 の対象地 となったことになる。 このような地租改正事業 は、太閤
検地 (1582)以 降の土地所有権を認証す ることによ り土地所有者か ら地
租を国が徴収す るためのもので、国 に特定地の土地所有権 を認証する必
要 はなかった。 しかしながら、資本主義社会の発展により、地租の源 と
しての土地所有権は縮小 し、土地所有権 としての法的経済的価値 が国か
ら独立するようにな り、 しかも、国も一法人格 として、土地所有権 を有
する立場になるのである。私人 と国は土地所有権の帰属 の平面 の違 いに
すぎない。ただ国有地 とい うことで、土地所有権 は、国有財産法 の規定
を受け、原則 として制限されているにすぎない。土地所有権の概念 は同
じである。国の土地所有権 は公権としての土地所有権 ではなく私人の土
地所有権 と同 じ土地所有権 であることは、前述 したとお りである。

第 3款

特定地 の特質 と公共性

土地所有権の客体である特定地は、特定地の上下の時空である。 した
がって、特定地 は、特定地面、特定地面上の時空及び特定地面下の時空
「土地は動産 と違 って、一つ一つが切 り離された
の 3側 面 に区別できる。
存在を有 してい るのではな くて、互 いに相隣接 して物理的には連続 して
いるのを常 とする。 だから、たとえば、甲の土地で建築をすれば必ず隣
の乙や丙の土地に何 らかの影響を及 ぼすのであって、 もし相隣 り合 って
生活する者 が互 いに各自の所有権 を極度に主張 しあうならば、 とうてい

共同生活の円満を期することはできないり。これは、特定地面上の時空
を説明 して い ることになる。特定地面 は境界、界標 で物 理 的 に区別 で き

3劇

ll・「物権法』287頁 。 これは相隣関係 の規定 (民 法 208条 ない し238条 を根拠 づ
「相隣互助互譲 といったような精神 を法規の上に現わ した
けた記述である。つ まり、
もの と考えることがで きる。そしてこれ らの規定 によって、相隣者間にはあるいは
不作為 もしくは忍容の義務が生 じあるいは また作為の義務が生ずるのであるか ら、
そこには、一方では所有権 の制限があるのだが、他方 では隣地 を使用するとか隣人
の協力を求め るとかい うようなことで、所有権 の拡大があるとい うこともで きる。
」

(同 287頁 )。

‑37(346)一

法政研究19巻 3・ 4号 (2015年 )
るが、特定地面上 の時空 は区別 で きない のである。 つ ま り、特定地面 は
特定地 の地積及 び地 積 によ り特定地 として他 の特定地 と区別 で きるが、
特定地面上 の時空 は区別 で きない。 この時空 は 「互 い に相隣接 して物理
的には連 続 しているの を常 とするJか らである。 つ ま り、 この特定地面
上の時空 は排他 的 に支配で きない、従 って他者 との公 共時空 となってい
るので ある。 しか も、 この特定地面上 の時空の利用 は生活又 は生産の時
空であるため、生活又 は生産す るための建築物等 による時空 の利用 とな
り、 その時空 の利用 の仕方 は建物 の用途 に表れ、 その利用 の継続 は建物
に刻 印 され、 その地 域 の歴 史 とな り文化 となる。土地所有権 を特定地 面
上の時空 の利用 の側面 でみ る と、土地所有権 が排他的支配で ない他者 と
の公共時空 を形成 して い ることが見 えて くる。 つ ま り、土地所有権 は私
的性質 と公共性 との対抗関係 にあるのである。 その対抗 関係 は土 地所有
権 の制 限 と拡大 に表 れ、 その一面 が民法 の相隣関係 とい うことになる。
また特定地面上の時空 は 自然環境 の時空である。特定地面上 の時空 は、
空気・ 水質・ 日照・ 静穏・ 土壌等 の 自然環境 の時空である。 この 自然環
境 は現在 では「生活環境 Jと 言われてい るが、土地所有権 は、特定地面
上の時空 (立 方体 )の 範 囲 の 自然環境及 び生活 環境 (空 気・ 静穏 。日照
「近隣の土地 の使用 によって生 ず
等)の 排他的支配である。 したがって、
る瓦斯・ 煤煙・ 熱・ 音響・ 振動 な ども、形式的にみれ ,よ 悉 く所有権 の
侵害 だ といえる。 ドイツ民法 は、 これ に関 して、 それ らの ものが社会共
同生活 において普通 に生 ずる程度 のものならは 所有者 は これ を忍容 し
なければな らない 旨を定 めて い る (同 法 906条 )。 わが民法 で も同様 に解

すべ きことはもちろんであろう句。土地所有権の客体である特定地が集
合 して地域を形成することは、多数の特定地面上 の時空の集合 となり、
地域環境 を形成することを意味する。 自己の土地所有権の特定地におい
9我 妻栄

P物 権法 (民 法講義 ⅡJ(岩 波書店、 1952年 )1%頁 。
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て生活又 は生産することは、他者 の特定地面上の時空に影響 し合 うこと
にな り、それが土地所有権の侵書 となるとすると土地所有権 は無力化す
「社会共同生活において普通 に生ずる程度」は受忍限度 として許
るので、
容するのである。つ まり、土地所有権は原則 として生活、生産の 「社会
共同生活」 として公共性が推定されることになる。人 は、生活、生産 し
て存在 してい るからである。 この人の二つの対抗関係の側面を都市地域
で調整するのが都市計画 とい うことになる。つ まり、都市計画は、
「健康
で文化的な都市生活」 を実現するため、また「機能的 な都市活動」を確
保するためにあるからである (都 市計画法 2条 )。 この調整 が破綻 したの
が、 日本 の1960年 代の高度経済成長 と公害問題である。そ して、高度経
済成長 のエ ンジンとなり、甚大な住民の健康被害を引き起 こした企業の
「公害」 として、公共性の推定が破 られたのである。 この象
経済活動 は、
「公害J
徴的表現が、1967年 に制定された 「公害対策基本法」 において、
として規定さオ
ヽ その公害 とは、①大気 の汚染、②水質 の汚濁、③騒音、
④振動、⑤土壌汚染等 によって人の健康又は 「生活環境 に係 る被害」を
生ずることと定義 したのである。 なお、 この 「公害」の定義は、1993年
に制定された「環境基本法」に継承 されている

(同 法 2条 参照)。

この公

害 の定義は、特定地を居住地 として利用する場合 に、居住地の時空を形
成する①空気 。②水・ ③音

(周 波)・

「生活環境」 とし
振動・土壌等 は、

て規定 されている。 これまで一般的であった 「生活妨害」 か ら「生活環
境 に係 る被害」に視点の転換がなされている。土地所有権 の特定地が特
定地面上の時空 として捉えられ、その多数 の特定地 の集合が「生活環境」
として概念構成されたのである。
要するに、土地所有権の客体である特定地面上の時空の利用は、特定
地面 の利用のような排他的支配 と違って、地域内の他者 の特定地面上の
時空の利用 と公共時空を形成 し、各土地所有権者は生活又は生産 として
社会共同生活 であるので、各土地所有権 は公共性が推定されるが、他者
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への侵襲が受忍限度を超 える又 は生活環境に対する著 しい被害 の場合 に
は、公共性 の推定が破 られる。 この理論は、生活環境 に係 る被害では直
ちに土地所有権侵害 として違法性 を帯 びることにはならないとなる。
民法 では、不法行為 に現れ、行政法では、取消訴訟において現れるこ
とになる。不法行為 (民 法709条 )の 場面では、生活環境 に係 る被害 が
「受忍限度」内か否かによって違法性を半J断 することになる。行政事件訴
訟法の場面では、周辺住民第二者 の原告適格の 「法律上の利益」の判断
「生活環境に係 る著 しい被害」とい う半U断 枠組み となるのであ
において、
る。いずれも、土地所有権侵害ではあるが、土地所有権の客体である特
定地の住居地面上の時空は複数の特定地の集合 としての地域環境 の公共
時空 (公 共圏)と して公共性 を帯 びた生活環境であるからである。土地
「受忍限度」の概
所有権 の公共性 はその法的判断基準 として、民法では、
「生活環境 の著 しい被害」の概念 となるのである。
念が確立 し行政法では、
さらに、環境権、環境法、憲法上 の環境権 と展開 してい く。そして、土
地所有権の制限を意味する土地利用計画 に加えて環境 の保全計画 が地域
形成計画の要素となるのである。
また、地域

(都 市)形 成計画 の側面では、次のように現れる。地域形

成計画 の土地利用計画 は、特定地面上 の時空の集合 としての地域環境 と
して公共圏を形成 し、土地利用規制 として土地所有権 の制限を意味し、
地域の公共圏の管理 に責任 を負 う地方公共団体が規制権限をもつ ことに
なる。地域形成計画の土地利用、公共施設の整備及 び環境 の保全 に関す
る計画 は地方公共団体が必然的に関与することになる。土地所有権 は、
特定地面の側面では、自由 (排 他的)な 利用が可能であるが、特定地面
上の時空は公共時空

)で あるからである。

(公 共圏

さらに、土地所有権の公共性は、歴史的文化的景観 に現 れることにな
る。土地所有権 の客体 である特定地 は、社会・経済・文イ
・ 歴史 。自然
ヒ
を帯有 した地域の構成部分 である。特定地 で構成 される地域 は、都市地
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域、農村地域、森林地域、自然公 園地域、 自然保 全地域 として 区別 され、

それぞれに対応 した地域形成 〈
土地の利用、整備及び保全)が されるこ
とになるのである。
そ して、土地 所有権 の客体 が特定地面 上 の時 空の利用 であることは、
その蓄積 として、住居建物形態景観、都市景観、歴史的文化的遺跡、風
土 、伝統建物等 の歴 史的文化景観 を形成す ることになる。土地所有権 は、
特定人 が特定地 の上 下 の時空 を 自由 (排 他的)に 利用す る権利 とい う個
人的 な権利 であ るとともに、 その特定地面 上 の時空の利用 は、人間の、
生物的、社会的、歴史的、文化的 に生存 する公共時空 (公 共圏)と して
公共性 を帯 びるので ある。 したがって、地域形成計画 は、個人 レベルで、
土地 所有権 の制 限、他方 では、土地所有権 の公共性 に規定 され るのであ
る。つ ま り、土地所有権 は地 域環境 に規定 された権利 とい うことになる。
したがって、土地所有権 の 内容 である土地利用 は、地域 にお ける地域 の
ための土地利用規制 となるのである。地域形成計画 にお け る土地 所有権
の制 限 は土地所有権 の公 共性 に基礎 を置 くのである。次 に、土地所有権
の 内容 を考察す ることに しよう。

第 5節

土地所有権 の内容 と現状

第 1款

土地所有権 の内容 の意義

土地所有権 とは、①特定人が、②特定地 の上下の時空を、③法令 の制
限内において自由に利用及 び処分する権利 である。土地所有権の内容は、
原則 は、②特定地の上下の時空を、② 自由に利用及 び処分できるが、例
外的に法令 によ り自由な利用及 び処分は制限 される。その 自由な利用の
対象は特定地の上下の時空 であるが、その利用 の対象 は、特定地面、特
定地面上の時空及 び特定地面下 の時空の 3側 面 に分析 できるところ、そ
の 3側 面のどの側面の 自由な利用であるか、又 は制限であるかが、問題
となる。
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利用の対象が特定地 面 の場合 には、土地利用計画 は未来 の土地所有権
の制 限 とならない。例 えば、現 在の特定地面 の利用 の違 いは、農地か宅
地か とする場合、現在、特定地 は農地 で あるが、 10年 後 に宅地 にすると
い う土地利用計画の決定があった場合 には、 この計画決定段階 では、 ま
だ土地所有権 が制 限 されてい るわけではない。 なぜ な らば、現在 は農地
として利用で き、 10年 後 に制 限 され ることになるか らである。特定地 面
は現在 そこに存在 し、 その存在 して い る特定地面 を土地利用 規制 して い
るので ある。
これに対 して、利用 の対象 が特定地面上 の時空 で ある場 合 には、 その
時空の利用規制の土地 利用計画 を決定すると、 この決定 の段階で、土地
所有権 は制 限 され ることを意味する。 なぜ なら、特定地面 の利用 は地面
であるので常 に現 在 の利用 で あるが、特定地 面 上の時空 の利用 は、時 空
の利用 であるので、過去 か ら現在、未来 の時間 の流れの空間であるので、
現在 だ けでな く過去 か ら未来の連続 のながれの 中での現在 であ り、現在
の時点 で未来 の利用 も規制で きるか らである。 つ ま り、現在 の時点 で未
来 の士地所有権 を制限で きることになる。だか ら、 土地利用規制・ 誘導
によ り都市計画が実現す るので あ り、言 い換 えると、現在 において、特
定地面上の時空の土地利用計画 を決定す ると、現在の土地所有権 の特定
地面上 の時空 の利用 は制限 され ることになるので ある。
この特定地面上 の時空 の利用 規制 を して い るのが用途地域制 で ある。
用途地域制 は、一 定 の地 域、地 区を居住地、商業地、工 業地 に指定 され
ると、 その土地 の用途以外の特定地面上 の時空 を利用 で きない とするも
ので ある。 その利用規制 は時空規制 で あるので時空 を造形す る建 物 の用
途及 び形 態 に よる規制 によ り時空 の利用規制 が具体化 され るのである。
その規制基準 を定 めたのが建築基準法 とい うことになる。特定地 上の時
空の利用規制 は建築規制 によって具体化 され るのである。
例 えば、都市計画 の■地 利用計画 にお いて土地 の用途 の指定 (用 途地
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域制)を 決定する と、特定地 面上 の時空の利用 の仕方 つ ま り土地 の用途
が居住地、商業地、工 業地 の指定 の決定 がなされると、居住地域 の特定
地 は工場 が建 て られない ことになる。現時点、土地利用計画 で用途地域
が決定 された段階 で土 地所有権 は制限 される ことになるので ある。事業
を始 めよ うと考 えて も用途地域制 で指定 された用途 の建 築 しかで きない
か らである。
そ うす る と、都市計画 の土 地利用計画で用途地域 の指定 がなされ、土
地所有権 を制限 されたものは、 その都市計画決定 の取消訴訟 がで きるこ
とになる。用途地域 の指定 は土 地所有権 を制限 し、行政処分 となるか ら
である。 なぜ なら、抗 告訴訟 (取 消訴訟)の 対象 となる行政処分 とは公
権力の主体 たる国 または公 共団体 による行為 の うち、 その行為 によって
直接国民 の権利義務 を形成 し、 またその範囲 を確定す ることが法律上認
め られている もの い う (最判昭和 30年 2月 24日 民集 9巻 5号 217頁 参照)
か らである。抗告訴訟 とは行政庁 の公権力の行使 に関す る不服 の訴 訟 を
い う (行 訴法 3条 1項 )。
本稿 の ように、用途地域 の指定 は、特定地上 の時空の利用規制 とな り
土地 所有権 の制限 となるとい う理論 は、用途地域 の指定 に処分性 を認め
る判 断 となる。 つ ま り 「都市計画法 にもとづ く用途地域 の指定処分 は、
その地 域 内 の土 地利用権 (所 有権 ・ 賃借権等 )の 行使 に直接各種 の制限
を課す」(宇都官地判昭和50年 10月 14日 判時796号31頁 )と なる。
ところが、土地所有権 の 内容 である 自由 な利用 の対象 を特定地 面 に限
定す ると、特定地面上の時空の利用 規制 である用途地域 の指定 は土地所
有権 の制限 には当 た らず処 分性 は認め られない こ とになる。
「都市計画区
域 内にお いて工 業地域 を指定す る決定 は、都市計画法 8条 1項 1号 に基
づ き都市計画決定の一つ とされ るもので あ り、右決定 が告示 されて効力

を生ずると、当該地域内においては、①建築物の用途、容積率、建ぺい
率等につ き従前と異 なる基準が適用され
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項 3号 、

"条

1項 2号 等)、 これらの基準 に適合 しない建築物 について

は、建築確認 を受けることができず、ひいてその建築等をすることがで
きないこととなるから 〈
同法 6条 4項 、 5項 )、 ②右決定 が、当該地域内
の土地所有者等 に建築基準法上新たな制約を課 し、その限度で一定の法
状態の変動を生ぜ しめるものであることは否定で きないが、かかる効果
は、あたかも新たに右のような制約 を課する法令が制定された場合にお
けると同様 の当該地域内の不特定多数の者 に対す る一般的抽象的なそれ
にすぎず、 このような効果 を生ずるとい うことだけから直ちに右地域内
の個人 に対する具体的な権利侵害を伴 う処分 があったものとして、 これ
に対す る抗告訴訟を肯定す ることはできない。
」(O② 筆者挿入)。
この判決 の本質 は、用途地域の指定の決定 を、土地所有権の特定地面
上の時空の利用規制 と捉えず、①② に建築物規制 の建築基準法 の問題 と
して捉 えたことである。 したがって、用途地域指定決定段階では、まだ
建築規制は問題にならないから、権利制限にはならず処分性 はない こと
になるのである。 しかし、用途地域の指定の決定は、特定地上の時空の
利用規制 であ り、建物用途・ 形態規制 はその特定地面上の時空の利用規
Ю
制の具体化を意味し 、土地地所有権 の制限 とな り処分性 が認められ る
のである。
したがって、土地区画整理事業計画の場面で、都市計画 における土地
利用計画の決定 は特定地面上の利用規制であるとする判断が示されるの
である。
(i)土 地区画整理事業の事業計画の決定「の公告がされると、換地処分の
Ю 草薙真―は 「行政立法や行政計画あ るい は一般処分 は、権力的行為 であるが、な
お後続 の行為 によって権利関係のいつそうの具体化があ り得 る中間的行為である場
合 には、その段階での紛争 は未成熟 であ り、処分性 は認 められるべ きでない とする
のが最高裁の判断であったといえる」 とする (行 政法判例百選 Ⅱ [第 6側 333頁 )。
この評価 も、用途地域の指定決定が特定地面上の時空の利用規制である ことを認識
して いないことを前提 としいてい る。用途地域制は未来・ 将来の土地利用を規制 し
てい る点 が本質 である。

―‑
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公告がある日まで、施工 区域内において、土地区画整理事業の施工の障
害 となるおそれのある土地の形質 の変更若 しくは①建築物 その他の工作
物 の新築、改築若 しくは増築を行 い、又 は政令で定める移動の容易でな
い物件 の設置若 しくはたい積を行 お うとする者は、都道府県知事の許可
を受けなければならず (法 76条 1項 )、 これに違反 した者がある場合 に
は、都道府県知事 は、当該違反者又 はその承継者 に対 し、当該土地の原
状回復義務 を命ずることができ (同 条 4項 )、 この命令 に違反 した者 に対
しては刑罰が科される (法 140条 )。 」(① 筆者挿入)。
③ 「市町村 の施行 に係 る土地区画整理事業の事業計画の決定 は、施工区
域内の宅地所有者等 の法的地位に変動 をもたらすものであって、抗告訴
訟 の対象 とするに足 りる法的効果を有するものとい うことができ、実行
的な権利救済を図るとい う観点からみて も、 これを対象 とした抗告訴訟
の提起を認 めるのが合理的である。 したがって、上記事業計画の決定 は、
行政事件訴訟法 3条 2項 にい う『行政庁 の処分その他公権力の行使 に当
たる行為』 に当たると解す るのが相当である。
」
「藤田補足意見 によると、非完結型計画 の一つで
この判決 に関 しては、
ある事業計画に関す る本判決 (多 数意見)は 完結型計画の一つである用
途地域指定の処分性 を否定 した判例 (最 判昭57・ 4・ 22民 集36巻 4号 705
頁)を 維持 しつつ青写真判決

(の み)を 変更 しようとしたものである

n。

」

とい う評価 がある。
しかし、 この判決 は、土地区画整理事業計画が面的一体的な土地利用
計画を要素 としてい ることから、その土地利用計画 は特定地面上の時空
の利用規制 を内容 とするところ、事業計画決定段階で、その土地利用規
制が決定されたとい うことになり、土地所有権が制限され、処分性 が認
「①建築物 その他の工作物 の新築、改築若
められたと考 えるべ きである。
口 山口竜一・ 行政法判例百選 Ⅱ (第 6版 )・ 331頁 。
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しくは増築 を行 い、又 は政令 で定める移動 の容易 でない物作 の設置若 し
くはたい積 を行お うとす る者 は、都道府県知事 の許可 を受 けなければな
らず (法 76条 1項 )」 として い るか らである。 この意味す るところは、土
地区画整理事業計画の決定の段階 で、特定地上 の時空 の土地 利用規制が
決定さ才
ヽ 法的効果 をもち土地所有権 を制限 してい ることにあるのである。

第 2款

地域形成計画 と土地 利用規制

1土 地所有権 と土地禾U用 規制
土地利用権 は、 土地所有権 の内容 で あるが、止地所有権者 だけが土地
利用権 を持 ってい るわ けではない。土地所有権 の処分権 は 自らの土地所
有権 を処分す ることもで きる。 これは土 地所有権 の移転 であ り、土地利
用権 と土地処分権 を失 うことにな り、土地所有権 の得喪 で ある。土地所
有権 の権利 の主体 か らみ ると、特定人 の変更である。従 って、権利 の主
体 として 「特定人」 力S概 念構成 され るので ある。土地所有権 の移転 は、
特定地 の土地所有権 の移転 で、特定地 は同 じである。 また、土地所有権
の処分 は、土地禾U用 権 だけの処分 権もある。 この処分権 は土 地利用権 の
設定 となる。 上地 所有権 の本体 で ある土地利用権 を他 者 に移転す ること
である。例 えば、地 上権設定契約 で、他者 に土地利用権 を移転 し、他者
は地上権 を取 得す ることになる。 この他者 の土地利用権 の権原 は地上権
とい うことになる。 このよ うに土地所有権者 の処分権 によ り土地利用権
を取得 するものに地役 権、土地賃借権等がある。建物 の所 有 を目的 とす
る地上権又 は土地 の賃借権 を借地権 としてい る。 つ ま り、借地権 は、土
地所 有権者 か ら土地利用権 を譲受 した土地利用権で、土地所有権 者 は土
地利用権 を失 い、借地権者が土地利用権 を持 ってい るとい うことになる。
ただ し、上地所有権 の 内容 である土 地利用権 と地上権等 を権原 とす る土
地利用権 の内容 は異 なる。土地所有権 の内容 である土 地利用権 は原則 と
して 自由 な土地利用 であるが、他 の権原 の土地利用権 の内容 は法律又 は
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契約 によ り規制 されて い る。借地権 (建 物 の所有 を目的 とす る地上権又
は土 地賃借権 )に 依 る自宅 の建設 は、 その権 利 の内容 である。他方、土
地所 有権 の土地 利用権 は原則 自由 な土地利用で、 当該特定地 を居住地 、
商業用地、 工 業用地 とす るかは、 自由で ある。 したがって、用途地域制
に依 る土地 rlJ用 規制 は、土地所有権 の制 限 となるのである。

2土 地利用の現状
土地利用権 は土地 を一 定の 目的のために利 用する権利である。 それは
は、土地 の利用形態 となって現象化す る。 その土地利用 の仕方 。目的 は
「土地 の用途」 として概 念化 され ることになる。土地 の用途 は、居住地
(住 宅地 )、 商業地、 工 業地等 として個別化 され る。 この土地利用権 の現

象化 で ある 「土地 の用途」 の土地 利用状況 を、 日本全体 の利用状況 を示
している「土 地 自書Jよ り確認 してみ よう2。
日本 の 国土 面積 は約37万8000日 で ある。 その 内、森林 が約 25万600ぽ

(663%)と 最 も多 く、次 に農地 が約 4万 5500M(120%)で 、 これで全
国 の国土 面積 に約 8割 を占めてい る。続 いて、道路 が 1万 3700knl(36%)、
水面 。河川・ 水路が 1万 3400耐 (35%)、 住宅地 が 1万 1600耐 (31%)、
その他 の宅地059万 耐 〈
16%)、 原野等が034万 回 、工 業用地 が015翻

(04%)で ある。なお、住 宅地、工業用地等 の宅地 は約 1.9万 扇 (51%)
となる。

3土 地利用計画 と用途地域制
地域形成計画 の土地利用の規制 は土 地所有権 を土地 の用途 に向けて規
制、誘導す る ことになる。地域形成計画法 の基本 である都市計画法 は土
地 の用途 を示す用途地域 を、以下の12地 域 に詳細イ
ヒして土地利用 を規制
している (都 市計画法 8条 、 9条 )。 住居系地域 は、①第一種低層住居専
用地域、②第 二種低層住居専用地域 、③第 一種 中高層住居専用地域、④
総 平成26年度『土地自書
』(国 土交通省、平成28年 8月 1日 、以下、平成26年 版 『土
地自書Jと 略記する。
)25頁 。
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第二種中高層住居専用地域、⑤第一種住居地域、⑥第二種住居地域、⑦
準住居地域 の 7種 である。商業系地域 は、③近隣商業地域、⑨商業地域
である。工業系地域 は、⑩準工業地域、⑪工業地域、⑫工業専用地域 で
ある。 この地域で土地利用の規制の具体的姿は、土地所有権の内容が地
域内の特定地の上の時空の利用であるので、用途地域内の建築物の用途、
形態 (容 積率・建ぺい率・ 敷地 の最低面積・ 外壁の後退距離・ 高さ制限、
日影規制)を 制限することで示されることになる (建 築基準法48条 )。
これを全国の面積 でみると次の ようになるB。 国土の面積 を37万 7960
耐 とする。都市計画区域 は、区域数1、 129で 、その面積 は10万 1590ば 、区
域区分決定済みの区域数272で 、その面積 5万 2190耐 、用途地域の区域数
が889で 、その面積 は 1万 8550耐 である。また、都市計画区域 の全国面積
での割合 は、269%で 、 この区域 に全人口の約93%が 住 んでい るのであ
る。土地利用権 は自由に土地利用 できるが、都市計画法 による用途地域
制 によ り土地利用 は規制 され土地所有権 は制限されていることになる。
土地所有権 は特定人が特定地 の時空を法令 の制限内において 自由に利用
及び処分する権オUで あるが、都市計画法により、その特定地 の時空の利
用 は用途地域制により規制 されるが、その時空の利用規制 は建物の用途
規制 (建 築基準法)に より現象化す る。つ まり、用途地域制の土地所有
権制限は時空の建物 の用途 で具体化 されてい るので、土地所有権 の制限
は建物の用途つ まり建築規制 でみることができるのである。用途地域制
「土地の用途」は地域形成
の土地所有権制限 は建物基準法に表れている。
計画 の下では土地利用規制 として土地所有権 の制限を意味す る。 日本で
は、制限のない土地所有権 の特定地 は限 られてい るのである。土地所有
権の客体 である特定地 は用途地域内にあるからである。

13平

成26年 度版 『土地自書」254頁 。
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都 市 計 画 区域 にお ける土地 所 有権 の制 限

次に、 日本 における土地所有権の制限の現状をみるために、用途地域
における土地利用規制の姿 (建 築規制)と その面積をみることにしよう。
現在 日本 の用途地域 は12種 類あり、住居系地域 が 7種 類、商業系地域 が

2種 類、工業系地域が 3種 類ある。以下、その12種 類を具体的にみるこ
とによって 、土地利用規制 の形 (時 空の利用の具体化)を 見 ることが
できる。都市計画法 の用途地域制 (同

8、

9条 )は 建築基準法で姿を現

しているのである (49条 )。 以下での説明では、建築で きるとい う表現
で、その次外 は建築が禁止されていることを意味 してい る。用途地域制
は特定地上 の時空の利用規制だからである。

1住 居系地域
① 第一種低層住居専用地域は、低層住宅 に係 る良好な住居 の環境を保
護する地域で、小規模 な店舗や事務所 を兼 ねた住宅や、小学校 など
を建てることができる。
② 第二種低層住居専用地域は、主 として低層住宅 に係 る良好な住居の
環境 を保護する地域で、小中学校 などの他、150Jま での一定の店
舗 などを建 てることがで きる。
③ 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係 る良好な住居の環境
を保護する地域で、病院、大学、500ポ までの一定の店舗などを建
て る こ とがで きる。

④ 第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係 る良好な住
居の環境を保護する地域で、病院、大学などの他、1500ピ までの一
定の店舗や事務所など必要な利便施設を建てることがで きる。
・ 以下の2種 の用途地域の説明に関 して、稲本洋 之助・ 小柳春一郎・ 周藤利―「 日
本 の土地法 歴史 と現状 〔
第 2胴 J(成 文堂、2004年 7月 、以下、稲本他・ F日 本 の
土地法Jと 略記す る。
)208頁 「用途地域の概要J、 蔵敷明秀 F入 門都市計画J(大 成
出版、2010年 2月 、以下蔵敷『入問都市計画Jと 略記する。)16・ 17頁 「12用 途地
域 J参 照。
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⑤ 第一種住居地域 は、住居の環境を保護する地域で、3000ぷ までの店
舗、事務所、ホテル等を建てることができる。
⑥ 第二種住居地域は、主 として住居 の環境を保護する地域で、店舗、
事務所、ホテル、カラオケボックス等を建てることがで きる。
⑦ 準住居地域 は、道路の沿道 としての地域特性にふ さわしい業務の利
便増進を図 りつつ、 これと調和 した住居の環境 を保護する地域で、
道路の沿道において、自動車関連施設等の立地 と、これと調和 した
住居 の環境を保護す るための地域である。

2商 業系地域
③ 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行 う
ことを主たる内容 とする商業その他の業務の利便を増進する地域で
ある。住宅や店舗 の外 に小規模 の工場 も建 てることができる。
③ 商業地域 は、主 として商業その他 の業務 の利便 を増進する地域で、
銀行、映画館、飲食店、百貨店等が集 まる地域である。 また、住宅
や小規模の工場 も建 てることができる。

3工 業系地域
⑩ 準工業地域 は、主 として環境の悪化 をもたらすおそれのない工業の
利便を増進する地域で、主に軽工業の工場やサー ビス施設等が立地
する地域である。環境悪化が大 きい工場の外 は、ほとんどのものを
建 てることがで きる。

① 工業地域は、主として工業の利便を増進する地域で、どんな工場で
も建てることができる地域である。住宅や店は建てることができる
が、学校、病院、ホテル寺は建 てることはできない。
⑫ 工業専用地域は、工業の利便を増進する地域で、どんな工場でも建
てることができるが、住宅、店舗、学校、病院、ホテル等は建てる
こ とはで きない。
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都市地域 にお ける土地所有権制限 の過程

現在、 この よ うに、12種類 の用途地域 が指定 されて い るが、最初 は、

4種 の用途地域 か ら始 まるところ、 その詳細化 の過程 を概観す ることに
しよう。 日本 の土地所有権 の内実、 つ ま り土地利用の 自由性 の展開、逆
に言えば、都市 における土 地所有権 の公共性 の側面 の展 開過程 とも言 え
るものである。

1旧 都市計画法 と市街地建築物法
第 1段 階 は、 1919(大 正 8)年 の同 日に制定 された都市計画法 と市街
「都市計画 区域 内に市街地
地建築物法の出現 である。都市計画法 10条 は、
建築物法 に依 る地域又 は地 区を指定」す るとして、 その市街地建築物法

1条 は、主務大臣は、本法適用区域内に、①住居地域、②商業地域、又
は③工業地域 を指定することができるとし、 またいずれの指定もない④
未指定地域 もあった。それぞれの用途地域に応 じて建築物規制 (建 ぺい
率・ 高さ制限・ 建築線 。構造規制・ 防火対策等)を したのである。土地
利用規制 は、土地利用権が時空の利用権 であるので、その時空の規制は
建築物規制 として姿を現 し、その規制は警察が管轄 し、規制の浸透を図っ
たのである。そして、1938〈 昭和 13)年 改正で、住居地域内に住居専用
地区、工業地域内に工業専用地区を定めることができ、未指定区と合わ
せて 6用 途区域なる。

2日 本国憲法 と建築基準法制定
第 2段 階が、戦後 日本 で、1947(昭 和22)年 、日本国憲法 が公布され
た。新憲法の法治主義に鑑みて、市街地建築物法の全面改正が必要な り、
1950(昭 和25)年 、建築基準法が制定され、その目的を「建築物の敷地、
構造、設備及 び用途 に関す る最低 の基準 を定めて、国民 の生命、健康及
び財産 の保護を図 り、公共の福祉 を増進す ること」 としたのである。建
築規制に関 しては警察 の管轄 から、建築主事 による建築確認制になるの
である

(同 法 6条 )。

用途地域は、未指定地域に代えて⑥準工業地域を設
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け、①住居地域、②住居専用地区、③商業地域、④工業地域、⑤工業専
用地区と、 6種 の用途地域 となる。都市計画事業 に必要な土地収用法は
翌年の1951(昭 和26)年 に廃止され、新土地収用法が制定される。新法
では、原則 として、都道府県知事が事業の認定者 となった (同 法20条 )。
「都市計画 の母」言われる土地区画整理法が19M(昭 和29)年 に
そして、
制定された。同法 2条 は 「土地区画整理事業Jを 「都市計画区域内の土
O② 宅地の利用の増進 を図るため、 こ
地について、①公共施設 の整備及ι

の法律 で定めるところに従 って行われる土地の区画形質 の変更及 び③公
共施設 の新設又 は変更 に関する事業」 と定義する。本稿 でい う地域形成
計画の土地利用の規制 は②、公共施設 の整備 は②、③ となる。環境 の保
「宅地の利用の増進を図る」理念に内包 している。 この
全は見えないが、
「宅地」は公共用地以外で、住居地域、商業地域等の用途地域を合意 して
いるので、用途地域制 によ り環境の保全配慮 も次第 に具体化、概念化さ
「土地利用の用途の混在
れて くることになる。なぜなら、用途地域制 は、
を防ぎ、 日照、通風、防火、騒音、振動、悪臭、交通混雑 などの環境問
題の発生を防止する役割"」 と「都市 の将来像の実現のため、必要 とさ
れる都市機能 (商 業、工業、居住機能等)の 配置構想 に沿 って土地利用
を誘導する役割 がある16」 か らである。本稿 は、地域形成計画 は、陸で
は土地整理 区画事業、公有水面では埋立事業計画 として現れ るとするも
のである。

3新都市計画法の制定 と1979年 建築基準法の改正
第 3段 階が、1968(昭 和43)年 に1日 都市計画法 が全面改正され、新都
「都市及 びその
市計画法 となる画期的な段階である。全面改正の目的は、
周辺の地域における市街地の無秩序な拡散が都市環境の悪化 と公共投資
の非効率化をもたらしている現下の情勢にかんがみ、無秩序 な市街化を
馬蔵敷・『入門都市計画 16頁 。
」
蔵敷・ 同上 16頁 。
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防止 し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を区分して①市街化
区域及び②市街化調整区域 とし、③開発許可の制度 により都市の健全な
発展 と秩序ある整備を図ること」(① 、②、③筆者挿入)に あるとする

17。

新都市計画法の第 1の 特徴 は、都市計画区域を計画的に市街化すべ き
①市街化区域 と市街化を抑制すべ き②市街地調整区域 に区分する区域区
分制

(「

線引き」 と呼ばれる。
)で ある

(法

7条 )。

第 2は 、③開発許可制で、①市街化区域又 は②市街地調整区域で、開
発行為をしようとする者 は、予め都道府県知事の許可を受けなければな
らない (法29条 )と する制度である。その許可を受けるべ き開発行為 と
は、建築物等の建築に供する目的で行われる土地の区画形質の変更であ
る。①市街化区域 には原則 として開発許可は不要であったが、②市街地
調整区域では開発許可があった場合 に限定 して開発行為を認める方法で、
市街地調整区域の市街化抑制を図ったのである。つま り、土地利用規制
「この意味で市街化調整区域及び開発許可とい
が厳しくなったのである。
う制度 は、明治以来強調されてきた伝統的な土地所有権 の自由に対する
°
修正 となっている 」 とい うのである。
第 3は 、1968年 の新都市計画法では用途地域は6地 域のままであった
が、同法の全面改正を受けて、1970(昭 和45)年 、建築基準法が全面改
正され、用途地域制を8種 の用途地域 に細分化 したことと、総合設計制
度を導入 したことである。まず用途地域制の細分化については、住居専
用地区を、①第 1種 住居専用地域 と②第 2種 住居専用地域 に区分 し、③
住居地域 はそのままにし、商業地域を、④近隣商業地域、⑤商業地域、
⑥準工業地域はそのままとし、そして、⑦工業地域 はそのままとしたが、
工業専用地区を、③工業専用地域 として、工業地域から独立させたこと
である。
11968年 4月 19日 の衆議院での提案理由。

B稲 本他・『 日本の土地法』112頁 。
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次 に、総合設計制度 は、敷地 内 に一般 に公開 された広 場 (公 開空地 )
を確保 し、大規模 かつ、良好 な建 築物建築 を積極 的 に推進す ることを 目
的 として、そ うした建 築計画 に対 して、特定行政庁 が、交通 上、安全上、
防火 上及 び衛生上支障がな く、 かつ 総合 的配慮 が なされて い る場合 に、
容積率、高 さ、斜 線 な どの建 築基準法 による制限の特例 を認 めて優遇 す
「1998(平 成 10)年 3月 末現在 で2、 087の 許可実績があ り、
る制度 である。
p」

市街地 にお ける貴重 なオー プ ンスペースの確保等 に貢献 して い る

。

なお、 19Z(昭 和49)年 に 「戦後不動産法制で最重要 の法律 の一つ で
あ」 る"「 国土利用計画法 Jが 公布 され る。本稿 の地域形成計画 は、 こ
の国土 レベルの国土利用計画法 を地域 レベル、地方公共団体主導 に移 し
「国土の利
換 えたにす ぎない ものである。同法 2条 は、その基本理念 を、
用 は、① 国土 が現在及 び将来 にお ける国民 の限 られた資源 である ととも

に、②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、
③公共の福祉を優先させ、④自然環境の保全を図 りつつ、⑤地域の自然
的、社会的、経済的及び文化的条件に配慮 して、⑥健康 で文化的な生活
環境の確保 と⑦国上の均衡ある発展を図ることJに 求める。 この基本理
念 は、国土の現状認識

(① 国民の限られた資源②生活及び生産の共通の

基盤であること)示 し、その国上の利用の本質を④公共の福祉の優先 と
して捉え、④自然環境の保全、そして、⑤で国土利用の現場である地域
に対する配慮を示 し、⑥ と⑦で本法の目的を示すのである。地域形成計
画の土地利用の規制は、その規制の理念 として、①②③があ り、公共施
設の整備は、⑦で示され、環境の保全は、④ と⑥で示されているのである。

4地 区計画制の創設
第 4段 階の地区計画制

(都 市計画法12条 の 2)は 、1980年 の都市計画

法・建築基準法の一部改正により創設されたもので、第 2段 階の地域地
Ю稲本他・『日本の土地法 114頁
』
。
本他・『日本の土地法J143頁 。

20稲
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区制 (用 途地域tll等 )で は、特定地面 の時空 の建物形態規制であったが、
この地区計画制 は、一定 の特定地 で構成 され る街区内の建物形態規制等
を敷地単位 か ら街 区単位 に、一体的に定 める もので、質的 に画期 となる
土地利用規制 で ある。 つ ま り、主 として街 区内 (約 25ha)の 住民等の利
用 に供 され る地 区施設 の配置及 び規 模、建築物 の配置及 び規模、建築物
の形態、敷地等 に関す る事項等 を一体的 に定 める計画 である。 この地 区
計画制 は、身 の周 りの快適性、都市 の美 しさの創造 な ど総合的 な居住環
境 の形 成 を志向す ることか ら、 よ り内容的 に土 地所有権

(自

由な特定地

面 の時空 の利用)が 制限 され ることになる。

5地 方分権 一括法 の制定
第 5段 階 は、 1999(平 成 11)の 地 方分権 一 括法 による地域形成計画 に
お ける地方公共 団体 の責務 と権限 の充実化 で ある。 この地方分権一 括法
によ り、地域形成計画法上 (国 土利 用計画法、都市計画法、建物基 準法
筆 )の 国 の機関委任事務 が廃止 さオヽ ほ とん どが地方公共 団体 の 自治事
務 となる。都市計画法等 の地 域形成計画の地方分権主 義 が広 く浸透 した
ことを意味 し、地域形成 計画 にお ける知事等 の責任 が重 くな り、規制権
限 が拡大 した こ とになる。 この規制権限 については後述 す る。

6景 観法 の制定
そして、第 6段 階 が、 2004(平 成 16)年 に制定 された景観法 で ある。
景観計画 区域 は、 この景観法 に基 づ き建築物 の形態意匠の制 限等 を定め
るもので ある。景観法 は、 その 目的 を、美 し く風格 のある国上 の形成、
潤 い の ある豊かな生活環境 の倉J造 及 び個性 的で活力 ある地域社会 の実現
を図 ることに置 く (景 観法 1条 )。 この景観法 は、 これ までの国土利用計
画、都市計画法、土地 区画整理法 と繁が る地域形成計画 とは異 なる視点
で ある。都市生活 と都市機能 を視野 にい れた土地の適正且 つ合理的利用
計画、環境 の保全 を配慮 した公共施 設 の適正 な配置 と規模 とい う未来的
都市計画 ではな く、現 にある景観 を地域 の個性 として保全す る とともに
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新 たに良好 な個性 ある景観 を倉」
出す るのである (基 本理念 の一 つ、法 2
条)。 したがって、都市計画 区域 の内外 で景観計画 の景観法 の 目的 に従 っ
て策定決定 され景観計画 区域 が定 め られる。 この景観計画 は、景観行政
団体 が景観行政 を進 めための基 本計画 で ある。 その景観行政団体 には政
令市、中核市、都道府県 は 自動的 になるが、 その他 の市町村 は、知事 と
の協議・ 同意 によ り、景観行政団体 になることがで きる。
そ して、市町村 が景観行政団体 とな り、景観計画 を都市計画の第 4段
階 の地 区計画 に組み込 む と、地区計画である街 区内 の一体 的な計画 の要
素 に、建築物等 のデザイン・ 色彩等 の建築物等 の形態意匠 も含 まれ る景
観地 区計画 を決定す ることがで きる ことになる。良好 な街並み景観 の保
全、維持 の観点 か ら、条例 によ り、建物形態意匠 も規制す ることがで き
るようになるのである。 つ ま り、景観計画区域 内で建築物 ・工作物 の新
築、増改築、移転又 は外観 の変更、開発行為 を行お うとす る者 は届 けな
けれ ばな らず、景観計画 に定 め られた制 限 に適合 しない ときは、景観行
政団体 の長 (市 ヽヽ長 等 )は 、建築物等 の形態又 は色彩 その他の意匠 (形
態意匠)に 関す る変更命令 をだす ことがで きるのである (景 観法 16・ 17
条)。 地区計画 は、当該街区内 の住民 が良好 な市街地環境 の形成又 は維持
を図 るため、地 区の特性 に応 じた きめ細 かなまちづ くりを行 うための制
度 だか らである。 この ように、地 区計画 は土地所有権 の特定地面及 び特
定地面の時空の自由な利用 を多面的 に制限す ることになる。
景観法 は、建築物 の形態意匠を規制す るのであるか ら、土地所有権 を
「美 しいJ
よ り内容的 に制限す る法律 である。 それは、景観法 の 目的 に、
「潤 いの ある」豊 かな生活環境 の創造及 び 「個性
風格のある国士の形成、
「美 しいJ「 潤
的Jで 活力 ある地域社会 の実現 を図 る (同 法 1条 )と あ り、
「個性的」 の表現 は、一般的 には、個人 の個性 を示す表現であ
いの ある」
るが、美 しい風格のある 「国土 」、個性的で活力 ある「地域社会Jと なっ
てお り、土地所有権 の個人性 (権 利性 )と 社会性 (公 共性 )の 関係 の洞
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察 が含 意 されて い る。
「良好 な景観」は土地所有権 の公共性の現象形態である。現実 に存在す
る地域特性 は、土地 所有権 の景観化、現実化 である。土地所有権 は、地
域 の社会過程、従 って歴史過程 である。土地 所有権 の基 本的 な内容 が、

①特定人 が②特定地 の上下の時空を③ 自由に利用及 び処分する権利 であ
るからである。現実 の地域 の中での土地所有権は、地域の社会関係を特
定地の集積 としての地域に付着 させてい く過程 とな り、それは地域の公
共性 の具象化であ り、 その形象化がその地域特性、すなわち社会的、歴
史的、文化的景観 となって 「良好な景観」 として立ち現れ ることになる
のである。 この歴史的、文化的景観が土地所有権 の公共性 の姿 である。
動産の所有権 と土地所有権 の本質的な違 いである。動産 の所有権 は消滅
することに本質的な価値があるが、土地所有権 は継続 し蓄積 されてい く
ことに本質 があるのである。

第 6節

土地所有権 の公共性

第 1款

土地所有権の公共性の意義

土地所有権 は特定人が特定地の上下の時空を法令の制限内において 自
由に利用及 び処分する権利である。特定地は、①特定地面、②特定地面
上の時空及び③特定地面下の時空 の 3側 面 に分析である。土地所有権の
客体である特定地の利用に関 して、①特定地面 は排他的

(自

由)な 利用

が可能 であるが、②特定地面上の時空の利用は、地域内の他者の特定地
面上の時空の利用 と公共時空を形成する。特定地面上の時空の利用 は各
土地所有権に基づ く生活及 び生産の社会共同生活 である。 これが土地所
有権 の公共性である。なぜ ならば、各土地所有権 は、複数の特定地 の集
合 である地域で、地域社会での生活及び生産だからである。 これを土地
所有権 の公共性 とい うことがで きる。
この土地所有権の公共性は、一つは、生活環境権、他の一つは景観権
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として構成 され る。 つ ま り、土地所所有権 としての生活 環境権、土地所
有権 としての景観権 で ある。
生活環境権 は、特定地面上の時空の利用 の側面 で良好 な生 活環境 を亨
受す る権利 として構成 され る。各土地所有権 は公共性 が推定 され るが、
他者 へ の侵襲 が 「受忍限度 を超 える」又 は 「生活 環境 に対す る著 しい被
害」の場合 には、公共性 の推定が破 られ る。例 えば、 Aの 工場操業 に伴
う煤煙 によ り他者 Bに 被害 を及 ぼ した場合 を考 える。 Aと Bの 生活及 び
生産 は特定地面上 の時空 においては連続、影響関係 にあ り、 その時空 は
社会共同生活時空 として公 共時空 (公 共圏)で あ り、生活 と生産 の公共
時空であるので ある。
そ して、土地所有権 の公共性 の論点 は、 い かなる場合 の土地所有権 が
公共性 の推定 を破 り違法 とな り、違法 な土地所有権 が禁止又 は抑制 され
るかが問題 となる。

この論点 に関 して、被害者の側から「受忍限度J、 加害者 の側か ら「公
害」とい う概念 が構成 されることになるのである。そして、現段階では、
「生活環境J概 念が一般的に用い られている。土地所有権 は私的性質を基
本 としながら、その権利が公共時空 (公 共圏)の 利用 となるため公共性
をもつ ことになるのである。 この土地所有権の公共性 では、生活環境に
係 る被害では直ちに土地所有権侵害 として違法性 を帯びることにはなら
ないのである。
これに対 して景観権は、地域内の良好な景観を保護及び保全する権利
である。地域内の土地所有権の特定地面上の時空の利用 の造形 (具 象化)
が景観 とな り、その景観が良好 な場合の保護及 び保全されるので、生活
環境権のように公害 による侵入 ではな く、利用の造形力である建物等 の
景観である。特定地面上の利用 の公害 による侵害 に対する生活環境権 に
対 して、景観権は特定地面上の利用 の形の景観で、保護及 び保全すべ き
良好な景観のとい うことになる。
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したがって、良好な景観を創出した土地所有権 は景観権 として保護、
保全され るが、良好 でない景観を造 り出 した又は造 り出す土地所有権は
制限され ることになる。
以下、土地所有権の公共性が現れた法律 と判決例 を検討す ることにな
るが、土地所有権侵害の違法性 に関する判例、法律及び取消訴訟 の原告
適格判断において確認することにしよう。
第 2款

生活環境権 (土 地所有権 の公共性その 1)

土地所有権 の公共性 の現 れとしての生活環境権を、不法行為訴訟及 び
関連法 と取消訴訟 において検討することにする。

1不 法行為訴訟
0)大 阪アルカ リ事件

(大 判大正 5年 12月 20民 録22輯2474頁 )

まず、最初 に問題 となったのは、土地所有権の特定地が工場地の操業
で、工場地面の時空の利用である工場操業過程で硫酸ガスを排 出 し、数
キロ離れた農地に到達 し農被害が生 じ、その農作地の農作物 が枯死 した
事件 である。土地所有権を侵害された農民 は、事業地の土地所有権者 に
被害を発生させない相当防止措置義務 を、土地所有権侵害を根拠 に要求
で きるとしたのである。もし、相当な防止措置をせ ずに被害が生 じた場
合 には、不法行為に基づ く損害賠償責任 が認められたからである。工場
(特 定地面の利用)の 操業 (特 定地面上の時空の利用)を 内容 とする土地

所有権 は、遠 く離れた被害農民の土地所有権 の内容 である農地面の土壌
汚染 と農地面上の時空の大気汚染 によ り農作物 を枯死させ るとい う土地
所有権 が侵害されたのである。農地 における農作物 はその生産物である
ので、工場操業の土地所有権の公共性は破 られ違法性 を有 し不法行為 と
なるのである。ただし、判決 自体 は、工場操業 の工場地面上の時空の利
用 である工場操業を違法性の正当性ではな く、過失 の相当性 の判断要素
としている。
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この大阪 アルカ リ事件 は上地 所有権 が特定地面上 の時空 に関 して排他
的・ 自由 な利用 ではない ことを示 した判決 とい うことになる。
(21公 害対策基本法
「公害」の概念 が規
1967年 に制定 された 「公害対策基本法」 において、
定 され、土地所有権 の事業地面 上の時空 の利用 に関 して、許容 され る判
断基準 が示 された。 その公害 とは、事業活動 その他人 の活動 に伴 って生

ずる相当範囲にわたる、①大気の汚染、②水質の汚濁、③騒音、④振動、
⑤土壌汚染等 によって「人 の健康」又 は 「生活環境 に係 る被害」 を生ず
ることと定義したのである

(同 法 2条 )。

この「公害」の定義 は、1993年

に制定された「環境基本法」 にも継承 されてい る (同 法 2条 3項 参照)
のである。
公害対策基本法は、一方で事業地等の土地所有権 の内容を「事業活動」
と捉 え (事 業地面上の時空の利用)、 その活動の限界 を「公害」で定義し
て土地所有権を制限する一方、他方で、居住地の土地所有権の内容を「健
「生活環境」(居 住地面上の時空 の利用)と 概念化 し、そして、 この
康」
「生活環境 に係 る被害Jと 判断 した。事業活動 による公害の場合 「生活環
境 に係 る被害Jと 規定 したことは、事業者に対 して 「公害による生活環
境 に係 る被害を受けない権利」
、逆 に言えば「良好 な生活環境を享受す る
権利Jを 公害対策基本法が公認 したことになる。つ まり、土地所有権 の
内容 である土地利用権の具体化 として生活環境権 が公認 されたことにな
るのである。
土地所有権 は特定人 が、特定地 の上 下 の時空 を、法令 の制限内 におい
て 自由 に利用及 び処分す る権利 で ある。 その特定地の上下の時空 に関 し

て、①特定地面、②特定地面上の時空及びЭ特定地面下の時空の 3側 面
に区別できるが、 この②特定地面上の時空の利用の側面 において、生活
環境権が認められたことになる。 ところでこの生活環境権は、土地所有
権者 だけに認められる権利であるか。土地所有権者以外に土地所有権の
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処分権に基づいて土地所有権者 から土地利用権 の設定を受けた権利者 は
当然、生活環境権 を持つ ことになる。生活環境権は、土地所有権の土地
利用権の特定地面上の時空の利用権の居住地における具体化であるから
である。建物を所有する地上権者・ 土地賃借権者・土地使用借権者等で
ある。さらに、その建物の借家人も当然、生活環境権をもつことになる。
居住地面上の時空の利用の具体化が生活環境権 であるので、その居住地
面上の時空の利用のために建物を建て現実にその時空を利用する生活 し
てい るのであるから、そのような建物を借家 とすることは、建物所有者
の家主 が、 そのような居住地面上 の時空の利用の箱物である建物を貸 し
ているからである。つ まり、不法住居者以外の地域住民は、生活環境権
を有 していることになる。

0)世 田谷区硯町日照妨害事件

(最 判昭和47年 6月 27日 判時669号 26頁 )

本作 は、原告の住宅の南側に隣接する被告が 2階 を増築 したため、原
告が北側居宅の 日照 。通風が大幅に遮 られて著 しい不利益を受けたとし
て、 日照通風被害を受けた原告が南側の土地・建物所有者である被告を
不法行為

(民 法709条 )に 基づいて損害賠償請求を提起 した事案である。

被告 の土地所有権 (増 築 の自由)力 S原 告の土地所有権 (生 活環境権)を
侵害 した事件である。判旨は、積極、消極 の生活妨害 は土地所有権の側
面では差異 はない とする。
「もとより所論のように、日照、通風 の妨害 は、従来与えられていた日
光や風 を妨害者の土地利用の結果さえぎったとい う消極的 な性質 のもの
であるから、騒音、煤煙、臭気等 の放散、流入 による積極的 な生活妨害
とはその性質質を異 にするものである。 しかし、 日照、通風の妨害 も、
土地の利用権者 がその利用地に建物を建築 してみずから日照、通風 を享
受す る反面 において、従来、隣人が享受 していた日照、通風をさえぎる
ものであって、土地利用権 の行使 が隣人 に生活妨害を与えるとい う点 に
おいては、騒音の放散等 と大差 がな く、被害者の保護 に差異 を認める理
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由 はない とい うべ きで あ る」。

そして、①土地所有権 としての生活環境権侵害 (生 活妨害)は 即違法
性をおびるのではな く②受忍限度 を判断基準 とする。 そこで、一般基準
として、次のように判示する。
「ところで、①南側家屋 の建築 (土 地所有権)が 北側家屋の日照、通風
を妨げた (土 地所有権 としての生活環境権の侵害)場 合 は、 もとより、
それだけでただちに不法行為が成立するわけではない。しかし、すべて
の権利行使 は、その態様ない し結果 において、社会観念上妥当と認めら
れる範囲でのみ これをなす ことを要するのであって、②権利者の行為が
社会妥当性を欠 き、 これによって生 じた損害が、社会生活上一般的に被
害者 において忍容するを相当 とする程度 を超えた と認 められるときは、
その権利の行使 は、社会観念上妥当な範囲を逸脱 したもの とい うべ く、
いわゆる権利 の濫用にわたるものであって、違法性 を帯び、不法行為 の
責任を生ぜ じめるものといわなければならない」(① 、②筆者挿入)。
①一方の土地所有権が他方の土地所有権を侵害 した場合 でも、公共圏
の生活環境権の侵害であるので、②受忍限度 にあたるか否か

(こ

こでは

権利濫用の半U断 基準)で 違法性を判断 しているのである。
14)環 境基本法

公害対策基本法 (1967年 )の 「公害」 の定義 は、1993年 に制定された
「環境基本法」にも継承 される

(同 法 2条

3項 )。 さらに、環境基本計画

年新たな制度が確立する。土地所有権 の客体である特定地が、特定地面、
特定地面上の時空の利用及び特定地面下の時空の 3側 面に区別 し、特定
「公害対策基本法」(1967年 )は 「公
地上の時空の利用の側面 において、
害」及び「生活環境権」概念 を構成 した。さらに、環境基本法 (1993年 )
「時空」の利用の「時空」の概念がより明確 に自覚される。一つは、
では、
「人間の活動による環境 への負荷 によって損
環境 の恵沢の享受 と継承 で、
なわれるおそれが生 じてきていることにかんがみ、現在及 び将来 の世代
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の人 間 が健全 で恵み豊かな環 境 の意 沢 を享受す るとともに人類 の存続の
基盤である環境 が将来 にわたって維持 されるよ う適切 に行 わな ければな
らない」(法 3条 )と す る。他 の一つは、持続的発展可能 な社会 で、
「健全
で恵み豊 かな環境 を維 持 しつつ、環境 へ の負荷 の少 ない健全 な経済 の発
展 を図 りなが ら、持続的 に発展す ることがで きる社会 が構築 され ること
を旨 とし、及 び科学的予見 の充実 の下 に環境 の保全上 の支障が未然 に防
がれ ることを 旨 として行われ なけれ ばな らない」(法 4条 )と す る。
「時
空 」即 ち 「環境 」 の問題 が、拡大 し、深化 しているので ある。

6)国 立景鶴権訴訟

(最 判平成18年 3月 30日 民集60巻

3号 948頁 )

土地所有権の公共性が裁判で争われた事件が国立景観権訴訟である。
国立市の大学前通 りに高層 マ ンションを建築 した業者 に対 して、景観権
に基づいて建築禁止を求 めた民事上の差止訴訟である。
第一審判決 (東 京地判平成14年 12月 18日 判時1829号 36頁 )は 、高層 マ
ンションの20m以 上の建築禁上を認容 した。景観利益を有する土地所有
者 の合意

(自

己規制の継続)に より土地所有権 よ り派生 した景観権に基

づ くとする。 これに対 して、控訴審判決 (東 京高判平成16年 10月 27日 判
時1877号 40頁 )は 、第一審の判決 を取 り消 した。景観利益 は、公法上の
利益 であ り、私法上 の権利でないとしたのである。 この控訴審判決に対
して、最高裁 は、景観利益 は、景観法、景観条例を根拠 に、③民法709条
の 「法律上保護 に値する利益」 としたが、侵害行為に受忍限度を超 える
違法性がない として、差止請求自体 は棄却された。
「地域
第一審判決は、②環境権 としての景観権 を次 のように否定する。
地権者 の 自己規制 によってもたらされた都市景観 の由来 と特殊性 に鑑み
ると、いわゆる抽象的な環境権や景観権といったものが直ちに法律上の
権矛Uと して認められない と」 とする。
「特定の地域内において、当該地域内の地権者 らによる土地利
しかし、
用の 自己規制の継続 によ り、相当の期間、ある特定の人工的な景観 が保
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持され、社会通念上もその特定の景観が良好 なものと認 められ、地権者
らの所有す る土地に付加価値 を生み出した場合には、地権者 らは、その
土地所有権 から派生するものとして、形成された良好な景観 を自ら維持
す る義務を負 うとともにその維持を相互に求める利益 (以 下『景観利益』
とい う。
)を 有するに至ったと解すべ きであり、 この景観利益 は法的保護
に値 し、 これを侵害する行為 は、一定 の場合 には不法行為に該当する」
。
この土地所有権から派生 した景勧権の法的構成に対 して、控訴審判決
「この良好な景観 は適切な行政施策 によって十分 に保護 されなければ
は、
ならない。 しかし、翻 って個 々の国民又 は個 々の地域住民が、独 自に私
法上の個】U具 体的な権利・ 利益 としてこのような良好 な景観を享受する
ものと解することはできない。
」 として否定する。
これに対 して、最高裁判決 は、 まず、景観法、東京都景観条例、国立
「良好 な景観 が有す る価値を保護す ることを目的とする
市の景観条例 は、
ものである。そうすると、良好 な景観 に近接す る地域内 に居住 し、 その
恵沢を日常的に享受 している者 は、良好な景観 が有する客観的な価値の
侵害 に対 して密接 な利害関係 を有するものとい うべ きであ り、 これらの
以下 騰調肝U益 』とい う。
者が有する良好 な景観 の恵沢を享受する利益 〈
)
は、法律上保護 に値す るものと解するのが相当である。
」
そして 「ある行為が景観利益に対する違法な侵害 に当たるといえるた
めには、少 な くとも、その侵害行為が刑罰法規や行政法規の規制 に違反
するものであり、公序良俗違反や権利の濫用に該当するものであるなど、
侵害行為の態様や程度 の面 において社会的に容認された行為 としての相
「侵害行為
当性を欠 くことが求められる」 と判示す るのである。そ して、
の態様や程度 の面 において社会的に容認された行為 としての相当性を欠
く」か、が違法性の判断基準 となる。
高層マンションの建築が地域の景観を侵害 していることは事実である。
その建築工事をどのような法律構成で差止めるか、難 しい問題 である。

-
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地域住民 の土地所有権 を現象的 には侵害 してい るとは言 えない か らであ
る。 土地所有権 としての生活環境権 の侵害 とす るには、生活環境圏へ の
侵襲 の事実 がない。本 稿 の土地所有権 の客体 で ある特定地上の時空の利
用 へ の侵害 はないので、土地所有権 としての生活 環境権 の侵害 とはな ら
ない。 そ こで、土地所有権 の公共性 で、土地所 有権 を地域環 境 に位置 づ
け、 その地域 を構成 す る土地所有権 として、 その土地所有権侵害 として
地域内の他者 の土 地所有権 を制限す ることになる。本作 だ と、土地所有
権 の公共性 が景観権 として現れ るか とい う論点 となる。第 一審 は、 その
根拠 を 「地域 内の地権者 らによる土地 利用 の 自己規制 の継続」 においた。
つ ま り、景観利 益 を有す る土地所有者 の合意

(自

己規制 の継続 )に よ り

土地所有権 よ り派生 した景観 権 としたのである。 しか し、私人 の合意 で
地域公共圏 を規制 で きるかの論点か ら、控訴審 は、地域公共圏 の 「良好
な景観 は適切 な行政施 策 によ」 るべ きとしたの で ある。 自己の土地所有
権 を侵害 しない他者 の土地所有権 を制限で きるのは 「行政施策」 しかな
い とい うのである。 この考 えが一般的 である。 これに対 して、最高裁 は、
私法 の中 に公法 を組み込ん でいる民法709条 (違 法性要件 に刑 罰法規、取
締法規 を組み込み、現在 では 「法律上保護 され る利益」 となる)を 利用
して、 その私法・ 公法 二元論 の原理的限界 を回避 す る。景観法、東京都
「良好 な景観 が有する価値 を保護す るこ
景観条例、国立市 の景観条例 は、
とを目的 とす る」 として、民法 709条 の 「法律上保 護 される利益 」 とす る

「侵害行為の態様や程度 の面 において社会的に容認さ
のである。 そして、
れた行為 としての相当性 を欠 く」 かを違法性判断基準 として判断するの
である。
最高裁 が、民法709条 の「法律上保護される利益」のなかに、景観権を
組み込んだとい うことは、土地所有権の公共性 を認めたことを意味する。
土地所有権 の公共性 とは、土地所有権 の特定地面上の時空の利用の形象
物 である景観 が周辺 の土地所有権 と規定関係及 び影響関係 にあることを
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意味するからである。既存の土地所有権 による景観 に対 して新土地所
有権による侵害は認めるが、請求を認めるに足る違法性 はない とい うの
である。控訴審のように却下ではなく請求棄却 としたことは土地所有権
の公共性を認 めてい るからである。また、請求者を土地所有権及び借地
権者等 の地域住民 に限定 してい る点 でも土地所有権 の公共性 を確認 で
きる。
以上から、土地所有権の公共性に関 して、第 1審 は、地域の土地所有
権者の合意 に置き、控訴審 は否定 し、最高裁 は、景観法等の景観に関す
る法規 を媒介にして土地所有権 の公共性を認めたといえよう。

2取消訴訟 と土地所有権
土地所有権 の特定地面 の時空の利用権が他者の土地所有権により侵害
された場合、取消訴訟の場面 では周辺住民 の第二者 に原告適格 があるか
の問題 となる。
(1)取 消訴訟 と土地所有権

取消訴訟 は行政処分 により国民 の権利利益 が侵害又 は侵害の危険性が
ある場合 に、その行政処分を取消す行政訴訟である。この権利利益は「法
律上の利益」でなけれ ばならない。 これが、取消訴訟の訴訟要件の 1つ
である原告適格である。 この 「法律上の利益」 は国民の個別的権利 でな
ければならず、反射利益 では「法律上の利益」 に該当 しない。行政処分
によ り土地所有権侵害又 は侵書の危険性 ある名宛人がその典型 とい うこ
とになる。 ところが、その名宛人 の土地所有権 によ り周辺住民 に生活環
境の被害が及ぶ場合 には、その生活環境 は権利利益 かとい うことになる。
土地所有権 は生活環境権 は、土地所有権の客体である特定地面上の時空
の利用において良好 な生活環境を享受する利益であるが、その時空が連
続 し影響関係 にある公共時空である。 この構成 は、土地所有権 としての
生活環境権 となり、最 も基本的な権利 である土地所有権 の内容 として構
成 されるのである。ただ、 この生活環境権は生活環境 〈
時空)が 排他的
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支配 になじまず、他者 との一定の公共性共存の性格をもつ公共性 のため
に、受忍限度、又 は、著 しい生活環境被害の場合 でなければ違法性を帯
びない とい うにすぎない。か くして、生活環境 に係 る著 しい被害 は、行
政事件訴訟法 9条 の取消訴訟の原告適格要件である「法律上の利益」 と
い うことを意味す るのである。そして、その内容は土地所有権 としての
生活環境権である。それでは、以下、判決例 において、 どのように展開
してきたかを確認す ることにしよう。
(2)長 沼事件判決 (最 判昭和57年 9月 9日 民集36巻 9号 1679頁 )

保安林区域 の保安林指定の解除 によ り災害を受ける危険性 の高 まる周
辺地域住民は「直接 の利害関係 を有する者Jと して原告適格が認 められ
た。 この「利害関係」の実質は生活環境権 か。
森林 「法 は…利害関係 を有す る地方公共団体の長の他 に、保安林の指
定 に『直接 の利害関係 を有する者Jに おいて、森林 を保安林 として指定
すべ き旨を農林水産大臣に申請することができるものとし (法 27条 1項 )、
また、農林水産大臣が保安林を解除 しようとする場合に、右の「直接の
利害関係 を有する者』がこれに異議があるときは、意見書を提出し、公
開の聴聞手続 に参加することがで きるもの としてお り (法 29条 、30条 、
32条 )、 これらの規定 と、1日 森林法 (明 治411年 法律第43号 )2条 において

は『直接利害ノ関係 ヲ有スル者Jに 対 して保安林 の指定及 び解除の処分
に対する訴願及 び行政訴訟の提起が認められることによって不特定多数
者 の受ける生活利益のうち、一定範囲のものを公益 と並んで保護すべ き
個人 の個

=U的

利益 として とらえ、かかる利益の帰属者に対 し保安林の指

定 につ き『直接の利害関係 を有す る者Jと して その利益主張をすること
ができる地位 を法律上付与 しているものと解す るのが相当である。そう
すると、 かかる『直接の利害関係 を有す る者Jは 、保安林の指定が違法
に解除され、それによって 自己の利益を害 された場合 には、右解除処分
に対する取消 しの訴 えを提起する原告適格 を有す る者 とい うことができ
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る。
」
この判決 に対 しては、
『直接の利害関係 を有する者』の手続 き規定を根
21、
拠 に原告適格 を認めたものとして批判が強いが 『直接 の利害関係を有

『直接の利害関係 を有す
する者』は周辺の土地所有権者等 であるが故に、
る者』 として手続 きに参加することができたとすれば、実質的には、生
命、身体 に影響する生活環境に対する著 しい被害 とみることができよう。
つ まり、
「法律上の利益」は土地所有権 としての生活環境権 とい うことに
なる。

0)新 潟空港事件

(最 判平成元年 2月 17日 民集43巻

2号 56頁 )

本作 は、昭和54年 12月 に運輸大臣が、特定 の定期航空運送事業免許を、
日本航空に与 えたところ、空港周辺 に居住す る住民 が、騒音 によ り健康
ないし生活上の利益侵害があると主張 して、取消訴訟 を提起 したもので
ある。空港周辺の住民に原告適格を認めたのであるが、その判断過程は、
ま」Э原告適格 の一般的判断枠組みを提示 し、②本作独自の判断基準を
概念化 し、③本件 に適用 している。① は判例法上確立 した判断枠組みで、
② に独自性があり、この第二者 に原告適格を認める基準 としては、生命・
身体 とも関係する生活環境権侵害の事案 として確立 し、一般的 に行訴法

9条 2項 に概念化されている画期的は判例である。

1)原 告適格 の一般的判断枠組み
取消訴訟 の原告適格を規定す る行訴法 9条 にい う
「
『法律上利益を有する者』 とは、当該処分により自己の権利若 しくは
法律上保護 された利益を侵害 され又 は必然的に侵害されるおそれのある
者をい うのであり、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数の具体的
利益を専 ら一般的公益 の中に吸収解消させ るにとどめず、それが帰属す

「手続規定の存否 とい う立法の
折戸美紀・ 行政法判例百選 Π (第 6版 )・ 378頁 は、
偶然 によ り原告適格の有無が左右されることは不合理であろうJと する。
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る個 々人 の個別利益 としてもこれを保護す べ きもの とす る趣 旨を含 む と
解 される場合 には、かかるオU益 も右 にい う法律上保護 された利益 に当た」
る。

2)本 判 決 の独 自性
行政法規 が、帰属す る個 々人 の個別的利益 として もの とす る趣 旨を含
むかの判断 は、
「当該行政法規及 びそれ と目的を共通する関連法規 の関係規定 によって
形成 され る法体系の中において、当該処分 の根拠規定が、当該処分 を通
して右 の ような個 々人の個男U的 利益 をも保護 すべ きもの として位置付 け
られてい るとみ ることがで きるか どうかによって決すべ きで あるJ。

3)本 件 にお ける関連法規 の 目的
「航空機 の航行 に起因する障害の防止 を図 る」
航空法 1条 の 目的規定 は、
と定 めるが、 これは航空機騒 音基準適合証明制度導入 に伴 って昭和50年
に追加 されたものであるか ら、航空機騒音 の防止が 目的に含 まれる。 ま
た、関連法規 で ある 「公共用飛行場周辺 にお ける航空機騒音 による障害
の防止等 に関す る法律 Jは 、運輸大 臣 に騒 音 を防 止す るための各種措置
を講 ずる権 限 を与 えてい るのだか ら、定期航空運送事業免許 の審査 にお
いては、その趣 旨を踏 まえる必 要 が ある。 とす ると、運輸大 臣 は、定期、
航空運送事業免許の審査 にあたって、 申請事業計画 を騒音障害 の有無及
び程度 の点 か らも評価 す べ きであ り、 この点 の判 断 を誤 った場合 には、
免許処分 は裁量 の逸脱 とな りうる。 したがって新規路線免許 によ り生 じ
た航空機騒音 によって、社会通念上著 しい障害 を受 ける者 は免許取消 し
を求 める原告適 格が認 め られ る。
この判 旨で 「航空機騒音 によって、社会通念上著 しい障害 を受 ける者
は」、後述 の小 田急高架事件 の最高裁大法廷判決 の 「生活環境 に対す る著
しい被害」 と同旨である。 つ ま り、 土地 所有権 としての生活環 境権侵害
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が受忍限度 を越 える違法 なものである22。
14)小 田急高架化事業認定取消訴訟 (最大判平成 17年 12月 7日 民集 59巻
10号 2645頁 )

20

「法律上保護 に値 する利益説」
年 の行訴法改正後 の判決 であるが、

に親和的 とな り、実質的 に生活 環境権 で原告適格 を認 めるので ある。

「都市計画事業の認可に関する都市計画法の規定の趣 旨及 び目的、これ
らの規定が都市計画事業の認可の制度を通 して保護 しようとしてい る利
益の内容及畔 質等を考慮すれば、同法 は、 これ らの規定を通 じて、都
市の健全な発展 と秩序ある整備を図るなどの公益的見地か ら都市計画施
設の整備 に関す る事業 を規制す るとともに、騒音、振動等 によって健康
又 は生活環境 に係 る著 しい被害を直接的に受けるおそれのある個 々の住
民 に対 して、そのような被害を受けない とい う利益 を個々人の個別的利
益 としても保護すべ きものとする趣旨を含むと解す るのが相当である。
したがって、都市計画事業の事業地の周辺 に居住する住民のうち当該事
業が実施 されることにより騒音、振動年 による健康又 は生活環境に係 る
著 しい被害を直接的に受けるおそれのある者 は、当該事業 の認可の取消
しを求めるにつ き法律上の利益を有する者 として、その取消訴訟におけ
る原告適格 を有するものといわなければならない」
。
「当該事業が実施 されることにより騒音、振動等 による健康又 は生活環
境 に係 る著 しい被害を直接的に受けるおそれ」 とは、まさに受忍限度 を
超える生活環境権侵害のおそれである。 この判決で、生活環境権侵害の
危険性 によ り取消訴訟の原告適格は認められたことになる。
都市計画が土地所有権の制限調整であること考えると、直裁 に「法律
上の利益Jは 土地所有権 とい うことになる。土地所有権 を特定地の上下
22古 城誠・

「第二者 の被 る損害 が、受忍限度
行政法判例百選 Ⅱ (第 6版 )・ 353頁 は、
を超える物理的損害 でない場合 には、特別 の法律規定 がない限 り、第二者 の原告適
格 は肯定され に くいようである。
」 として、生活環境権侵害 を示唆 している。
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の時空 を法令 の制限内において 自由 に利用及 び処分 す る権利 として捉 え
て い ない ことか らくる、迂回 した法律構成 となっているのである。都市
地域 にお ける生活環境 に関す る著 しい被害 は、土地所有権 の都市居住地
にお ける生活環境権 の侵害 に あたるのである。 つ ま り、土地所有権 の侵
害 を意味す るのである。
「騒音、振動等 によって健康又 は生活環境 に係 る著 しい被害 を直接的に
受 けるおそれのある個 々の住民 に対 して、 その ような被害 を受 けない と
い う利益 を個 々人 の個別 的利益 として も保護す べ きもの とす る趣 旨」 と
い う判 旨の 「個 々人 の個別 的利益 として も保護 す べ きもの とす る趣 旨J
とい わな くて も、周辺住民 に土地 所有権 とい う「個 々人 の個

利益」
=U的
があるので ある 。 この 「個 々人 の個別 的利益 」 の最 も典型的 な利益 が
土地所 有権 である。土地所有権侵害及 びその侵害 の危険性 を論証すべ き
とい うことになる。

第 3款

景観権 (土 地所有権 の公共性 その 2)

1土 地所有権 の特定地面 の時空 の利用 の形
土地所有権 は特定人 が特定地 の上下 の時空 を法令 の制限内 において 自
由 に利用及 び処分す る権利 である。特定地 の上 下 の時空の利用 は、 その
時 空 を造形化する ことで あ り、 その造形 は、建築物及 び建 築物等 の街 な
みによって示 され ることになる。 それ故 に、土地 の用途 を示 す用途地域
は、 その時 空 を造形 す る建物建築規制 によって具体化 され るので ある。
そ して、その地域 の土 地所有権 の姿 は景観 となって現 象化す るのである。
この景観 は過去 の土 地所有権 の形 で ある。地域形成 計画 の基本 で ある都
市計画 は今後 の土地 所有権 の利用規制 で あるが、景観 は、過去 の土地所
有権 の形 である。 したがって、景観 によっては、 それは歴史的文化的 な
る横山信 二・行政法判例百選 Π
「
『法律上の利益』 は
(第 6版)177事 件・367頁 は、
権利 とも区別 される訴訟上の資格 であるJと して、再構成すべ きとする。
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価値 の形象化 として風景 となり、景色 となり、風致 となり、遺跡 とな り、
歴史的町並み となる。 これらの景観 には公共性が内在化 していることに
なり、その景観 の保全 と維持 のためには、土地所有権 の制限となる。そ
れらの景観 は、土地所有権 の利用権 の内容である地域 の特定地 の時空を
形作 っているからである。まず、それらの景観を保護、保全す るための
法律の規定を確認 し、次 に、判決例 において確認する ことにしよう。

2法 律 で保護される景観等
0)風 致地区

(都 市計画法 8条

1項 7号 、第584)

風致地区は、1919(大 正10)年 成立の旧都市計画法 で創設 された地域
地区制である。旧都市計画法10条 2項 は 「都市計画内二於 テハ市街地建
築物法二依ル地域及地区ノ外土地ノ状況二依 り必要 卜認 ムル トキハ風致
又ハ風紀 ノ維持ノ為特二地区ヲ指定スルコ トフ得」と規定する。風致 は、
「樹林や水辺地などの 自然
良好 な自然的景観 とい う意味である。つ まり、
物及 び社寺・ 史跡・ 農地などの地域 に古 くから存在 し、周辺 自然 と一体
Z」

化 した人工物 によ り良好 か景観 が形成されている状態

である。風致

地区内において、建物等 の建築や樹木の伐採などに一定の制限をするこ
とで、都市 と自然 の両立を図るものである。旧都市計画法 では、内務大
臣の認可を受けたうえで知事の定 める命令 によ り建築等の行為を禁止又
は制限できた。 日本 の最初 の風致地区は、1926(大 正15)年 指定 の明治
神宮風致地区である。
この風致地区制 は1968(昭 和43)年 制定の新都市計画法でも存続す る
が (同 法 8条 1号 7号 )、 都道府県 の条例 に基づ く許可 による規制 とな
「都市の風致」 とは、都市において、水や緑など自然的な要
る。そ して、
素 に富んだ土地における良好な自然的景観 であり、風致地区は、良好な
自然的景観を形成 してい る区域のうち、土地利用計画上、都市環境 の保

Z稲 本他 。
「日本 の土地法』41頁 。
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全 を図 るため風 致 の維持 が必 要 な区域 に定 めるものである。
12)歴史的風土保存区域 (都 市計画法 8条 1項 10号 、古都保 存法、明 日
香法 )
歴史的風土 特別保存地 区 は、 1966年 制定 の 「古都 における歴 史的風 土
「古都 」 をか
の保存 に関す る特別措置法」(古都保存法)に 基 づ く制度 で、
つ ての政治、文化 の中心等 として歴史上重要 な地位 を有する10市 町村 鯨
「歴史的風土」 を、 その古都 において歴 史上意義 を有する
都市等 )と し、
建造物、遺跡等 が周囲 の 自然的環境 と一体 とな して い る土地 の状況 と捉
え、古都保存法 は、 これ を後代 の国民 に継承 され るべ き文化的遣 産 とし
て適切 に保存す ることを 目的 として い る。 この 「古都 にお いて歴史上意
義 を有す る建造物、遺跡等 が周囲 の 自然的環境 と一体 とな して い る土地
の状況」 こそが、地域 内の特定地面上の時空の千年以上 に渡 る利用 の現
在 における形 である。土地所有権 は特定地面上 の時空 の利用 なのである。
(3)伝 統的建造物群保存地区 (都 市計画法 8条 1項 15号 )
伝統的建造物群保存地区 は、文化財保護法 143条 に基 づ く制度で、都市
計画区域及 び準都市計画 区域内 において、伝統 的建造物群及 びこれ と一
体 をな して い る環境 を保存す るために、都市計画 に定 めるものである。
この地 区での規制 は、伝統的建造物群保存地 区内 の建造物 の新築、建築
物 の外観 を変 更す ること、宅地 の造成 、木材 の伐採、 土石類 の採取等 の
行為 は、市町村長及 び教育委員会 の許可 を うける必要 がある とい うこと
で ある。
141衝 並み誘導型地 区計画 (都 市計画法 15条 の 2)
地区計画 は、 1980年 に創設 された制度で、主 として街 区内の住民等 に
とって良好 な市街地環 境 の形成又 は維持 を図 るため、地 区 の特性 に応 じ
た きめ細 かなまちづ くりを行 うための制度 で ある。一体的 な整備、開発、

及び保全を図るべき地区について、①地区計画の日標②当該区域の整備、
開発及び保全に関する方針、③地区施設と地区整備計画、を定め、開発
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行為、建築行為を規制誘導する。③ の 「地区施設」 は、主 として街区内
の居住者等の利用に供 される道路、公園等であ り、
「地区整備計画」は、
建築物の整備、並びに土地の利用 に関す る計画である。地区計画を、建
築規制 として、適用するためには、地区整備計画を定め、 さらに、その
うち建築規制にふ さわしい内容を、建築基準法68条 の 2に 基づ く条例 と
して定める必要がある。
具体的には、良好な市街地で、地域 の歴史、風土に根差 した特色のあ
る街並みを形成 している地 区について、特色ある景観 を保全するため、
壁面の位置の制限、建築物の高さ最高限度、建築物の形態意匠の制限等
を定める地 区計画である。
(5)景観計画区域
景観計画区域 は、2004(平 成16)年 に制定された景観法に基づ き建築
物の形態意匠の制限等も定めることができるものである。景観法は建物
等の形態意匠を規制するのであるから、土地所有権 を、 よ り内容的 に制
限する法律である。建物等の形態意匠の制限 とは、現存する建物等の形
態意匠を保全 し、それに合わせるとい うことである。つ まり、建物 の形
態意匠の造形イ
ヒされた歴史的、文化的な景観を保護、保全 しようとする
ところに景観法 の本質がある。 日本 の歴史的、伝統的、文化的景観の保
護である。
「我が国の都市、農村漁村等 における良好 な
景観法 はその政策 目標を、
景観 の形成 を促進するため、景観計画 の策定その他の施策を総合的に講
ずることにより、①美 しく風格のある国土の形成、②潤 いのある豊かな
生活環境 の創造及 び③個性的で活力ある地域社会の実現 を図 り、もって
国民生活の向上並びに国民経済及 び地域社会 の健全 な発展 に寄与す るこ
と」に置 くのである。① 「美 しく風格のある」
、②「潤いのあるJ、 ③「個
性的で」 の本質・ 性格概念 は、 日本の歴史的、伝統的、文化的景観 を含
意 している。具体的には、景観計画区域内の景観上重要な建造物や樹木
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を景観最重要建造物 〈
同法19条 )・ 景観重要樹木 (同 法28条 )と して指定
し、 その現状変更 には景観行政団体 (都 道府県等)の 長 の許可を必要 と
する

(同 法21条 ・ 31条 )。

この規定 は、景観最重要建造物の立地の特定地面 と特定地面上の時空
の利用 の具象化 である景観重要建造物が公共性を帯 びているとい うこと
の表現であ り、土地所有権の公共性の象徴的な現れ となるものである。
また、 このことは、土地所有権が時間的、歴史的な内容をもち、本稿 の
土地所有権 の内容 として、特定地面上の 「時空」の利用 と定義 している
ことの正当性 を示すものでもある。景観法 は、土地所有権の制限の根拠
が土地所有権の歴史性を伴 う公共性にあることが明確 になるとい う点で
も画期的である。 これまで、土地所有権 が内在的にもっていた公共性の
本質を顕在化させたといえよう。
(61重 要文化景観地域

重要文化景観 の制度 は、2005(平 成17)年 、文化財保護法の改正で創
「地域に
設され、翌2006年 から施行 されたものである。文化的景観 とは、
お ける人々の生活又は生業及 び当該地域の風土により形成された景観地
で我が国民の生活又は生業の理解 のため欠 くことのできない もの」(同 法

2条 1項 5号 )で ある。 日本 の原風景 と呼ばれる棚田や里山の景観、ア
イメ民族の文化的景観等が該当す る。都道府県又 は市町村の申出に基づ
いて、国によって選定された地域である。近江八幡 の水郷、岩手県一関
市の一関寺 の農村風景、生野鉱山及 び鉱山町の文化的景観、アイメの伝
統 と近代開拓 による沙流川流域 の文化的景観 など、が重要文化的景観に
選定されている。2014(平 成26)年 3月 18日 現在、全国t・ 43作 の重要文
化景観 が選定されている (奈 良文化財研究所出典)。
「歴
17)歴 史的風致維持向上地区計画 (都 市計画法12条 の 4第 1項 3号 、
史 まちづ くり法」
)
この地区計画 は、2008(平 成20)年 制定の 「地域にお ける歴史的風致
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の維持及 び向上 に関す る法律」所謂 「歴史街づ くり法」に基づ く制度で
「地域におけるその固有の歴史及 び伝統を反
ある。 この法の政策 目標 は、
映 した人々の活動 とその活動が行われる歴史上の価値に高い建造物及び
その周辺の市街地とが一体 となって形成 してきた良好 な市街地の環境

(以

「歴史的風致」 とい う。
下、
)の 維持及び向上を図るため」である (法

1

条)。
主務大臣 〈
文部科学大臣、農林水産大臣及 び国土交通大臣)が 、基本
方針を定め、市町村 が、歴史的風致維持向上計画を作成 し、主務大臣に
認定を申請 し、主務大臣が認定する。 この計画 に基づいて、次の措置が
できる。
市町村長 は、歴史的風致形成建造物 の増築、改築等 に係 る届出があっ
た場合、建造物の保全に支障があるときは、設計の変更箸の措置を勧告
することがで きる。
また、重要文化財等 に関す る文化庁長官の権限のうち、現状変更の許
可等 に関す るものを歴史的風致維持向上計画 の認定を受けた町村の教育
委員会が行 うことができる。
さらに、市街化調整区域 において、歴史的風致を形成 してい る遺跡 に
係 る歴史上価値の高い建築物 の復元 を目的とする開発行為等 については、
立地に係 る開発許可基準 に適合するものとみなす。
この 「歴史街づ くり法」 は、景観法の精神を、地区計画の レベルに適
用 したものである。地区計画 は、街区内の土地利用を一体的 に規制する
ものであるから、街区内の歴史街 が建物等の形態意匠等 に造形化 され、
その歴史街 を保全す るとい うのであるから、特定地 レベルから地域 レベ
ルに歴史的公共性を移 し、地域を形成する特定地 の土地所有権 は地域の
土地所有権 として公共性 を帯有す ることになるのである。

歴史街づ くり法は 「①個性豊かな地域社会 の実現を図 り、②もつて都
市の健全な発展及 び文化の向上に寄与することを目的とする」(同 法 1条 )
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するが、その 「①個性豊かな地域社会の実現Jは 、景観法の政策 目標の
「③個性的で活力ある地域社会の実現」は同 じ内容で、景観法では政策 目
「歴史街づ くり法」では目的となってい るのである。
標 であるが、
18)「 中心市街地 の活性化 に関す る法律J(2006年 )に

よる地区計画

歴史的な建造物や城壁等が中心市街地 に存す る場合 には、広域からの
集客を増加 させ るため、景観地区や地区計画等の設定により、できる限
り保全及 び活用を図 るための地区計画 である。

0)国 土形成計画

(全 国計画)

国土形成計画法に基づ く2008(平 成20)年 7月 の閣議決定である。そ
のうち都市政策 の都市の整備の一環 として景n///成 の歴史風土 の形成 に
関 して次 のように提示 してい る。
地域固有の歴史や文化を再評価 し、地域への愛着の醸成やそこに暮 ら
した くなるような魅力を創出してい くことが重要 である。例 えば、歴史
的な建造物、伝統的な街並みや誇 りとなる自然景観を有する地域におい
ては、地域 の合意形成を図 りながらこれ を一体 として保全・ 継承 し、 よ
り美 しく個性的な町並みや 自然環境 と一体 となった歴史的風土を形成 し
てい く。

3判 決例 にみ る歴史的文化的景観
土地所有権 は地 域 の特定地 の上下の時空の利用権 であ り、 その過去の
時 空の利用 は、歴史的遺跡、歴史的建造物、歴史的町並み、風 致 として
それ ぞれの景色 を示す景観 となって形象化 されて い る。 それ らの景観 に
表 れた土地所 有権 の公共性 を、土地収用法 に依 り収用 され る土地所有権
の公 共性 (公 共的利益 )を 認 めた判決例 を、以下 にみてみ よう。
この判決例 は、土地収用法20条 3号 の事業認定 の 「土地 の適正且 つ合
理的利用」 の要件該 当性 の判 断 を問題 とした ものである。公用収用の公
共性 と収用 され る土地所有権 の公共性 (歴 史・ 文化的景観 )と の利益衡
量である。国家 が公共 の用 に供 す る公 共的利益 と収用 され る土 地所有権
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の公共性 の利益衡量の判 断過程 は、次 の 3段 階 に区別 で きる。
「土地の適正■ つ合理的利用」要件該 当性判断 とし
まず、第 1段 階 は、
て比較衡量論 を採 り、公用収用のための公共的利益 と他方 の公共事業用
地 として失 われ る利益 の私的な利益及 び公共 の利益 を考慮要素 としてい
ることである。
次 に、第 2段 階 として、 その失われ る利益 の公 共 の利益 の内容、収用
予定地 の地 域性 の歴 史的・ 文化的価値 の評価 である。
「土地 の適正且 つ合 理的利用 Jの 要件該 当性
そして、第 3段 階 として、
の判断 を裁量判断 として、 その行政庁 の裁量過程 に第 2段 階 の公共 の利
益 を考慮 するために、調査・ 検討・ 利益衡量等 に分 け入 り、要考慮義務、
調査義務、適正利益衡量義務 等 を基準 に、裁量権 の逸脱 を判定する方法
である裁量過程統制型審査 (判 断過程統制型審査 )を とったか否 かで あ
る。
公共事業のために公用収用 され る土地所有権 が公共性 をもつ とい うも
ので ある。民主主義社会 の法的基盤である土 地所有権 は、本質的に公共
性 を内在化 しているもので ある。

0)日 光太郎杉事件

(東 京 高判48年 7月 13日 判時710号23頁 )

日光太郎杉事件 は、 日光太郎杉が歴 史的・ 文化的価値 をもち、 その土
地所有権 の公 共性 を示 す事件 で ある。 この太郎杉が歴史的、文化的価値
をもつ本質的価値 は、太郎杉 自体 にあるのではな く、 そこに切 り倒 され
ないで立 っているこ とにある。 つ ま り、太郎杉 の立 ってい る特定地 の土
地所有権者 は、 その太郎杉 を切 り倒 す権利 をもってい るのであ り、 それ
が現在 まで生 き続 けてい ることは、土地所有権者 が切 り倒 さない とい う
土地所 有権 の景観化 で ある。 したがって、太郎杉 に歴 史的・ 文化的価値
の源泉 は土地所有権 にあるので ある。 それ故、太郎杉 を切 り倒 し、 その
土地 を道路用地 として土地収用法 に基 づいて公用収用 しようとしたので
ある。 目的 は、 その太郎杉 に立 っている土地所有権 のは く奪 にある。現
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法秩序 の下では、道路 に使用す るために土 地所有権 を取得す る必 要 が あ
るか らである。 では、 日光太郎杉事件 の判断過程 をみてみ よう。
第 1段 階において比較衡量論 を採 り、喪失オU益 に公共 の利益 を含 めて
い る。
土地収用 「法20条 3号 所定 の F事 業計画 が土地 の適正且 つ合理的 な利
用 に寄与す るものであること』 とい う要件 は、 その土地がその事業 の用
に供 され ることによつ て得 らるべ き公共 の利益 と、 その土地がその事業
の用 に供 され ることによつて失 なわれる利益

(こ

の利益 は私的 なものの

み ならず、時 としては公共 の利益 をも含 むものである。)と 比較衡量 した
結果前者 が後者 に優越す ると認 め られ る場合 に存在す るものであると解
す るのが相 当である。 そ うして、控訴人建 設大 臣の、 この要作 の存否 に
ついての判断 は、具体的 には本件事業認定 にかか る事業計画の内容、右
事業計画 が達成 され ることによつて もた らされ るべ き公共 の利益、右事
業計画策定及 び本件事業認定 に至 るまでの経緯、右事業計画 において収
用の対象 とされて い る本作 土地 の状況、 その有す る私 的ない し公共的価
値等 の諸要素、諸価 値 の比較衡量 に基 づ く総合判断 として行 なわ るべ き
もの と考 え られ る」。本判決 は、「失 なわれ る利益

(こ

の利益 は私的 なも

ののみな らず、 時 としては公共 の利益 をも含 むもの)」 とし、「収用 の対
象 とされて い る本件土地 の状況、 その有す る私 的ない し公共的価 値 Jと
明示 して い る。
「本件土地上 に成育す る巨杉群
そ して第 2段 階 の公共 の利益 の 内容 は、
は、 日光杉並木街道 のそれ と時 を同 じ くして植栽 されたもの (但 し太郎
杉 についてはそれ以前か ら成育 していたもの とみ るべ きである。)で あつ
て、 日光杉並木街道 の 出発点 にあたるとす る見解 もそれ相応 の理 由が あ
る もの とい うべ きで あ り、仮 にこの見解 が厳密 な歴 史的、学術 的考証 に
たえるものではない として も、少 な くとも一般国民 の意識 の上では、 そ
の史的・ 文化的価値 の点 で、特別史跡・ 特別天然記念物 としての 日光杉

‑79(304p̲

法政研 究 19巻 3・ 4号 (2015年 )

並木街道 のそれ と同 じ程度 の価 値 を有す るもの と評価 されてい ると認 め
ることがで きる。
」
「本来考慮 に容れ るべ きで
第 3段 階の裁量過程統制型審査 に関 しては、
ない事項 を考慮 に容れ (4)、 かつ、暴風 による倒木

(こ

れによる交通障

害)の 可能性お よび樹勢 の衰 えの可能性 とい う、本来過大 に評価す べ き
でない ことが らを過重 に評価 した

(5)点 で、 その裁量判断の方法 ない

し過 程 に過誤 があ り、 これ らの過誤 がな く、 これ らの諸点 につ き正 しい
判断 がなされた とすればヽ控訴人建設大 臣の判断 は異 なつ た結論 に到達
する可能性 があつた もの と認 め られ る。 してみれば、本件事業計画 をも
つ て土地 の適正かつ合理的 な利用 に寄与す るもの と認 め られ るべ きであ
るとす る控訴人建設大 臣の判断 は、 その裁量判断の方法 ない し過程 に過
誤 が あるもの として、違法 なもの と認 めざるをえない。」 と判示 した。裁
量過程統制型審査 そのものである。
日光太郎杉事 件 は土 地所有権 が特定地上 の時空 を利用で きる権利であ
り、 その時間 の長 さが公共性 をもち、 それが太 郎杉 の存 立 として形 にな
り、現象的に は太郎杉が歴史的・ 文化的価値 の点 で、特別史跡・ 特別天
然記念物 として 日光杉並木街道並みの史的・ 文化 的公共性 を獲 得 したの
で ある。次 に、 二風谷 ダ ム事件 をみてみ よう。
12)二風谷 ダム事件

(本 L幌

地判平成 9年 3月 27日 判時1598号 33頁 )

本件 のポイン トは二風谷 ダム用地 が、ダ ム「事業計画 によ り失われ る
公共 ない し私 的利益 は、少数民族 であるアイ ヌ民族 の文化 Jの しみ込 ん
だ地域 だ とい う ことで ある。 この地域 は永年 にわっって、 アイヌ少数民
族 が生活、生産 の場 とな り、 つ ま り、 アイメ少数民族 が土地所有権 を有
していたので、その民族 の歴 史文化 がその地域 に残 されて い るのである。
少数民族 の文化 を残す ことは公共的価値 をもち、ダ ム建設 の公 共的価値
よ り優先 され るべ きとい うのである。土地 所有権 の地 域 における特定地
の時空 の利用 が少数民族 の もつ歴史 的文化的価値 が二風谷 地区の景 観 と
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なっているのである。少数民族の歴史的 。文化的な伝統的価値が土地所
有権の公共性の内容 となったのである。 この公共性がダム建設の公共性
を上まったとい うのである。土地収用が認められるかみてみよう。
第 1段 階 において、比較衡量論を採 り、その喪失利益 に公共 の利益 を
含めているか。
「土地収用法20条 3号 の F事 業計画が土地の適正■つ合理的 な利用 に寄
与するものであることJの 要作は、当該事業の起業地がその事業に供さ
れることによって得 られる公共の利益 と、その土地がその事業 に供され
ることによって失われる公共的又は私的利益 とを比較衡量 して、前者 が
後者 に優越す ると認 められるかどうかによって判断されるべ きであると
解 される。そして、右比較衡量に当たっては、事業計画策定 に至る経緯、
事業認定 に係 る事業計画の内容、事業計画の達成によって得 られる公共
の利益、事業計画の実施 によ り失われる利益 ない し価値、本件事業 によ
り失われる諸価値に対 しなされた配慮等を総合 し行われるべ きである」
。
(1)日

光太郎杉事件 と同じ解釈である。

「事業計画 によ り失われる
第 2段 階の、公共の利益の内容に関 しては、
公共ない し私的利益は、少数民族であるアイヌ民族の文化であって、 こ
れまで論議 されたことのない ものであ り、 しかもこの利益については、
次 のような点 が存在するから、慎重な考慮 が求められるものであるJ。
「この判断をす るに当たっ
第 3段 階の裁量過程統制型審査に関しては、
ては行政庁 に裁量権 が認められるが、行政庁が判断をするに当た り、本
来最も重視すべ き諸要素、諸価値を不当、安易 に軽視 し、その結果当然
尽 くすべ き考慮を尽 くさず、又は本来考慮に入れ若 しくは過大に評価す
べ きでない事項を過大 に評価 し、 このため半」
断が左右されたと認められ
る場合 には、裁量判断の方法ないし過程 に誤 りがあるものとして違法に
なるものとい うべ きである。
J
「本件 において起業者の代理人 であるとともに認定庁である建
そして、
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設大 臣 は、本件事業計画の達成 によ り得 られ る利益 が これ によって失わ
れ る利益 に優越 す るか どうか を判断す るために必 要 な調査 、研究等 の手
続 を怠 り、本来最 も重視すべ き諸要素、諸価値 を不 当に軽視 ない し無視
し、 したがって、 そのような判断 がで きない にもかかわ らず、 アイヌ文

化 に対す る影響を可能な限 り少なくする等の対策を講 じない まま、安易
に前者の利益が後者の利益に優越するものと判断し、結局本作事業認定
をしたことにな り、土地収用法20条 3号 において認定庁に与えられた裁
量権を逸脱 した違法があるとい うほかはない」
。
以上から、土地収用法20条 3号 において認定庁に与えられた裁量権 は
裁量過程統制型審査の考慮要素 として、収用地の土地所有権 の公共的利
益に関 して、0)日 光太郎杉事件では、太郎 「巨杉群」の 「史的 。文化的
価値Jで あり、(2)二 風谷ダム事件では「アイヌ民族の文化」である。土
地所有権の公共性 の現れ としての歴史的・ 文化的景観権といえるもので
ある。 この歴史的・ 文化的景観権が収用地 の公共の利益 として、収用側
の公共 の利益 と比較衡量 されることになる。土地収用される土地所有権
に歴史的文化的、公共性 が帯有 しているのである。
(3)苫 の浦世界遺産訴訟 (広 島地判平成21年 10月 1日 判時20m号 3頁 )

本作 は、苫 の浦の「風景 は、美 しい景観 としての価値 にとどまらず、
全体 として、歴史的、文化的価値 をも有するもの」 としたのである。 こ
の歴史的、文化的価値が行政事件訴訟でどのように評価されたであろうか。
本件 は、土地収用の事業認定 の取消訴訟ではなく、埋立免許の差止訴
訟である。本件では、原告適格 と裁量権の逸脱が争点 となっている。
まず、第 1に 原告適格の問題に関 しては、原告が埋立免許 の相手方外
の第二者であるので、行訴法 9条 2項 の解釈指針が判断基準 となるがそ
の適用の前提 として、まず景観 の法益性 に関 して判断す る。
「景観 は、良好な風景 として人 々の歴史的又は文化的環境 を形作 り、そ
れが豊かな生活環境 を構成す る場合には、客観的価値 を有するものとい
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うべ きである。 そして、客観的価値 を有す る良好 な景観 に近接す る地 域
内に居住 し、 その恵沢 を日常的に享受 してい る者 は、良好 な景観 が有す
る客観的な価値 の侵害 に対 して密接 な利害関係 を有す るもの とい うべ き
で あ り、 これ らの者 が有す る良好 な景観 の恵 沢 を享受す る利益 (景 観利
益 )は 、私法 上の法律関係 において、法律上保護 に値す るもの と解 せ ら
れ る (平 成 18年 判決 参照 )」 。
問題 は、 この「良好 な景観 の恵沢 を享受す る利益 (景 観利益 )」 が土地
所有権 としての歴 史的文化的景観権 で あるか、6)国 立 高景観権訴訟 (最
判平成 18年 3月 30日 )の 上告審判決の民法 709条 の 「法律 上保護 され る利
益 」説 であるかである。平成 18年 判決参 照 とされて い ることか らみ ると、
「法律上保護 され る利益」説 が妥当であるよ うにみえる。 しか し、本判決
は、土地所有権 としての歴 史的文化的景観権 を とって い る と考 えるべ き
で ある。
「法律上保護 される利益 J説 の根拠 が、景観法、東京都景観条例、
国立市 の景観条例 の行政 (公 法 )法 令 に置 かれて い るのに対 し、本判決

は、以下に見るように、苫の① 「美しい景観の価値Jと ② 「歴史的、文
化的価値」から「法律上保護に値する利益」を根拠づけているからであ
る。
「α l港 からは、①瀬戸内海 の穏やかな海 とそれに浮 かぶ島々を眺望で
き、 これ と港 自体の風景、すなわち、弓状 になった海岸線、海 に突き出
た波上、岸壁に設置された雁木、港中央 に作立す る常夜燈、高台にある
船番所跡 と、上記関連事実 として認定 した古い町並みや歴史的な出来事
にゆか りのある建造物等 とが相侯 って、全体 として美 しい風景を形成 し
ている。②加えて、上記 の港湾施設 として各遺構や古い町並み及び建造
物等 は、 α lが 、長年 にわた り港町 として栄 え、歴史的出来事や幾多の
人 々の経済的、政治的、文化的な営みの舞台 となってきたことを物語る
ものであることからすれば、上記風景は、美 しい景観 としての価値 にと
どまらず、全体 として、歴史的、文化的価値 をも有するものといえる (以
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下、 この全体 としての景観を「αlの 景観」 とい う。
そして、③ この
)。
αlの 景観が これに近接する地域に住む人 々の豊かな生活環境を構成 し
ていることは明 らかであるから、 このような客観的な価値 を有する良好
なαlの 景観 に近接する地域内に居住 し、その恵沢を日常的に享受 して
いる者 の景観利益 は、私法上の法律関係 において、法律上保護に値する
ものとい うべ きである 〈
① 〜③筆者挿入)」 。
次に本半U決 は、景観利益を 「法律上保護 される利益」 として根拠づ け
た行政法規を差止訴訟の原告適格の判断する根拠法規 の関連法規 として
位置づ けているのである。本半J決 は、処分の相手方以外 に原告適格を拡
大する解釈基準 として、行訴法 9条 2項

(同 37条 の 4第

3項 4項 によ り

準用)の 当該法令 と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及
び目的をも参酌 し、当該処分がその根拠 となる法令 に違反 してされた場
合 に害される こととなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様
及 び程度をも勘案 して判断 しているのである。
「公水法及びその関連法規の諸規定及び解釈のほか、前示の本件埋立及
びこれに伴 う架橋 によって侵害 されるαlの 景観 の価値及 び回復困難性
といった被侵害利益 の性質並びにその侵害 の程度 をも総合勘案す ると、
公水法及びその関連法規 は、法的保護に値する、 α lの 景観を享受する
利益 をも個別的利益 として保護する趣旨を含むもの と解す るのが相当で
ある。 したがって、原告 らのうち上記景観利益を有すると認められる者
は、本件埋立免許の差止めを求めるについて、行訴法所定の法律上の利
益を有する者 であるといえる」
。本件判決 と前述15)国 立景観訴訟 との違 い
に留意すべ きである。その違 いが、差止を成否の違 い となって表れてい
ると思われる。

第 2に 、裁量権の論点に関しては、前提 として裁量権 があるかどうか
「公水法 4条 1項 1号 は、広島県知事が本件埋立免許をする
を判断する。
について、それが「国土利用上適正且合理的」であることを要件 として
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いる。 これは覇東裁量行為 とい えるものであるか ら、公水法 は、本件埋
立 免許 が上記要件 に適合 しているか否 かの判断 について、 広 島県知事 に
対 し、政策的 な判断か らの裁量 権を付与 して い るもの と解 され る」。
そ して、第 1段 の 「国土利用上適正且合理的」かの判断方法 としての
比較衡量論 とその一 方 の利益 で ある喪失利益 に公共 の利益 が含 まれてい
「広島県知事 は、本件埋立免許 が『国土利用上適 正且合理
るかに関 して、
的Jで あるか否かを判断するに当た っては、本作埋立及 びこれ に伴 う架
橋 を含 む本件事業 が α lの 景観 に及 ぼす影響 と、本件埋立及 びこれ に伴
う架橋 を含 む本件事業の必要性 及 び公共性 の高 さとを比較衡量 の上 、瀬
戸 内海 の良好 な景観 をで きるだけ保全す るとい う瀬戸 内法 の趣 旨を踏 ま
え つつ、合理的 に判断す べ きであ り、 その判断が不合 理であるとい える
場合 には、本作埋立免許 をす ることは、裁量権 を逸脱 した違法 な行為 に
当たるとい うべ きであるJと 判示。公共 の利益 は 「α lの 景観 に及 ぼす
影響」 に内包 して い る。
第 2段 の、 その公共 の利益 に関 して、「α lの 景観 の価 値 はJ、 「私法上
保護 され るべ き利益であるだけでな く、瀬戸 内海 にお ける美的景観 を構

成するものとして、また、来化的、歴史的価値を有する景観 として、い
わば国民 の財産 ともい うべ き公益である。 しかも、本件事業が完成 した
後 にこれを復元す ることはまず不可能 となる性質 のものである」
。
そして、第 3段 として、裁量過程統制型審査をとっているかに関 して
「にかんがみれ ,よ 本件埋立及
は、第 2段 で述 べた「αlの 景観の価値」
びこれに伴 う架橋を含む本作事業がα lの 景観 に及ぼす影響は、決 して
軽視できない重大なものであ り、瀬戸内法等 が公益 として保護 しようと
している景観を侵害す るものといえるから、 これについての政策判断 は
慎重 になされるべ きであ り、その拠 り所 とした調査及 び検討が不十分な
ものあ り、 また、その半U断 内容が不合理 なものである場合 には、本作埋
立免許 は、合理性 を欠 くものとして、行訴法37条 の 4第 5項 にい う裁量
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権 の範 囲 を超 え た場合 に当 た る とい うべ きで あ る。」

第 7節

公有水面埋立法 と土地所有権

第 1款 序
それでは、埋立法 において、土地所有権がどのように位置づ けられて
いるか、つ まり、土地所有権取得の仕組み としての埋立法を確認す るこ
とにしよう。 このことは、知事承認の法的性質論における土地所有権取
得権説 の理論構成の一環でもある。なぜなら￨よ 土地所有権取得権説 は、
知事 の承認 が特定埋立地の土地所有権 を取得 させる権利 を設定する行政
処分 であ り、その承認 の際 に、埋立地の用途つ まり土地所有権 の内容で
ある土地利用権 の行使を地域計画・ 開発の観点からイメージしているか
らである。
このイメージを理論的に知事の承認の法的性質論 である土地所有権取
得権説 と土地所有権を関連させ ると、次 のようになる。土地所有権 とは、
①特定人が、②特定地を、③法令の制限内において 自由に利用および処
分する権利 である。土地所有権取得権説は、①埋立て工事の実施主体で
ある国に対 して、②特定 の公有水面を埋立 てて土地を造成 し、③竣功通
知 の 日において当該実施主体 に埋立地の用途制限された土地所有権 を取
得させる権利を設定す る行為 とする理論 である。 したがって、土地所有
権 レベルでみると、① は土地所有権の主体 としての特定人、②土地所有
権 の客体 としての特定埋立地、③ は土地所有権の行使 としての土地所有
権 の内容 で利用及 び処分 の具体化 であるから、知事 の承認の趣 旨 。目的
は、③の土地所有権の内容の土地利用の用途つ ま り土地の用途 にあると
考 えることがで きる。なぜならば、知事の承認 による埋立の土地の造成
は、地域形成計画の一環 であるからである。
土地所有権 は①特定人が②特定地 を③法令 の制限内において 自由に利
用及び処分する権利 である。 この土地所有権 を取得させ る権利 を設定す
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るのが知事 の承認・ 免許 で あるとすれば、埋立法 は、 その土地所有権 取
得 させ る権利 の実体 的及 び手続的 な仕組み とい うことになる。

第 2款

公有水面埋立法 にみる土地所有権 の要素組入れ の概観

土地所有権の構成要素である①主体 としての特定人、②客体 としての
特定地、③内容 としての利用及び処分に関連する規定は次のとお りであ
る。条文の順にみてい くと、次の10点 である。
(1)免 許 。
承認出願書の内容 (2条 2項 )=申 請時に土地所有権の要素
①②③ を1号 乃至 3号 で明示。
12)免 許・承認出願書の公衆への告示・縦覧及び地元市町村長の意見の

聴取 (3条 )=土 地所有権の要素①②③の告示。
(3)知 事の免許・承認の判断基準 (4条 1条 )の 判断要素 =③ 埋立地の

用途が 1号 の 「国土利用上適正且合理的ナルコ ト」
、 3号 の「埋立
地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全二関スル国又ハ地方公共団体

(港

湾局 ヲ含 ム)ノ 法律二基ク計画二違背セザルコ ト」及 び4号 の「埋
立地ノ用途の半J断 要素。
141免 許・ 承認の告示 (11条 )=土 地所有権の要素①②③を告示。
(5)免 許・ 承認申請者の埋立地の用途の変更の許可・ 認可 (13条 ノ2)

=埋 立工事進行過程での③「埋立地の用途」の変更の場合に知事の
認可

(承 認)の 必要。告示に土地所有権 の要素①②Эを要求。

(6)被 免許権者の埋立権の譲渡の許可 (認 可)(16条 )=土 地所有権 (①

②Э)取 得の期待権。
(つ

埋立地の特定地 としての認定

(22条

)=土 地所有権の要素②特定地

の認定。
18)土 地所有権 の取得 (24条 )=土 地所有権の要素①特定人②埋立地
(特 定地)③埋立地の用途。

(9)土 地所有権取得後 の土地所有権の移転又は設定の許可 (27条 )=土

‑87(296)一

法政研究 19巻 3・ 4号 (2015年 )

地所有権の①特定人の変更で②特定地 と③土地の用途は同じ。
COl土 地所有権取得後の土地の用途の変更の許可 (29条 )=取 得 した土

地所有権の①特定人、②特定地は同じ、③土地の用途の変更。

第 3款

公有水面埋立法 と土地所有権

0)免 許・ 承認出願書の内容
第 1に 、土地所有権取得手続 きの入 り口として、埋立法 2条 2項 にお
いて、免許申請者 の免許出願書の内容 が土地所有権 の取得を想定 したも
のとなっている、①土地所有権 の主体 としての特定人は、1号 で 「氏名
又ハ名称及住所並法人二在 リテは其ノ代表者ノ氏名及住所J、 ②土地所有
権 の客体 としての特定地 は、 2号 で 「埋立区域及埋立二関スルエ事 ノ施
「埋立地
、そして、④土地所有権の内容 である利用 は、 3号 で、
行区域」
ノ用途」 として、出願事項 となっている。 ここで注意すべ きことは 「埋
「用途」 とは、使
立地ノ用途」 として 「用途」 となっていることである。
い道であるので、土地 の使用 目的の特定土地の利用の仕方、例 えば、都
ま 用途地域 としての居住地、商業地、工業地等である。
市計画法で言えヤ
何 に埋立地を使 うかが明示される必要があるのである。つ まり土地所有
権一般 の取得ではなく、埋立地の用途 として土地利用規制の制限された
土地所有権を入日から示 しているのである。埋立地の用途が出願事項つ
まり埋立事業計画の要素であるとい うことは、埋立事業計画が地域形成
計画 の一環 であることを象徴的 に示 してい るのである。
出願事項が 1号 から5号 あるなかで、土地所有権 の要素が 1号 、 2号 、

3号 となっている。この出願事項の基本事項であることを合意 している。
そして、国による埋立に対 しては免許 ではなく知事の承認 とするのが埋
立法42条 1項 であるが、その 3項 で、免許の出願事項 である法 2条 2項
が準用 されている。 これは、国、国以外 も、土地所有権取得 の場面では
同じ地位にあること意味するからである。つ まり、国も土地所有権 を取
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得 す るのである。山口・ 住 田説 は、 この規定 を想定 して、定義 した と思
われ る。
12)免許・ 承認出願書 の公衆 へ の告示・ 縦覧及 び地元 市町村長 の意見 の
融

。

第 2は 、土地造成による埋立地は、知事 による地域形成計画 において、
土地利用規制である「埋立地の用途」 は、大 きな関心事、影響事 となる
ので、法 3条 は、埋立の免許の出願 があったときは、知事 は、第 1で み
た 2条 「第 2項 各号二掲 グル事項 フ記載 シタル書面及関係図書 ヲ其 ノ告
示ノ日ヨ リ起算 シ三週間公衆ノ縦覧二供 シ且期限フ定メテ地元市ヽヽ 長
ノ意見 フ徴 スペシ」 と規定す る。そ して、国 による埋立ての規定である
法42条 3項 は、 この法 3条 も準用 しているのである。知事の承認 による
国の土地所有権取得

(国 有地)も

、免許 による民間の土地所有権取得 (私

有地)も 、埋立地 の用途 の場面では、地域形成計画 においては区別す る
意味がないか らである。
(3)知 事の免許 。承認の判断基準

第 3に 、知事の免許・ 承認の判断基準 として、法 4条 は、埋立地の用
「国土利用
途 を重要な基準 としていることである。 まず、 1号 において、
上適正且合理的ナル コ ト」の裁量を含む判断基準をあげる。埋立地の用
途 が「国土利用上適正且合理的」であるかを、知事が判断す るものとし
て、 その知事の免許・ 承認の第 1の 判断基準 としたものである。 この判
断で重要 なことは、国土利用が、①公有水面 を埋立てて埋立地 として利
用すること、② その埋立地の用途 としての国土利用の用途の二つの側面
があり、国土利用上 は、 どの側面 を意味 しているのかが重要なポイン ト
となる。 もし、① だけだと、埋立地の用途 は排除され、知事の免許・ 承
認の対象及 び範囲 は埋立てて土地造成 して埋立地する過程 まで とな り、
埋立法は文字通 り「坦立てに関する法律」 となるからである。埋立地の
用途つ まり工業地等の造成 が免許・ 承認 の目的であると埋立ては地域形
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成計画 の一 環 とい うことになる。土地利用 規制 による用途地域 として、
その区域 の時空 の利用規制 を意味 し、 その時空の利用規制 は埋立 地の時
空の利用規制 であ り、 それは工場等 の建物 の用途 の規制 を意味す るか ら

でる。 まさに埋立法は 「土地利用に関する法律」 となるのである。埋立
地の用途 を 「国土利用上適正且合理」性 の判断要素 としないことは、埋
立法を「埋立てに関す る法律」であって 「土地利用 に関する法律」では
ない とする理論の必然的 な結果 である。 ところが、本稿で考察されてい
るように埋立法は徹頭徹尾 「埋立地ノ用途」 を軸 として構成されている
のである。それは、埋立法 が農地、工業地等の産業地を供給するものと
して制定されたからである。そして、現段階で も、1974年 の1974(昭 和

49)年 6月 1日 、運輸省港湾局長及び建設省河川局長通達 は、次 のよう
に、1号 の判断基準 として 「埋立地の用途」 をその判断要素 と明示 して
いるのである。
「O埋 立てそのもの及び②埋立地の用途 が国土利用上適正且つ合理的で
あるかどうかにつ き慎重 に審査すること。(① ②筆者挿入)」
②埋立地の用途が「国土利用」 の観点から「適正且合理的」であるか
の判断は、当該埋立地を含む地域形成計画の権限 と責任 をもつ知事の判
断がよ り適正且合理的に判断で きるからである。特に、中央集権体制 と
異なって、地方自治の原理の憲法の下上では、地域形成計画 (土 地利用
計画、公共施設の整備計画、及 婿 境 の保全計画)の 政策決定 は、第一
次的には、政府 より知事にあるべ きとい う地方 自治 の原理 の埋立法への
現れ といえよう。 したがって、 3号 、次 のように具体化されているので
「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全二関スル国又ハ地方公共団
ある。
体 (港 湾局 フ含 ム)ノ 法律 二基ク計画二違背セザル コ ト」 と規定 されて
いる。 この 3号 に規定 は、1号 の判断基準 。裁量 が具体化 されたものと
いえよう。 したがって、 3号 規定 に違反 しているかは要件該当性 ンベル
での判断を基本 とするが、 1号 規定 は、知事の轟東裁量 の問題 とな り、
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裁量権の逸脱・ 濫用 による違法性判断が裁量過程 の司法統制 の場面 とな
る。 そして、知事 の承認規定 で ある42条 3項 は、 この法 4条 を準用 して
い るのである。地域 の坦立地 による地域形成 は、知事 に第一 次判断権 を
与 えて い ることを意味す る。 なお、1号 の 「国土 」 は、公有水面及 び底
地 と埋立地 であることに注すべ きである。 国土が公 有水面の底地か ら土
地造 成 して、免許 出願項 目の 3号 に土 地所有権 の 内容 である 「埋立地 ノ
用途」のために埋立て るのであ り、 その埋立地 が、 4条 3号 の 「埋立地
ノ用途ガ土地利用又 ハ環境保全 二関 スル・・ Jと なるのである。 さらに、
公有水面の底地 に国土 を限定す るのであれば、次 に述 べ る第 1に 、 工事
途中の埋立地の用途 の変更 に知 事 の許可・ 認可 (13条 ノ 2)、 第 2に 、竣
功 申請 の許可 (認 可)の 段階 で 「埋立地 ノ用途 」 の事項 が記載 された書
面等 (第 2条 2項 1号 乃至 3号 )写 しが、市町村長 に送付 され ること (埋
立法22条 2項 )、 第 3に 、竣功 申請認可通知後 に土地所有権 を取得 した後

に前述の出願時の 「埋立地ノ用途」〈
11条 )、 工事中の 「用途変更」の告
示 (13条 ノ 2第 2項 )の 「用途 卜異ル用途」 とす る場合 に知事の認可の
「埋立地ノ用途」 とい う土地所有権の内容の本体
必要はないからである。
をなす要素でしかも利用 目的が特定 してい ることは、出願時の申請承認、
工事進行中の用途の変更の許可 (認 可)、 竣功申請 の許可 (認 可)、 土地
所有権取得後 の用途の変更の認可が必要要件 となってい るのである。 こ
「埋立地ノ用途」 力S知 事の免許・ 承認 の本質的要素だからである。
れは、
さらに、土地所信権 の構成要素である①主体、②客体、③内容が、 3点
セ ットとなってい ることは、知事の承認が埋立事業者 に土地所有権を取
得 させ ることに目的があり、その 「埋立地ノ用途」で制限された土地所
有権により、地域形成をす るものといえよう。
14)免 許・ 承認の告示 =土 地所有権 の要素◎②Эを告示。

「都道府県知事輝ウ フ免許シタル トキハ其 ノ免許 ノ日及第 2条 第 2項 第

1号 乃至第 3号 二掲 グル事項 フ告示スヘシJ。 告示 二掲グル事項 は「免許
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ノ日」 と「第 2条 第 2項 第 1号 乃至第 3号 」で、 これは、土地所有権 の
主体、客体及 び内容を規定 したものであった。つ まり、①土地所有権 の
「氏名又ハ名称及住所並法人二在 リテは其
主体 としての特定人は 1号 で、
ノ代表者 ノ氏名及住所」 として、②土地所有権 の客体 としての特定地 は

2号 で、「埋立区域及埋立二関スルエ事 ノ施行区域」として、そ して、④
「埋立地ノ用途」 として、出願事
土地所有権 の内容である利用は 3号 で、
項 となっている。 この土地所有権の主体、客体及び内容 は、まず第 1段
階は出願事項 として (第 2条 2項 1号 乃至 3号 )、 第 2段 階は免許・ 承認
出願書の公衆への告示・縦覧及び地元市町村長の意見の聴取 (3条 1項 )
である。第 3段 階は本条 (第 11条 )の 免許の告示、第 4段 階は、国が埋
立てする場合 に承認 申請 の出願事項 (法 42条 3項 )、 そして、第 5段 階
は、私人の免許及び国の承認を法定受託事務 としていることである (51
条 1号 )。
(5)免 許・ 承認申請者 の埋立地の用途の変更の許可

「埋立地ノ用途」の変更を知事の許可を要
第 5は 、埋立法13条 ノ 2は 、
するとする。埋立地の用途 は、知事の免許・ 承認の本質的要素だからで
ある。埋立地の用途 を地域形成計画のなかで適正且つ合理的 と判断する
から免許・ 承認するのである。埋立地の用途の変更以外にも、知事の許
可 〈
認可)・ 承認を必要 としてお り、知事の関与の深 さを示 してお り、国
以外の場合 だけでな く国 による埋立てを含んでいることは、知事の独 自
の権限を示 していることにもなる。 なぜなら、法42条 3項 は、 この13条
ノ 2の 規定を準用 しているからである。
同法13条 ノ2の 1項 をみると、知事 は、以下の①3Э Эの事務の免許・
承認 に関 して 「都道府県知事正当ノ事由アリト認ムル トキハ免許 ヲ為シ
タル埋立二関シ①埋立区域 ノ縮小、②埋立地ノ用途若 クハ③設計 ノ概要
ノ変更又ハ前条 ノ④期間 ノ伸長 フ許可スル コ トフ得」 と規定す る。その
「第二条、第
第 2項 は、②埋立地の用途の変更 の免許・ 承認に関 しては、

‑92(291)一

公有水面埋立法と土地所有権
四条第一 項及第 二項並第十 一条」 の三つの規定 を準用 してい る。 第 1の
準用 は埋立法 3条 で あるが、 2条 2項 の① 出願者 の氏名等又 は住所等、

②埋立区域等、③埋立地の用途等の出願事項 の書面等 を公衆 に縦覧 し、
地元市町村長 の意見を聴取すべ きとする規定を準用す るものである。第

2の 準用 は第 4条 であるが、1項 は、免許・承認 の判断基準である洲Э
国土利用上 の適正■つ合理性、②その埋立てが環境保全及 び災害防止十
分について配慮 したものであること、③埋立地の用途が土地利用又は環
境保全に関する国又 は地方公共団体 〈
港務局を含む)の 法律 に基づ く計
画 に違反 しないこと、等である。そして、第 3の 準用 は第11条 であるが、
この規定 の準用 は②埋立地の用途 の変更 の場合 だけであるが、その11条
は、前述 の第 2条 2項 の 1号 乃至 3号 、つ まり①出願者 の氏名等又 は住
所等、②埋立区域等、③埋立地 の用途及 び免許 日の事項 を告示すべ きと
「都道府県知事埋立 フ免許 シ
する規定である。すなわち、埋立法11条 は、
タル トキハ其 ノ免許 ノ日及第二条第二項第一号乃至第二号二掲 グル事項
ヲ告示 スヘシ」 と規定する。 この、第11条 の規定 は、国 による埋立の承
認 の規定 である第42条 3項 で準用 されてい る規定である。
以上の規定は、知事の埋立の免許・ 承認の判断基準 が申請 に対する判
断だけでなく埋立工事の進行過程 にも及 んでいることを意味 し、知事の
国 に対す る独 自の判断権 を含意 してい るのである。 また、知事の免許・
申請 が、埋立事業者 に土地所有権の取得 を設定することを射程にいれた
行政判断であることを意味す る。なぜなら、土地所有権 の基本要素 であ
る①特定人、②特定地及 びЭ特定地の利用 目的 (埋 立地の用途)を 想定
しての申請 の免許・承認、埋立地 の用途 の変更 に対す る知事 の免許・ 承
認であるからである。
③ 被免許権者 の埋立権 の譲渡 の許可 (認 可)
埋立ての土地造成の過程に埋立工事者 を変更するのは、埋立地の工事
竣功認の告示 によって土地所有権を取得する土地所有権 の主体 が変更す
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ることになるので、埋立 工事者 の変更 には、知事 の許可 (認 可)を 受 け
させ ることで、知事 の関与 を示す ことになるので ある。埋立 工事竣功認
可告示 によ り土地 所有権 を取得す る期 待権 をもつ埋立工事 の権利 を 「埋
立 テ為ス権利 Jと して構成 し、 その埋立権 の譲渡 を知事 の許可 (認 可 )
にかか らしめたのである。埋立 てによる土地造成 が埋立権 として観念的
な権利 として譲渡 の価値 を持 つのは土地所 有権 の取得 の価値 をもつか ら
である。 その埋立権 の譲渡 は、将来 の土地所有権 の権利主体 の変更 にな
るので、知事 は、 その権利主体 の変更 には関心 をもつ ことになる。現実
に、埋立 工 事 を した者 に土 地所有権 を取得 させ よ うとす るもので ある。
「埋立 ノ免許 ヲ受ケタル者 ハ都道府県知事 ノ許
か くして、埋立法 16条 は、
可 ヲ受クルニ非サ ンハ埋立 フ為 ス権利 ヲ他人 二譲渡 スル コ トヲ得 スJと
規定す る。以上 か ら、埋立権 とは、埋立 の被免許権者 の特定 の公有水面
を埋立てて、土地造成す る権利 とい うことになる。 この埋立 権 は、土地
所有権取得 の過程 において、土地所有権 の構成要素 である特定地 の造成
権 であ り、 その特定地 の土地造 成権 を譲渡す ることは、将来 にお ける土
地所有権 の主体的側面 での構成要素 である特定人 の変更 を意味す るので、
特定 の公有水面 の埋立 てによる土地造成権 の譲渡 に知事の認可 を求 めた
のである。
したがつて、国 による埋立 てによる土地造 成 の場合 には、特定 の公 有
水面 の埋立 てによる土 地造成 の権利 である埋立 権 の譲渡 は考 え られない
ので、国 による埋立 の知 事 の承認 の場合 には、 この16条 は準用 されない
ことになる。 なぜ なら、埋 立権 の最終的 に取得する土地所有権 は、国有
地 とな り、国有財産法 の規制 を受 け、国 は 自由 に土 地所有権 (国 有地 )
を譲渡 で きない か らである。土地所有権 は法令 の制 限内 にお いて 自由 に
処分で きるのであ り、特定人 が国 である国有地 の場合 は、国有財産法 と
い う法令 の制限内 にあるので ある。国 による埋立地 は国有財産 にな り、
国有財産法 18条 で制限 されてお り、埋立権 の譲渡 は 自由でないので、知
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事 の認可のチェ ックは受ける必要 がないのである。公有水面 が国 に属す
るから、埋立は、国の権利行使であ り、知事の認可を受ける必要 がない
のではな く、被承認者の国は埋立権の譲渡 が 自由でないか らである。
(71埋 立地の特定地 としての認定

埋立地を特定地 として認定する段階 は、以下の 4段 階がある。
第 1段 階 は、埋立工事竣功 の認可申請であ り、特定の公有水面から埋
立てによる土地造成され竣功 した埋立地が、 土地所有権の客体 たる特定
地 として適 当であるかの知事による判断を覗 うものである。埋立法22条
「埋立ノ免許 ヲ受ケタル者埋立二関スルエ事竣功シタル トキハ遅
1項 は、
滞ナク都道府県知事二竣認可功 ヲ申請スヘシ」 と規定する。
第 2段 階 は、竣工認可申請 に対する認可 とその告示 である。埋立法22
「都道府県知事前項 ノ竣功認可フ為 シタル トキハ遅滞無ク其ノ
条 2項 は、
旨フ告示 シ」 と規定す る。
第 3段 階は、第 2段 階の竣功認可申請に対する認可 とその告示 ととも
に、土地所有権の内容である①特定人、②特定地、③内容 (埋 立地の用
途)の 事項 が記載された書面等 (第 2条 2項 1号 乃至 3号 )写 しが、市
ヽヽ 長に送付される。理立法22条 2項 は、都道府県知事は、竣功認可 フ
「告示 シ且地元市町村長 二」
、第H条 又 は第13条 ノ 2第 2項 の 「規定二依
り告示 シタル事項及免許条件 ヲ記載 シタル書面並関係図書ノ写 フ送付ス
ペシ」 と規定する。
最後に第 4段 階 は、それらの土地所有権の内容を記 した図書等を、竣
功認可の告示 日より10年 を経過するまで、関係者の請求があるときには
関覧 できるように、市町村の事務所に備え置 く段階である。埋立法22条

3項 は、
「市町村長ハ前項ノ告示 ノ日ヨ リ起算シテ十年 フ経過スル 日マデ
同項 ノ図書 フ其 ノ市町村 ノ事務所二備置キ関係人ノ請求アリタル トキハ
之 フ閲覧セシムヘシ」 と規定する。

-
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18)土 地所有権の取得 =土 地所有権 の要素①特定人②埋立地 (特 定地 )

③埋立地の用途。
土地所有権取得権説では重要 な土地所有権取得 の段階で、その取得 は、
埋立工事竣功の認可の告示 の 日とするのである。埋立法24条 は、埋立法
22条

2項 の竣功認可の 「告示アリタル トキハ埋立ノ免許 ヲ受ケタル者ハ

其 ノ告示 ノ日二於テ埋立地 ノ所有権 ヲ取得ス」 と規定す る。
これらの土地所有権 の特定地の認定、土地所有権 の公示 は、国以外 の
土地所有権である。つ まり、免許 による土地所有権取得権説 の公示 であ
る。国 による埋立の承認による土地所有権 は公示の必要 がないからであ
る。 したがって、 この土地所有権 の公示を内容 とする埋立法22条 は、国
による埋立権 による土地所有権取得権である知事の承認 には適用 されな
いので、法42条 3項 では準用 されないのである。国有地 は、国有財産法
で規制 されているので、基本的には、土地取引社会 における土地所有権
の公示 は必要ないか らである。埋立法22条 、24条 は、埋立法 の仕組みが
土地所有権取得 のシステムである ことを象徴 しているといえよう。
(9)土 地所有権取得後 の土地所有権 の移転又 は設定 の許可

埋立地の土地所有権 は処分の自由が制限される。土地所有権 は①特定
人 (埋 立事業者)は ②特定地

(当 該埋立地)を ③法令 の制限内において

(埋 立法27条 )自 由に処分する権利 である。埋立地の土地所有権の移転又

は設定 は、知事の地域形成 の観点 からの許可 にかかることにな り、その
埋立基準が設定されることになる。そして、その許可の基準の本体 は、
承認、許可 された埋立地の用途 が実行 されるかどうかにある。埋立27条

1項 は土地所有権 の移転又 は設定の許可除外の当事者 を規定 し、第 2項
は、土地所有権 の移転又 は設定を許可する場合 の判断基準を示 している。
「第22条 第 2項 (竣 功申請認可)ノ 告示 ノ日ヨ リ起算
まず、第 1項 は、
シ10年 間ハ24条 第 1項 (竣 功申請認可の告示 日に土地所有権取得)ノ 規
定二依 り埋立地ノ所有権 フ取得 シタル者又ハ其 ノー般承継人当該埋立地
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二付所有権 ヲ移 転 シ又 ハ地上権、質権、使用貸借 二依 ル権利若 ハ賃貸借
其 ノ他 ノ使用及 ビ収益 フロ的 トスル権利 フ設定 セム トスル トキハ 当該移
転又 ハ設定 ノ当事者 ハ 国土 交通省令 ノ定 ムル所 二依 り都道府県知事 ノ許
可 フ受 クベ シ但 シ左 ノ各号 ノー ニ該当スル トキハ此 ノ限 リニ在 ラズ」
但 し書 きの知 事 の認可 を必要 としないのは、次 の 3件 で ある。
「一
まず、第 1は 、

権利 ヲ取得 スル者 ガ国又 ハ公共団体 ナル トキ」 で

ある。 この場合 は、竣 工通知 によ り国有財産、公有財産 とな り、国有財
「公共 のためにJと 規定 をうけるか ら
産法、 その他 の法令 によ り「公用」
で ある。
「二
第 2は 、

滞納処分、強制執行、担保権 ノ実行 トシテノ競売 (其 ノ

例 二依 ル競売 フ含 ム)又 ハ企 業担保 権 ノ実行 二依 り権利 ガ移転 スル トキ」
このよ うに担保 権 の実行 の場合 に知事 の許可 を必要 としないのは、土
地所 有権 を内容の側面 で利用 としての使用価値 と処分 としての交換価値
の頭在化 を区別 した場合、知事 の埋立 の免許・ 承認 の 目的 で ある地域形
成 の土地利用 つ ま り使用価値 は維持 されるか らである。担保権 の実行 は、
土地所有権 は第 二 取得者 に移転す るのであるが、 この第二 取得者 は、土
地所有権 の使用価値 の側面 の利用 つ ま り埋立地 の用途 は維持 しな けれ ば
な らない。 つ ま り、知事 によ り免許・ 承認・ 認可 された埋立地の用途 ど
お りに利用 しな けれ ば、第 二 取得者 (競 落人 )と なれ ない。 なぜ な ら、
「権利 ノ移転又 ハ設定 ノ相手方 ガ埋立地 フ第 11
本条第 2項 5号 にお いて、

条 〈
免許・ 承認の日、及 び土地所有権 の構成要素である①特定人 (免 許
願書の氏名等)、 ②特定地 (特 定の埋立区域等)、 ③利用 〈
埋立地の用途)
の事項の告示又ハ第13条 ノ 2第 2項 (前 記11条 の土地所有権 の構成要素
の事項 の告示 の準用)ノ 規定二依 り告示 シタル用途 二従 ヒ自ラ利用ス ト
認メラル コ ト」 と規定す るからである。さらに、告示された埋立地の用
途が、権利の移転又は設定の際に、当時者 に明確 に認識 されるべ きとし
て、省令第13条 2項 は、埋立地に関する権利の移転又は設定の許可の申
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請書 には次 の図書 を添付すべ きとす るのである。

「一 権利 の移転又 は設定 に係 る埋立地の空域を表示 した図面
二 権利の移転又 は設定の契約書の写 し
三 権利 に移転又 は設定に係 る埋立地の用途及 び計画利用 の概要を
表示 した図面」
そして、埋立法27条 第 2項 1号 は、次 のように規定 しているのである。
内容的にも手続的にも、埋立地 に用途を許可基準の基本 に据えているの
である。以下、許可基準を全て述べ ることにする。
「一 申請手続ガ前項 ノ国土交通省令 二違背セザルコ ト
ニ 第 2条 第 3項 第 4号 ノ埋立以外 ノ埋立 ヲ為シタル者又ハ其ノー
般承継人 二在 リテハ権利 ノ移転又ハ設定付已ムヨ トフ得ザル事
由アル コ ト
三 権利 フ移転 シ又ハ設定セシムル者 ガ其ノ移転又ハ設定 二依 り不
当ノ受益セザル コ ト
四 権利 ノ移転又ハ設定 ノ相手方 ノ選考方法ガ適正ナル コ ト」
そして、前述 の
「五 権利 ノ移転又ハ設定 ノ相手方ガ埋立地フ第11条 (免 許・承認の
日、及 び土地の構成要素である①特定人 〈
免許願書 の氏名等)、
②特定地 (特 定 の埋立 区域等)、 ③使用収益 (埋 立地の用途)
の事項の告示)又 ハ第13条 ノ 2第 2項 (前 記11条 の土地所有権
の構成要素の事項の告示 の準用)ノ 規定二依 り告示 シタル用途
二従 ヒ自ラ利用ス ト認メラル コ ト」 と規定す るのである。
本27条 は、土地所有権 の移転又 は設定 において、土地所有権 の内容の
本体 である利用すなわち「埋立地の用途」を免許・承認時、埋立工事中、
及 び土地所有権取得後 も維持 しているのである。
また、以上 のことは、土地所有権者以外の他者が土地利用権 をもつ、
埋立地の地上権者・ 質権者・ 使用権者・賃借権者 は、自由な土地利用で
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はな く、免許・ 承認・ 許可された埋立地の用途に従 うこと条件 とした土
地利用権の取得 とい うことになるのである。知事の埋立の免許・承認 は、
知事により地域形成のための土地所有権 であ り、 したがって、地域形成
の土地利用計画の一環であるとい うことになる。 この意味が、埋立地の
土地所有権 の移転又 は設定の側面で現れたとい うことである。
001土 地所有権取得後の埋立地 の用途 の変更の許可 (認 可)

第29条 は、土地所有権取得後 の用途の変更 に関 して、知事の許可を必
「第2条 第 1項 ノ規定二依 り理立地ノ所有権 フ取得 シタル
要 としている。
者又ハ其 ノー般承継人ハ第22条 第 2項 ノ告示 ノ日ヨ リ起算シ10年 内二埋
立地 ヲ第H条 又ハ第13条 ノ 2第 2項 ノ規定二依 り告示 シタル用途 卜異ル
用途二供セシム トスル トキハ国土交通省令 ノ定ムル所二依 り都道府県知
事 ノ許可 フ受 クヘシ但 シ公用又ハ公共ノ用二供セシム トキは此ノ限 リニ
在 ラズ」 と規定する。そして、 この許可 (認 可)基 準 を 2項 で次 のよう
に定めるのである。
「1

2

申請手続ガ前項国土交通省令 二違反セザル コ ト
埋立地 フ第11条 又は第13条 ノ 2第 2項 の規定二依 り告示 シタル
用途二供 セザル コ トニ付已ムコ ト得事由アル コ ト

3
4

埋立地ノ利用上適正二合理的ナル コ ト
供 セシム トスル用に土地利用又ハ環境保全二関スル国又ハ地方
公共団体 (港務局 フ含 ム)ノ 法律 二基ク計画二違背セザル コ ト」

第 1号 の省令第14条 2項 は、埋立地の用途変更の許可の申請に関 して、
「前項の申請書 には、用途変更に係る埋立地の用途及 び利用計画の概要を
表示 した図面を添付 しなければならない。
」 と規定する。
埋立ての免許・ 承認基準であった法 4条 1項 1号 の 「国土利用上適正
且合理的であること」 が29条 の 3号 に、 2号 は埋立が完成 してい るので
不要 となり、 3号 は同 じ内容 で29条 4号 に、そして、省令14条 2項 で、
「用途変更に係 る埋立地の用途及 び利用計画 の概要を表示 した図面 を添
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付」すべ きとされ、免許申請時の願書の記載事項を定 める埋立法 2条 2
項の 3号 4号 と同 じ事項 となっている。そして、規則 14条 2項 が加わ り、
免許の基準 は厳 しくなっているのである。 ここに、知事の埋立の免許・
承認の本質的要素が 「埋立地ノ用途」にあり、埋立地 を地域で利用する
権利である土地所有権を取得させ ることが目的であることが確認できる。
埋立地の土地所有権 による土地利用は、埋立地の上下の時空の排他的支
配が原則 であるので、事業地 の土地所有権の前 に環境保全 が考慮 される
ことになるのである。
なお、国による埋立の承認 には、 この土地所有権取得後の埋立地の用
途変更の許可 は、42条 3項 で準用 されていない。 これは、法29条 1項 但
「但 シ公用又ハ公共 ノ用二供 セシム トキは此ノ限 リニ在 ラズ」
し書 きで、
と規定されているからである。国による埋立地は竣功通知 により土地所
有権 は国のものとな り国有地 となる。国有地利用は国土利用計画の規定
をうけて、公有又 は公共用地 と計画されているからで ある。 また、国土
利用計画 は、都道府県 ンベルでは知事が作成する都道府県計画 に基づい
て土地禾U用 基本計画が作成され、地域の国有地の利用 は、 この土地利用
計画 に規定されたものとなり、知事の認可の判断が内包 しているともい
えるからである。
以上から埋立法は、土地所有権の取得を目的として、 しかも埋立地の
用途を基軸 として、埋立の出願段階、免許・ 承認基準、免許・承認の告
示、埋立地の用途の変更、土地所有権取得後の埋立地の用途の変更の各
段階の背景 となっているのである。土地 (埋 立地)の 用途 は土地所有権
の内容である。 自由な土地禾U用 が規制 されたものであ り、土地所有権 の
tll限 である。
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第 8節

沖縄米軍基地 と土地所有権

第 1款

序

土地所有権 の制限 は公共性 を根拠 とするものである。 しか し土地 所有
権 の公共性 が土地収用法 で問題 となる。土地所有権 の公共性 は、土地所
有権 の客体 である特定地上 の時空 の利用 に由来 し、 その時空が公共 時 空
であったか らで ある。
沖縄 の米軍基地 と土地所有権 は、米軍用地 の231儲の 3割 75贈 が民 有地
であるため、米軍用地の強制使用の問題が生 じる。 しかも、民有地 の地
主が 4万 4236人 で あるため問題 となる。 この問題 が沖縄県知事 の代理署
名拒否 を契機 としたのが 「沖縄県米軍用地強制使用事件」(第 2款 )で あ
る。次 に米軍基地建設 のために公共水面 を埋 めたてて、米軍基地 として
提供 す る問題 が、「沖縄県知事 の埋立 て承 認 の法 的問題 」(第 3款 )で あ
る。前者 は米軍基地 に提供 す るための土地所有権 の制限で あ り、後者 は
米軍基地 に提供す るための先取 りした土地 所有権 の制限である。

第 2款

沖縄県米軍用地強制使用事件 (最 大判平成 8年 8月 28日 民集 50
巻7号 1952頁 )

1本 作訴訟 の意義
本件 は、職務執行命令訴訟 とも言 われ るように、請求の内容 は、内閣
総理大 臣 が、沖縄県知事 に対 して、地方 自治法 151条 の 2第 3項 に基 づ く
職務執行命令裁判請求 である。事件 の 内容 は、駐留軍用地特措法 に基づ
く使用認定 の手続 きの過程で、使用認定 された土地 の所有者 が土地 調書
及 び物件調書 の署名押 印を拒否 し、 さ らに知 事 も代理 署名 を拒否 したの
で、代理署名 は機関委任事務 であるため、国 が知事 に代理署名 をすべ き
とす る職務執行命令訴訟 である。沖縄県 知事 の代理署名拒否 の理 由 は次
の通 りである。
「米軍基地 は沖縄 における諸悪 の根源 とい われて きたが、その維持・ 存
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続 は、沖縄県民への犠牲 と他国民への加害 の役割 と立場 を、沖縄県 と沖
縄県民 に強要す ることである。 このようなことが過去50年 に引続 き、さ
らに将来にわたって存続させ られることは、沖縄県民には耐えがたい こ
とであり、県民 の代表たる知事 にとっても到底許容で きるものではない」
。
沖縄県知事 は代理署名 とい う機関委任事務 の拒否 の理 由を、米軍基地
の維持・ 存続を 「県民 の代表たる知事にとっても到底許容 できるもので
はない」 として、沖縄の50年 の米軍基地 の歴史 の是非の判断を裁判所 に
求 めたのである。その主張の根拠を日本国憲法 に求 めるのである。
「財産権 の保障や法の下の平等を含む基本的人権尊重主義、平和的生存
権 を中核 にもつ平和主義、地方自治 の本 旨を強調する民主主義の原理な
どを基本原則に掲げる日本国憲法」 にである。つ まり、知事の代理署名
拒否 は日本国憲法 に基づいているとい うことである。従 って、知事側の
反論 は、沖縄 の米軍基地 の現実が憲法に違反 してい ることに集中す る。
しかし、最高裁 は、沖縄県側 が反論 として主張 している「沖縄県 に駐
留軍 の基地が集中していることによって生 じているとされる種々の問題」
では、職務執行命令訴訟 とい う裁判の場 では、代理署名拒否 の理 由には
ならない と判断す る。知事が代理署名を拒否できるのは、国の使用認定
が一見明白に無効 な場合であ り、本件使用認定 は適法になされ、一見明
白に無効 でない と判断す る。最高裁大法廷 は、法的 には、 これで裁判所
としての役割は果たすことになるが、沖縄の50年 の米軍基地の維持・ 存
続 の問題性 に共感 したのか、同情 したのか、沖縄県側 の主張 は、国の米
軍基地 の使用認定の取消訴訟では主張事実 になるとし、さらに、その米
軍基地の使用認定 の判断基準まで提示するのである。
個別使用認定の取消訴訟 に沖縄 の米軍基地 の維持・ 存続 とい う米軍基
地全体 が判断対象 となるとい う半U断 を傍論 として判示するのである。言
「米軍基地の島」 とい う景観 のなかで、在沖米軍基地全体 の
い換えれば、
構成部分 として土地使用又 は収用認定 の取消訴訟 における使用認定の違
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法性 の判断対象 となることを意味する。 それでは、 この画期 的な判 旨を
次 にみてみ よう。

2駐 留軍用地 の使用認定 の違法性 の判断基準
[1]「 駐留軍用地特措法 による土地等の使用又 は収用 の認定 は、駐留
軍 の用 に供 す るため土地等 を必要 とす る場合 において、 当該土地等 を駐
留軍の用 に供す ることが適正 かつ合 理的であると判断 され るときになさ
れ るのであるが (同 法 5条 、 3条 )、 右認定 に当たっては、

① 我が国の安全 と極東における国際の平和 と安全の維持にかかわる国
際情勢、駐留軍 による当該土地等の必要性の有無、程度、
② 当該土地等を駐留軍の用に供することによってその所有者や周辺地
域の住民などにもたらされる負担や被害の程度、
③ 代替すべ き土地等の提供の可能性等諸般の事情を総合考慮 してなさ
れるべ き政治的、外交的判断を要するだけでなく、
④ 駐留軍基地にかかわる専門技術的な判断を要することも明らかであ
るか ら、

⑤ その判断は、被上告人 の政策的、技術的な裁量にゆだねられている
ものとい うべ きである。
⑥ 沖縄県に駐留軍の基地が集中 していることによって生 じているとさ
れる種々の問題 も、右の判断過程 において考慮、検討されるべ き間
題である。(① 〜⑥筆者挿入)J。

[2]「 仮 に、本作各土地 に使用認定に取消 し得 べ き瑕疵 があるとして
も、上告人において署名等代行事務の執行 を拒否することは許されない
し、被上告人において も、有効な使用認定が存在することを前提 として、
上告人に対 して署名代行事務の執行を命ずるかどうかを決すれば足 りる
と解 される。
」

[3]「 結局、本件各土地の使用認定についての瑕疵 の有無 は、それが
重大かつ明白とはいえない限 り、 自己の権利 ない し法的利益を侵害され
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た者 が提起す る取消訴訟 において審理判断 され るべ き事柄 で あ って、 こ
れを本件訴訟 にお いて審理判断すべ きもの と解す る ことはで きない。」

駐留軍
判旨は、強制使用手続 (土 地収用手続)過 程を、①使用認定 〈
土地収用法20条 〉
)、 ② 土地調書等の署名拒
用地特措法 3条 〉(事 業認定 く
否・知事の代理署名、③公告縦覧 の代行、④使用裁決 (収 用裁決)で あ
みると、②③ に関する 「職務執行命令訴訟」では、①が一見明自で無効
でない限 り (取 消 し得べ き瑕疵があるとしても)知 事 は代理署名を拒否
で きない とし ([2])、 取消 し得べ き瑕疵 は「取消訴訟 において審理判断
すべ きもの」[3]と し、沖縄県側 の主張する 「沖縄県 に駐留軍 の基地が
集中していることによって生 じているとされる種 々の問題」([1]⑥ )は
取消 し得べ き瑕疵 の主張であるとする。そして、①使用認定 (事 業認定)
の取消訴訟 における判断基準を示 しているのである[1]。 以下、使用認
定 (事 業認定)の 取消訴訟 において、 どう判断 されるか検討す ることに
す る。

3各 判断基準の意義
駐留軍用地 の使用認定 は「当該土地箸を駐留軍の用 に供す ることが適
正かつ合理的である」 とは判断 されるときになされる」 から、土地の供
用 (使 用)力 ｀「適正かつ合理的であるか」の判断とな り、その判断基準
「その判断は、被上告人の政策的、技術的
として、上詢 Э②③が示され、
な裁量」であるとするので、 この判断の違法性判断 は 職 量権の逸脱濫
用」場合 に限定される。
そして、駐留軍用地の供用 (使 用)の 「適正かつ合理的である」かの
判断自体 も裁量 となるが、 この裁量判断は土地収用法20条 の事業認定基
準の「土地が適正かつ合理的利用に寄与する」 と同 じであるので、前述
の0)太 郎杉事件、(2)二 谷風事件が参考 になる。そこでは、土地収用 の「適
正かつ合理的であるか」の判断枠組みは、収用の公共性 と被収用地 の私
的利益及び公的利益が比較衡量されるとい うことである。そして、その
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公的利益 は何 かが論点 とな り、太郎杉の歴史・ 文化的価値が認められ、
裁量過程統制型審査により判断された。本件 も、同 じ判断構造 となる。
③ 「諸般 の事情を総合考慮」される⑤ 「政策的、技術的な裁量」される
から、その裁量権の逸脱濫用があるかとい う裁量過程統制型審査 となる
のである。
本判決 は、傍論であるが、土地供用の「適正かつ合理的である」かの
判断基準を提示 している。① は供用 (収 用)側 の公共性、② は被供用 (被
収用)側 の公共性 (公 的利益)と 考 えられ、 さらに③ として米軍基地の
問題 であるので代替すべ き土地等の可能性 も判断基準 となるのである。
この最高裁 の判断基準 は、 これまでの土地収用のための土地利用が 「適
正かつ合理的である」かの判断枠組み、判断要素、判断方法 において同
じだとい うことになる。特 に駐留軍であることによ り、判断 システムに
は変更 はな く、判断基準・ 対象 に米軍基地 の供用 とい うことで、それ に
対応 した内容 になっている。裁量過程統制型審査の方法をとることにつ
いては特殊扱いをしない とい うことである。以下、個別的 な判断基準を
検討することになるが、その検討 の前 に、現在 の沖縄 にお ける米軍基地
の現状 とその展 開を確認す ることにしよう。

4沖 縄 の米軍基地の現状 と形成
(D沖 縄本島の景観― 「基地のなかの沖縄J、 「基地の島」。沖縄%
止地所有権の公共性 の現れ として良好な生活環境を享受する生活環境
権 と良好 な景観 を保全及 び形成する景観権があ り、 ここまでその生活環
境権と景観権に関す る法律及び判決例 の展開 をみてきた。
土地所有権 の公共性 は、土地所有権の特定地を、①特定地面、②特定
26「

県内の基地機能 を集約 し、耐用年数 2百 年 ともいわれる新 たな施設が造 られれ
ば、沖縄 は半永久的に基地の島 となって しまう。沖縄 の基地の問題を沖縄の人 々だ
けに任せ ず、 日本全体の問題 として考えて い くべ きだ。
」(中 日新聞2015・ 2・ 12社
「基地の島」を前提にして い る。 この社説
説)に 「基地の島J力 =で ているが、現在、
は辺野古問題の本質 を捉えている見解 で ある。
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地面上の時空およ引Э特定地面下の時空の 3側 面 に区別すると、①特定
地面 は自由 (排 他的)に 利用できる。 しかしながら、②特定地面上 の利
用 は、一方では、その時空 は自然的環境 として連続 し流動化 し各土地所
有権が規定 。影響関係 となるところ、他者 の土地所有権の侵襲に対する
土地所有権 としての生活環境権が成立す る。
他方、特定地面上 の時空の利用 は生活及び生産 そのものであ り、その
生活及 び生産 の時空を形作 る建築物、工作物等が、その生活、生産様式
に対応 して地域 の中で造形、建築される。それが地域の景観 となって、
立ち現れ、我 々は、それをみ ることができるのである。そして、沖縄の
「基地の島26」 なのである。
景観 は「基地のなかの沖縄」
、
(2)米 軍基地 の現状 と意義

戦後、70年 の沖縄本島の地域の土地所有権 の表れとしての景観 が「基
「基地のなかの沖縄」 である。 この景観 は、上空からみる
地の島 。沖縄」
と一 目瞭然、わかることである。これを、数字 にすると、次のようになる。
この沖縄本島に沖縄県民 139万 人 (2010年 )の 92%の 128万 人が住んで
いる。沖縄県 (面 積2276d)の うち沖縄本島 (面 積1208日 )の 米軍専用
施設・ 区域 は、施設32施 設、区域228耐 (総 面積 は231ば 、施設33施 設)
で、県土面積 に占める割合 は、10%で 、沖縄本島 に占める割合 は18%で
ある27。 日本 の国土面積 は37万 7900」 で、米軍専用施設 は80ぽ である。全
国の米軍専用施設区域は308dで 、06%の 県土面積 の沖縄県 に73%の 米
軍専用施設が集中 していることになる。その米軍基地の沖縄 と日本本土
の面積あたりの負担割合を示すと468倍 である。沖縄県民139万 人は、沖
縄本島では1208朧 の土地の上下の時空を利用する土地所有権 により生活

%沖 縄県知事公室基地対策課 『沖縄の米軍基地J(2015年

3月 、以下、沖縄県・ r沖
縄の米軍基地』 と略記す る。
)1頁 は「沖縄 は、自由主義陣営の拠点基地「太平洋の
要石Jと 呼 ばれるよ うになった」
。
27以 下の沖縄の米軍基地関係の数字は 『
沖縄 の米軍及 び自衛隊基地 (統 計資料集 )J
(沖 縄県知事公室基地対策課、平成26年 3月 )に よる。
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及 び生産 している。 そして、 その内、沖縄県民 の土地所有権 は980耐 で、
米軍基地 の土地利用権 (土 地所有権、土地 賃借 権)は 228喘 で ある。米軍
は、228離 の土地面 を利 用 して い るが、地面上の時空 は沖縄本 島全域 を飛
行 rJII練 で利用 して い るので ある。 なお全 国 の 自衛隊施設・ 区域 は2549施
設、 1086ば で、沖縄 の 自衛 隊施 設・ 区域 は39施 設、 6ぽ で ある。全 国 に
占める沖縄県 の比率 は、施設 で15%、 区域 で06%で ある。

復帰時点 と現時点の比較 でみると、1972(昭 和47)年 5月
87施 設、286儲

(う

15日

現在で

ち専用施設83で 、278耐 )、 2013〈 平成25)年 3月 31日

現在 で、33施 設、231日

(う

ち専用施設228ビ )で あ り、復帰後の米軍施

設・ 区域 の返還状況 は、返還施設及び面積で、79施 設、57ぽ (返 還後再
提供 された施設を含む)で ある。
沖縄 の米軍施設・ 区域の所有形態別面積 は、総面積231離 (100%)、 国
有地80J(γ %)、 県有地 8皿 (3%)、 市町村有地68d(29%)、 民有地
75儲

(32%)と なっている。2012(平 成24)年 で、 この民有地75dが 民

間人 の土地所有権 であ り、米軍基地 として賃貸 し、その年間賃借料力2012
(平 成24)年 度 で811億 円である。その地主は44、 236人 である。ちなみ

に、1972(昭 和47)5月 の年間賃借料 は123億 円である。
(31米 軍基地 の形成 の歴史 と展開

沖縄 の米軍基地 の形成 を土地所有権 の観点か ら概観す ることにす る。
「基地の島」の景観 の形成過程 とい うことになる。景観 は土
このことは、
地所有権の歴史的形象であるからである。これだけの規模で「基地の島」
の景観が存在 していることは驚 くべ きことである。 これは、沖縄の社会、
経済、文化の歴史的形象体 であろう。景観 とは「地域の自然・歴史・ 文
化等 と生活・ 経済活動等が『地域の姿Jと して現れたものであって、そ
の地域 の特性 を形づ くるもの28」 だからである。 したがって、沖縄の米
28安

本典夫 『都市法概説 〔
第 2版 〕
J(法 律文化社、2013年 4月 、以下、安本・『都市
法概説」 と略記する。
)149頁 。
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軍基地 の形成 を土地所有権 の観点 か ら考察 する ことで、沖縄 の過去、現
在、未来 が見 えることになる。
70年 前 の沖縄戦 では、両軍及 び民間人合わせ た地上戦中の戦没者 は約
20万 人 と言われ る。 日本側 の死者・ 行方不明者 は188136人 で、県外出身
日本兵戦死者 6万 5908人 、沖縄県 出身軍人・ 軍属 (現 地召集 を受 けた正
規兵 のほか、防衛 隊・ 鉄血勤皇隊 な ど)2万 8228人 、戦関参 加者 (戦 傷
病者戦没者遺族等援護法 )と の関係 で 日本軍 に協力 して死亡 した準軍属
と認定 された人数 )5万 5246人 、 一般住民 3万 8754人 (推 定 )で ある。
戦争参加者 5万 5246人 と一般住民 3万87M人 (推 定)の 9万 4000人 が住
民犠牲者 とされ る"。 米 国側 の死者・ 行方不明者 は 1万 2520人 で、負傷
。
者 7万 2012人 であった。 しか も、1945年 4月 1日 か らの沖縄本 島上 げ
か ら始 まる戦闘 の過 程 で、 これ は両軍 とも「戦争」(戦 争す る権利 )と し

て、戦 F15し 、その戦争過程 に住民も巻き込 まれ、 6月 22日 の司令官の自
決その後 も戦闘は続 く、約 3か 月の地上戦 で、沖縄県民 は12万 2228人 の
戦没者 となる。戦時下の45万 人 とも言われる住民は「恐怖 と欠乏」の中
「戦没」によって、 その「恐怖 と欠乏」から免れる
にあり、12万 人余 は、
ことになる。
「恐怖 と欠乏Jと い う人間の最悪 の体験 をした
生 き残 った33万 人余 は、
ことになる。生 き残った33万 人余 は、 自らの 「恐怖 と欠乏」 とともに、
「絶望 と悲 しみ」の淵 に入ることになる。さらに、戦
肉親を失 うとい う、
場 において、負傷する肉体 のハンディを負 う者 も多数 である。そ して、
土地所有権 の対象である地面 とその建築物は艦砲射撃 と地上戦、空爆に
よ り、壊滅、灰儘 に帰す る。人 の生活及 び生産の場である土地所有権 の

四 沖縄県生活福祉部援護課の援護行政上の
犠牲者の
推定■夕 (1989年 )。
∞ 米軍 は沖縄本島上陸に先立 ち1945年 3月 26日 慶良間諸島に上陸、29日 までに全島
を占領 した。31日 までに日本兵530人 戦死・ 121人 が捕虜 とな り、米兵31人 が戦死・
81人 が負傷 したといわれる。
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対象 の特定地面、特定地上の時空の利用の形であるの建物が壊滅すると
い うことは、沖縄住民 は、自らは生活及 び生産できない とい うことにな
「恐怖 と欠乏J、 「絶望 と悲 しみ」及 び
る。戦争 とは、生 き残 った人には、
「生活 と生産の喪失」となるのである。そして、勝利 した米軍は、軍事占
領 の維持・ 継続 のために軍事基地を建設することになる。その軍事基地
面積 によ り軍事占領 の意味、程度をみることがで きる。 なお、〈)内 は
日本本上の米軍基地面積である。
1945年 182耐 (455ぽ 、戦前の日本軍全基地面積約3000日 )、 1955年 162

覇 (1121耐 )、 1958年 176儲 (494M)、 1960年 209ぽ (311耐 )、 1972年 5月
1日 286儲 (163儲 )、 1975年 266邸 (88日 )、 1980年 254M(79耐

)、

1985年

248d(82d)、 1990年 242耐 (82ぽ )、 1995年 235耐 (79ぽ )、 2000年 234d
80Ы )、 2009年 232耐 (81扁 )、 2012年 228日 (80
(79ビ )、 2005年 232樹 〈

J)と

なっている。1945年 の米軍 の軍事占領から、2015年 までの70年 間、

米軍基地 は同規模 で推移 してきているのである。以下、米軍基地面積の
推移 を含めて、土地所有権に関係す る法令 と事件 を概観す ることにする。
31

14)土 地所有権関連法 と関連事件 の展開

〈
戦前〉
日本軍、土地接収開始、戦前の日本軍基地3000d)

1943年 11月

米軍上陸〉
〈
1945年 3月 26日

「ニ ミッツ布告」発令
米軍慶良間列島上陸・ 占領、

・ 空母40隻 以上、戦艦18隻 、駆逐艦200隻 、数百隻の輸送船、巡
洋艦、補給船、潜水艦、掃海艇、上陸用舟艇など総計戦艦1500
隻以上、兵員18万 2000人
〕 砂り‖意伸・安次官哲雄・新垣進 「土地法制の変遷
」(宮 里政玄編『戦後沖縄の政治
と法‑1945‐ 72年 Jく 東京大学出版会、1975年 3月 〉
)469頁 以下参照。沖縄県編 『沖縄
―苦難 の時代史J錯 波書店、 1996年 7月 )51頁 以下 「沖縄 にお ける基地形成史」参
照。新崎盛暉「沖縄現代史 (新 版)J(岩 波書店、2005年 12月 )「 沖縄現代史略年表」
参照。沖縄県・『沖縄 の米軍基地』 1頁 以下参照。
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1945年 4月 1日

米軍、沖縄本島上陸、本格的沖縄作戦開始

1945年 4月 5日

米国海軍軍政府 を設置

・ 布告第 1号 「ニ ミッツ布告」公布 し、南西諸島とその周辺海
域 を占領地域 と定め、軍政 を施行することを宣言 。交戦権
(『

ヘーグ陸戦法規J)に よ り軍事占領。サ ンフランシスコ平和

条約発効 まで米軍用地使用権原 の法的根拠)
1945年 6月 23日

第32軍 牛島沖縄司令官自決

6月 30日

日本軍の戦死10万 7539人 、戦死推定13万1303人 、捕虜
υ
1万 7 人、保護住民28万4能 5人

1945年 10月 23日

「旧居住地移住の計画 と方針」(米 国海軍政府指令29号 )
所謂 「割当土地制度」の創設である

。宅地、農耕地等の個人用地 と公共建築用地について市町村長
や米軍地区体調の権限で必要 な土地を割当
。割当られた者 は、無償 でその土地を使用する権利を有 し、地
主は、立退かし、地料 の取立できず
1945年 10月 31日

米軍政府、旧居住地への住民 の移動を許可

1945年 軍用地 。沖縄182耐 (日 本石5耐 )

「土地割当制度」 の実施
1946年 2月 28日 「土地所有権関係資料収集 に関する件」
(米 国海軍劇府指令121号 )

。沖縄戦 で土地所有権 を公証すべ き公簿公図等の滅失
・ 4年後→1950年 5月 1日 から「土地所有権証明」発行 の手続 き
1946年 4月 22日 「沖縄民政府」誕生
(南 西諸島米国海軍軍政本部指令第156号 )

'2川 平成雄『沖縄 占領下を生 き抜 く 軍用地・ 通貨・ 毒ガスJ(吉 川弘文館、2012
年 10月 )34・ 35頁 の図表 1「 1945年 3月 31日 から6月 30 日本軍の戦死、捕虜、保

護住民」参照。
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1950年 2月 1日

極東軍総 司令部、恒久的基地建設 の沖縄 で開始表 明

1950年 4月 14日 「土地所有権証明」(米 国軍政府特別布告36号 公布)

。1951年 4月 1日 付 けで交付
1950年 6月 25日
1950年 11月 4日
1950年 12月 5日

朝鮮戦争勃発
「沖縄群島政府」 へ 改組 (沖 縄民 政府 か ら)
極東総司令、沖縄統治 の長期策発表

サンフランシスコ平和条約〉
〈
1952年 4月 1日

行政、立法、司法の機能をもつ 「琉球政府」設立

1952年 4月 28日

サ ンフランシス コ平和条約発効

。「ヘーグ陸戦法規Jを 根拠 とする軍用地 の使用権原の喪失
1952年 11月 1日

「契約」(布 令第91号 )の 公布

・ 賃貸借契約 による既接収地 の継続使用を目的
→地主 ほとんど応ぜず
1952年 12月 5日

米軍政府 を米国民政府 と政称

1953年 3月 23日

「1950年 7月 1日 から1952年 4月 27日 に至るまで、米国
政府 によって使用 された、琉球人私有地の賃貸借の契
約の締結及び借地料支払の履行期限」(布 令第105号 )を
発令

1953年 4月 3日 「土地収用令」(布 令第109号 )公 布

。本来既接収地の使用権原取得を目的 としていたが、平和条約
発効後 の軍用地新規接収のみに適用
→以後 の「銃剣 とブル ドーザー」 による新規接収
1953年 4月 11日

米軍、真和志村 (現 那覇市)銘 刈 に「土地収用令」を適用

1953年 8月 18日

読谷村渡具知立ち退 き開始

1953年 12月 5日 「軍用地 に於 ける不動産の使用 に対する補償」(布 告第
26号 )を 公布

。一方的 な 「黙契Jに よる賃借権 を宣言 して既接収地の使用権
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原 を合法化
1953年 12月 9日

小禄村 (現 那覇市)具 志 に、完全武装 した米軍 を出動
させ 「土地収用令 Jに よる強制土地接収

1954年 3月 17日

米国民劇 時、軍用地料 の 「一括払 い方針」 を発表

1954年 4月 3日

「土地 を守 る 4原 則」決議
立法 院、

①一括払い反対②適正補償③損害賠償④新規接収反対
1955年 3月 14日

米軍、伊江島で「土地収用令」による強制土地接収開始

1955年 5月 23日

軍用地問題沖縄代表団渡米

1955年 7月 17日

米軍伊佐浜 (現 宜野湾市)で 「土地収用令」 による強
制土地接収開始

1955年 10月 23日

プライス調査団来島

1955年 米軍用地・ 沖縄162耐 (日 本1121耐 )
1956年 5月 8日

プライス勧告発表

。米軍基地の重要性強調、長期保有の必要性 を再確認、一括払
いの妥当性 を強調、新規の土地接収肯定
→『島 ぐるみ闘争』ヘ
1956年 5月 20日

「4原 則貫徹」全島住民大会

1956年 7月 28日

那覇高校で 「4原 則貫徹」県民大会

1956年 8月 8日

「オフ・ リミット」宣告

。米軍人・軍属 の民間地域への立ち入 り禁止
→米兵相手営業の中部地区住民 に経済的打撃
。琉球大学への援助打ち切 り
1957年 2月 23日 「米合衆国土地収用令」(布 令第164号 )公 布

。「限定付土地保有権Jを 設定 して 「地価相当額Jの 一括払 い
。「限定付土地保有権」の収用宣告書を発 し、軍用地料の一括払い
。1958年 3月 末 まで、1015離 新規接収
1958年 米軍用地 。沖縄176瑚 (日 本494ビ )

-
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1959年 2月 12日

「賃借権 の取得 について」(布 令第20号 )公 布

・ 軍用地料の一 括払 い中止
。「不定期賃借権 Jと 「定期賃借権」 ← 「限定付土地保有権」
・ 琉球政府 が土地所有者 と賃貸借契約 を結 びt琉 球劇 府は米国
劇 時に対 して転貸す る
。F黙 認耕作地J制 度認 める。 1970年 の全 軍用地内 の約 30%
。軍用地 の取得、地代 の評価、支払方法等 について制度的確 立
。F島 ぐるみ闘争』終結
1960年 新 日米安保条約〉
く
1960年 米軍用地・ 沖縄176耐 →209耐 (日 本31ld← 494回 )

。新安保 に伴 い本上の米軍沖縄移転→本土米軍基地激減→沖
縄大幅増
。1965年 2月 7日

米軍機、北ベ トナムヘの攻撃開始

沖縄返還〉
く
1972年 5月 15日

沖縄の施政権返還、沖縄県発足

1972年 5月 15日 「沖縄 における公用地等の暫定使用に関する法律」(公

用地法)制 定、米軍用地に適用
1972年 米軍用地・沖縄 5月 15日 286ば (本 ±163ぽ )
1975年 米軍用地・沖縄266団 (本 ±88ぽ )
1977年 5月 18日

「沖縄県の区域内における位置境界不明地域 の各筆の土
地の位置境界 の明確化等 に関する特別措置法」(地 籍明
確化法)制 立

・ 附則 に 「公用地法」 5年 間延長 を付記
。「公用地法」期限切れ 5月
1982年 4月 1日

15日

から18日 の4日 間

「駐留軍用地特措法」の発動

1985年 米軍用地・ 沖縄248ぽ (本 ±82d)
1980年 米軍用地 。沖縄254d(本 ±79日 )
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1990年 6月 26日

那覇防衛施設局、未契約軍用地 の強制使用手続 き開始

1990年 242ぱ (本 ±82ぽ )
1991年 5月 28日

大 田沖縄県知事、未契約米軍用地強制使用 の「公 告・
縦覧代行問題」 で、代行 を正式表 明

1994T4月 24日

嘉手納基 地爆音訴訟判決 。夜間飛行 差 し止 めは棄却
過去 の騒 音被害 には賠償

少女暴行事件〉
く
1995年 9月 4日

米兵 による少女暴行事件

1995年 9月 28日

大 田知事、米軍用地未契約地主 に対す る強制使用手続
きの代行拒否

1995年 米軍用地・ 沖縄 235儲 (本 ± 79d)、
1995年 10月 21日

少女暴行事件 に抗議す る県民総決起大会、 8万 5000人
が集 まる

1996年 4月 12日

普天間飛行場 の返 還 で 日米政府 が合意

1996年 4月 17日

橋本・ ク リン トン、 日米安保共同宣言発表。ガイ ドラ
イ ンの見直 しに合意

1996年 8月 28日

大田知事 の代理署名訴訟 Q最 高裁判決 県の敗訴確定

1996年 12月 2日

普天間代替案 として、海上基地案 が 出され る

1997年 4月 17日

駐留軍用地特別措置法改正成立

1997年 12月 21日

名護市 で、海上 ヘ リポ ー ト基地建設 の是非 を問 う市民
投票

1997年 12月

2日

名護市長、海上 ヘ リポ ー ト受入表 明

1998年 2月 6日

大 田知事、海上 ヘ リポ ー ト受 け入れ正式 に拒否

1998年 11月 15日

沖縄知 事選 で、現職 の大 田知事 を破 り稲嶺恵 一氏 当選

1999年 5月 24日

ガイ ドライ ン関連法 (周 辺事態法 )成 立

1999年 H日 22日

稲嶺知事 が普天間基地 の移転先 として、名護市 のキャ
ン プシ ュ フブ水域 内を発表
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1999年 12日 27日

岸本建男・ 名護市長 が移設受 け入れ を表明

。「普天間飛行場 移設劇 府方針」 を閣議決定
2000年 7月 27日

九州・ 沖縄サ ミッ トの首脳 会談、名護市 で開催

2000年 米軍用地・ 沖縄 234d(本 ± 79d)
2001年 9月 11日

米 国 で同時多発 テ ロ

2001年 12月 27日

普天間飛行場移設 の代替基地、名護市辺野古 の リー フ
(環 礁 )上 案 を市長 が受 け入 れ方針決定

2002年 2月 3日

名護市長選 で、現職 の岸本市長再選

2005年 米軍用地・ 沖縄濁 2J(本 ±80回 )

鳩山以後2009年 〉
〈
2009年 米軍用地・ 沖縄232耐 (本 ±81滸 )
2012年 米軍用地・沖縄228d(本 ±80耐 )
2013年 12日 27日

仲井間沖縄県知事、辺野古坦立て承認

2014年 1月 15日

知事埋立 て承認取消訴訟提訴

2014年 1月 19日

名護市長選、現職の稲嶺氏再選

2014年 11月 16日

沖縄県知事選、普天間基地辺野古移設賛成の現職仲井
間氏落選、反対の翁長氏10万 票余差で当選

2015年 2月 6日

翁長知事、承認の法的瑕疵検討 の第二委員会発足

以上、戦後70年 の沖縄の米軍基地の形成 の歴史 と展開を概観 してきた
「基地の島・ 沖縄」
が、その集約されたものとして、
「基地のなかの沖縄」
、
の景観がある。その 「基地の島・沖縄」 を、2005年 段階の沖縄本島にお
ける米軍基地

(自

衛隊基地 も含 む)を 地図上で確認す る。

-
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沖縄島の軍事基地

0国 頭受信所 (海 自)
北部訓1練 場

ヽ
センター
奥 間レスト

｀
民
伊江

捕助飛行場
昇

｀

0本 部送信所 (海 自)

慶佐次通信所

0

キャンプ シュワプ
キャンプ ハ ンセン

・鰈 鋳 鑽
躍諄撤鋼彎

￨

ビーチ訓練場

嘉手納弾薬庫地区

ド ピーチ訓 鵬
(海 自)
ニー
キャンプ コート
キャンプ マクト
リアス

キャンプ・シールズ

奪=0浮 原島訓練場 (陸 自)
0沖 縄基地隊 (海 自)

キャンア桑江
キャンプ瑞慶覧

ホワイトビーチ地 区

●勝連高射教育訓1練 場 (睦 自)

●那覇議1

鷺ヽ

●知念高射教育言1練 場 (空 自)

ノ

●那覇駐
屯地 、
(陸 自)

●知念高射教育副1練 場 (陸 自)
●与座分屯地 (陸 自)

0南 与座高射教育訓練場 (陸 自)
0島 尻分駐所

(空 自)

出所 :新 崎盛暉 F沖 縄現代史 (新販)J(岩 波書店、2005年 12月
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5駐 留軍用地 の必要性
「我が国の安全 と極東 における国際の平和 と安全の維持 にかかわる国際
情勢、駐留軍による当該土地等の必要性 の有無、程度」
この判断基準 は、米軍基地の必要性及びその米軍基地を沖縄本島に置
く必要性 を論点 とするものである。

0)米 軍基地 の必要性
「米国の軍隊 は我 が国の安全 に不可決であ り、また極東
第 1の 論点 は、
にお ける国際の平和 と安全の維持 に大 きく貢献 をしている」 とい う主張
の妥当性 である。 この主張 は、 これまでの、 日米安保条約の意義 と現在
の国際の安全保障環境 を考慮すると否定す るのは困難であろう。
(2)沖 縄本島における米軍基地 の必要性

第 2の 論点 は、戦後70年 に渡 って、米軍基地を沖縄本島に集中させて
きたが、今後 も必要性は高いかである。今後 も、米軍基地の沖縄本島へ
の集中のプレゼンスが高い と、当該土地を強制使用、強制収用すべ き判
断 となる。当該強制使用認定土地争 は沖縄本島の構成地であるからであ
る。米軍基地 の存在 の必要性 は、地域単位 で判断される。米軍基地だけ
でな く、軍事基地 の存在 自体が、広大な土地を必要 とし、その地域の住
民の理解 が前提 となるからである。
この沖縄本島に米軍機を置 くべ き論拠 として、第 1は 、戦後、日米の
「沖縄 は複数 の島々から成 り、アジア
軍事戦略 として一貫 しているのは、
大陸に近 く、 日本列島の南西端に位置 してい るから、 日本国の安全 に寄
与 し、極東 における国際 の平和及 び安全 の維持 に寄与するとい う日米安
全保障条約 6条 の 目的を達成するための地理的条件を満 たしている」 と
い う地政学的な軍事戦略である。形式的に、地理的に、沖縄本島が、 よ
り地理的条件 を満たしていることは、客観的 には、認 めざるをえないで
あろう。
しかし、第 2に 、米軍基地が沖縄本島に集中 していることの米軍軍事
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戦 略上 の観 点 で あ る。 1965年 の米 国民 劇 府広報 室 の次 の よ うな在 日米 軍
と在沖 米 軍 の本質 的 な違 い を認 め る公 式発表 で あ る。 これ は、米 軍基 地

が沖縄本島 に集中す る根拠 でもある。沖 縄本島 にお ける米軍 の十分 な基
地機能 の確保 の観点 である。
「日本の国内にある米軍基地 と琉球 にある基地 との間 には大 きな相違 が
あることを知 るべ きである。 日本 にある米軍 は、当初 1951年 に締結 され
1960年 に改訂 された 日米安全保 障条約 に基 づいて、 日本 のみの防衛 につ

いて助力す る責任 が あるだけで ある。他方、琉球 にある米軍 は、韓国、
台湾、 フ ィ リピン、 い くつ かの東南 アジ ア諸国 それに 日本 と米国 との間
で締結 された安全保 障条約 に基 づいてほ とん ど西太平洋全域 にわたって
防衛 について援助す る責任 を持 っている

33。

J

沖縄 の本 土復帰 の際 にもこの沖縄 の米軍基地 の機能維持 を前提 に返還
され ることになるのである。 日本本土 と沖縄本 島 の米 軍基地 の存在根拠
は本質 的 に違 うのである。
そ こで、問題 は、現時点、戦後 70年 、2015年 の時点 で、今後 も、沖縄
本島 の183%を 占め、 日本 の米軍基地 の73%を 占める、 その 2点 の軍事
戦略 は維持 され るべ きか、 とい うことになる。
なお、第 3に 、米軍基地 が沖縄本島 に集中 して い る根拠 として、米軍
の米国民 に対す る説明責任 と米国 の 日本 の 占領政策 が考 え られ る。米軍
の米 国国民 に対す る説明責任 は、沖縄本島での沖縄戦 で、莫大 な戦 費 を
費 や し、米 兵 1万 2520千人 の戦死者 を出 した上での戦果 として、沖縄本
島を軍事 占領 す ることは、米国国民 に対 して、米軍 の説明責任 を果 たす
ことになる。国家 は戦争 の戦果 を戦死者 へ贖 うため国民 に顕示 しなけれ
ばな らない のである。他方、 日本国民 に対 しては、 3か 月 に渡 る地上戦
で、両軍民間人合わせ た20万人近 くが戦死 し、 しかも民 間人 が 9万 4千

33沖 縄県編『沖縄

苦難 の現代史J(岩 波書店、 1996年 7月 )87頁 。
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人近 くも犠牲 になるとい う敗戦国の現実を想起させ、また、日本人 も310
万人 が犠牲 にな り、そ して、 日本本土を米軍が軍事占領 し、 日本国民を
諦めさせ、 日本本土 占領を円滑にする占領政策 といえよう。米軍 の原爆
投下による死者は、広島14万 人、長崎 7万 人、米軍の空襲 による全国530
都市の死者20万 3千 人、被害は甚大である。沖縄本島 は1208日 であ り、
日本全±37万 7960Mで ある。戦後直後 の1945年 、沖縄は33万 人余、 日本
本土 は7、 199万 人である。太平洋戦争の悲劇、悲惨 さを象徴する沖縄本
島を軍事占領 し続けることによる戦勝国の支配意思を示 しているのであ
る。沖縄本島での戦間 が歴史上 も悲劇、悲惨 であればあるほど、米軍、
米国による軍事占領の継続は価値 が高いのである。
このような米軍基地の沖縄本 島への集中とい う米軍 の軍事戦略は、沖
縄本島を冷戦構造上 の軍事拠点 として、 また、東南アジア、西太平洋全
域 にわたる米国の安全保障領域の軍事拠点 として、 さらに、日本国家を
政治占領す る軍事政策 の現れ とい うことになる。
しかしながら、1972年 の沖縄 の本土復帰、そして、1989年 の冷戦構造
の終了の中では、全 く合理的な軍事戦略ではな くなるのである。
13)現 在 の沖縄本島の米軍基地の必要性

沖縄本島の米軍基地を軍事戦略の観点 から見直 しを主張する米国の安
全保障の専門家が現れた。冷戦後の日米 の安全保障政策を再定義 し、沖
縄 の米軍基地の現状維持を提言 した 「ナイ・ イニシアティブ」 を作成 し
たジ ョセフ・ ナイ・ オックスフォー ド大学教授である。冷戦後 の沖縄 の
米軍基地を再定義 し、沖縄本島の米軍基地 は現状維持されて きたのであ
・
る 。 このナイ教授 が沖縄本島の米軍基地の脆弱性を指摘 し、米軍基地
の沖縄本島への集中を軍事戦略観点から批判 し、沖縄 の基地問題の本質
である辺野古米軍基地建設に「長期的視点」から反対 してい るのである。
・

阿波連正一 「沖縄 の基地 問題の現在 」(『 沖縄の基地問題Jポ ーダー イ ンク、 1997
年 2月 )52頁 。 1995年 「東 アジァ戦略報告Jで 明らかにされる。
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かれの見解をみてみよう。
ジョセフ・ ナイは、辺野古基地建設を次の三つの理 由から反対 してい
る。 しかし、その内容は、米軍のアジアにおける軍事戦略 を示すもので
ある。
「中国の弾道 ミ
第 1は 、固定化 された基地の脆弱性の観点からである。
サイル能力向上 に伴 い、固定化 された基地の脆弱性 (ぜ い じゃ くせい)
(す べて害」

性を考 える必要が出てきた。卵を一つのかごにいれておけば
れる)リ スクが増す

35」

と指摘す る。 この一つのかごは沖縄本島のこと

である。そして、一つ ひとつの卵 は各基地である。 したがつて、在 日米
軍基地の 7割 が沖縄 に集中 していることは、前述のように、地理的条件、
在沖米軍の機能、対 日政策 の観点からは、合理的であった。 しかし、米
軍基地 の沖縄本島の集中は、対中国の軍事戦略上、 リスクになりつつあ
るとい う見方 を示 したのである。
ジョセフ・ ナイは、 この固定化 された基地

(沖 縄への基地の集中)の

脆弱性 を理由に辺野古 の新米軍基地建設 は「長期的解決策 にならない」
と断 じて反対 しているのであるが、その反対の根拠 として、固定化され
た基地つ まり沖縄本島に集中 した米軍基地 は脆弱性、卵 を一つのかごに
いれておけば

(す べて割れ る)リ

スクが増す とい うのである。 しかも、

その論拠を勃興する新大国の 「中国の弾道 ミサイル能力向上

86」

に求 め

ているのである。 これは、 もはや、軍事戦略 レベルの否定 ではなく、原
理的 レベルの否定を合意 していると考 えるべ きであろう。
そして、 ジョセフ・ ナイは第 2の 理由として、 これは重要な ことであ
35朝 日新間2014年 12月 8日 朝刊 「辺野古移設 『長期的解決 にならないJ米 国防省元

幹部」 の見出しでの報道である。埋立 てによる基地であ り、長期的 に必要 とい う視
点 で新基地建設す るわけであるか ら、軍事戦略 の観点 から全面的な否定の見解 とい
うことになる。
森山憲― 「辺野古 は抑止力 になるかJ(琉 球新報2014年 12月 21日 論壇)で 「中国 の
弾道 ミサイル」 を「中距離弾道 ミサイル DF21(東 風a)を ベース とした各種 ミサイ
ル」 を指す とする。

-
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「沖縄 の人 々が辺野古 へ の移 設 を支持す るなら私 も支持す るが、支
るが、
持 しない なら我々は再考 しなければならない"」 と述 べ ているとい う。 こ
れ は、沖縄県知事選挙 で辺 野古米軍基地建設反対 の知事が建設容認 の現
職知事 に対 して、 10万 票 の大差、 しか も得票率518%の 選挙結果 をうけ
た ものであろ う。 この見解 は、辺野古新米軍基地建設 の反対 の根拠 とし
て述 べ ているが、 この指摘 は、軍事戦略上、軍事基地 をお く場合 には地
域 の理解 と協力が必要条件 であるとい う民主主義国家 の軍事基地 の原 理
的要請 で ある。 なぜ ならば、 この よう在沖米軍基地 の脆弱性 の軍事戦略
上の評価 は、 1950年 1月 12日 、 アチ ソン国務長官 が 「西大西洋 にお け る
米国 の防衛線 は、 ア リュー シ ャ ン、 日本、沖縄、 フィ リピンを結 ぶ線 で
「アチ ソン・ ライ ンJよ る、沖縄米軍基地 を、極東
ある」 とす る、所謂、
の要石 (キ ース トーン)」 とする戦略的に見直すべ きとし、沖縄県民 の基
地 に対 す る反対が強 い 中で は、 もはや、沖縄 の米軍基地 の持 つ価値 は、
軍事戦略上 は原理的に相対化 された事 を意味す るのである。
第 3に 驚 くべ き提案 は、固定化 された沖縄 の米軍基地 は長期的 には軍
事戦略上、不要 だ と断言 した ことである。 なぜ な らば米軍 は各基地 を一
定期間 ごとに巡 回す る形 をとるべ きだ と主張す るのである。 この真意 は、
1995年 の冷 戦後、沖縄 の米軍基地 を現状 の まま存続す べ きかの軍事戦略

「ナイ・ イニ シアティカ
的 な判 断 の場面 で、責任者の ジ ョセ フ・ ナイは、
にお いて、沖縄 の米軍基地 を、経済的 に繁 栄 してい るアジアの安定 は、
アメ リカ経済 の健 全性 と世界 の安全保障 に とって も死活的 で あるが、 ア
ジ アは依然 として不確実性 と緊張 が存在 し、軍事大国 が極 めて集 中 して
いる地域 である として、米軍約 10万 人 (当 時 13万 5千 人、 NATO軍 は50
万 か ら10万 人 に)が 必要 といつて、東南 アジ ア、西太平洋 の安全 保障 の
軍事拠点 としての沖 縄 の米軍基地 の現状維持 を再定義 したのである。 そ

r朝 日新聞2014年 12月

8日 朝刊。
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れか らは20年 、沖縄 の米軍基地 を現状維持で再定義 したジ ョセ フ・ ナイ
は、沖縄本島 に米軍基地 の集中 が70年 間 も存続、維持 されて い ることの
現実 を踏 まえて、今、軍事戦略的に沖縄本島の米軍基地の集中を批判 し
て い るのである。 この批判 は、彼 に無念 さか贖 罪感 で あろ うか。 それで
は、 ジ ョセ フ・ ナイの発言 をみてみ よう。
まず、 ナイは、 自衛隊 と米軍 の関係 について、次 の ように述 べ る。
「長期的 な目標 として、在 日米軍基地 を徐 々に 日本側 府に移管 して 自衛
隊 と米 軍 が共 同利用 で きるように し、米軍 は各基地 を一定期 間 ごとに巡
回する形 をとるべ きだ と提言。F日 米同盟 を今 後 50年 も続 けるには、現在
の脅威 に対処す るには最適 とは言 えない米軍基地 の在 り方 を、変 えて い
くべ きだ』 と強調 した」。 このよ うに、沖縄本 島 の米軍基地集 中に対す る
反省 の契機 を次 の発言 に汲み取 ることがで きよう。
「― 力所 に集中させ るよりも分散 させ る方 が よ り安定的で効 果的 とい う
ことです か。
『 そ うです。沖縄 の人々の負担軽減 にもな ります。もし普天間飛行場 の
辺野古移設 を沖縄 の人 々が支持す るな ら、私 も賛成 します。 しか し沖縄
の人 々の支持 が得 られない なら、我 々はお そ らく再検討 しな けれ ばな ら
ないで しょう』
Fた

だ、2010年 のように、普天間問題 を日米の最優先課題 にす るべ きで

はあ りませ ん。 あれは大 きな間違 いで した』
『私 は辺 野古 を支持す ることもで きますが、同時 に『長期的 には辺 野古
は解決策 にな らない』 とも指摘 します。今後 10年 間 とい った短期間 で考
えれ ば宜 野湾市の負担 を軽減 したいわ けですか ら、施設や海兵隊 を辺野
古 に移す ほ うが良 い と言 えるで しょう。 しか し辺野古 に移 して も、 20年
後 を考 える と、固定化 された基地の問題 は解決 され ないままで す』」。
「ク リン トン映権で国防次官補 を務 めたナイ氏 は、冷戦後
朝 日新間 は、
の 日米同盟 を再定義す る『ナイ・ イニ シ アティプ」 を推進 。米外交政策
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に最 も影 響力 を持 つ 国際政治学者 の一人 として知 られ、今年 6月 か らは
ク リー国務長官 に助言す る外交委員会のメ ンバー を務 める。」 と報道 を締
めている。
141結 論
このナ イの発言 は、辺野古基地建設 との関連 で述 べ ているが、 その内
容 は、沖縄 の米軍基地 の集 中 してい ることの軍事戦略上 の否定 で あ り、
否定後の新たな日米間の軍事戦略の「日米同盟の今後50年 Jの 構想 で ある。
人類 の、 とくにペロポ ソネス戦争 (前 461年 〜前4に年 )以 後 の2500年
に渡 る『国際紛争 』 を理論 と歴 史 を視座 にイメ ージ して きた知性 のなせ
8。
るわざであろ う。
このジ ョセ フ・ ナイの発言 か らは、沖縄本 島米軍基
地が集 中 してい ることは、 日米 の共倒 れになる とい うことで ある。 した
がって、 どうい うプロセスで、沖縄 にお ける70年 に渡 って存続 してい き
た米 軍基地 を撤退 させ てい くかに問題 は移 ってい るのである。米軍基地
のため強制使用、 または、新 たな米軍基地 の建設 は 自殺行為 にす ぎない
とい うことで、 その必要性 は認 め られない とい うことになる。歴史 とは
そ うい うものである。

6地 域住民 の負担及 び被害
「当該土地 等 を駐留軍の用 に供 する ことによって その所有者や周辺地域
の住民 な どにもた らされ る負担や被害 の程度」。
α)本 判断基 準 の意 義
この基 準 の判 断 は、米軍基地 の必 要性 を前提 に判 断す るのであ るが、
現段階 では、 ジ ョセ フ・ ナイの 固定化 された基地の脆弱性理論か らする
と、沖縄本 島の米軍基地 の集 中 の問題 は、 どの よ うなプ ロセスで撤退・
撤去 して い くかの段階 で あるので、強制使用 、公用収用 され る地域 の土
38ジ ョセフ 。S・ ナイ・ ジュニ
ア/デ ィビィッド・ ウェル チ『国際紛争―理論 と歴
史 〔
原書第 9版 〕
』(有 斐閣、2013年 4月 、以下、ジ ョセフ・ ナイ 『国際紛争Jと 略

記する。
)20頁 以下。
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地所有権者及 び周辺 の土地所有者の負担 の程度や被害 の程度 を検討する
必要 はない。 しか し、 その脆弱性理論 は 日米 の安全保障政策 ではないの
で、米軍基地の必要性 が あ るとして も、使用認定 の裁量 権逸脱濫用 の違
法性判断過程 を検討す るために、次 の段階である、米軍基地 の沖縄本島
地域 へ の集 中 による地域住民の負担や被害 の問題 を検討す ることにする。
この問題 を検討 す る上で前提 となることは、第 1に 、「当該土地等」 と
「負担
「基地 の島J、 「基地のなかの沖縄dの 景観 のなかで、
なってい るが、
「当該土地等 を駐留軍
の程度」や 「被害 の程度 Jを 検討す ることである。
の用 に供 する ことによって」 もたされる負担や被害 の程度 であるか らで
「駐留軍」 は軍事的機能 的 に一体 となって存在す るのである。
ある。
「その所有者 や周辺地域 の住民 」 の負担や被害 も「基地 の島」、
第 2に 、
「基地 のなかの沖縄 」 の景観 にお いて検討す ることである。
「沖縄本島地域 にお け る土
「沖縄本島地域 にお け る米軍基 地 」、
つ ま り、
地所有権」 として検討す ることである。
「基地 の島」
「基地 になかの沖縄」 は、 1945年 の米軍 の軍事
なぜ なら、
、
占領 か ら70年近 くも維持形成 された景観 で あるか らである。
12)土 地所有権 の公 共性 と国家的公共性
そして、 この景観 は、 土地所有権 の公共性 の現 れではな く国家的公共
性 の現 れである ことに、 これ まで考察 して きた公共性 とは質的 に異 なる
ことに特徴 がある。 なぜ なら、米軍基地 の景観 は、土地所有権 の公共性
の現れではな く、米軍 基地又 は軍事基地 とい う国家的公共性 の現 れだか
らである。国家 的公共性 既念 と土地所有権 の公共性概念 は位相 が異 なる。
土地所有権 の公 共性 は、 土地所有権 の特定地上の時空の利用 の側面 にお
いて、地域地 における土地所有権 間 の関係 であ り、 その関係 は地域 にお
け る土地所有権間 の生 活 と生産 の時空 とい う地域生活共 同体 に土地所有
権 の公共性 の契機 をみたのである。 いわ lま 土地 所有権 の公 共性 は、横
の土地所有権 間 の関係 の公共性 である。 いわば市民間の横 の市民 的公共
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性 である。 この 「市民 」 は、宗教、人種、身分等 の社会的属性 を捨象 し
た 「個人」 である。市民的公共性 は、 この土地所有権 の公 共性 である横
の水平 の関係 の市民 的公共性 を基盤 に、国家的公共性 と縦 の関係、垂直
の関係 の場面 での公 共性 が ある。 これは、主権者 としての市民 の公共性
である。土地所有権 の公共性 は市民的公共性 となる。 つ ま り、土地所有
権者 (市 民 )の 公共性 は二面性 をもち、 一方 では、国家的公共性 と対応
す るときの垂 直 の主権者 としての市民的公共性、他方では、土地所有権
者 (市 民間)の 横 の水平的な市民的公共性 の二面性 をもって い るのであ
る。米軍基地 の使用認定 に対 峙す る土地所有権者、周辺 の土地所有権者
は、国家的公共性 と対抗関係 ・ 規定関係 にある主権者 としての垂直 の市
民的公共性 である。以下、横 の水平的 な公共性 は土 地所有権 の公共性 と
し、縦 の垂直 な国家的公共性 との対抗・ 規定関係 にある公共性 は市民的
公共性 とす る ことにす る。次 に、 この市民的公共性 と国家 的公共性 の関
係 を考察す る ことにす る。

0)市 民的公共性 と国家的公共性
国民 主権 の民主主 義国家 においては、市民的公共性 と国家的公共性 が
別次元 にあるわ けではない。民 主主義 国家 にお ける国家的公共性 は市民
的公共性 の延長 にあるか らである。市民 ,国 民 が国家的公共性 の決定者
だか らである。民 主主 義国家 における国家的公共性 と市民 的公共性 は程
度問題 であるとい うことになる。つ ま り、市民的公共性 は地域 の市民 (住
民 )の 共通 の利益 で あるのに対 し、国家的公共性 は国家 の国民 の共通 の
利益 を意味す るか らである。国家 レベ ルの国民 は地域 レベ ルでは住民 と
して名称 は異 なるが、同 じ人 が地域 レベルでは住民、国家 レベ ルでは国
民 となるになるにす ぎないか らである。特定地 に住 むAは 市民、 A県 民、

A国 民 とな り、 Aの 存在割合 が低 くな ってい くとい う違 いで ある。国家
的公共性 は国民 全体 で数的 に増 えるだ けで ある。 しか し、民 主主義 国家
は多数 が 権力 を握 ることに本質 がある。 したがって、 この多数 の意思 が

‑125(258)一

法政研究19巻 3・ 4号 (2015年 )
国家的公共性 の内容 となる。 しか し、永久 ではな く、任期 の範 囲 で選挙
によ り少数派 となると権力 を失 うこ とになる。少数派 にな らない ために

少数意見を反映させ ることが重要 となるのである。つ ま り、 プロセスで
みると市民的公共性 と国家的公共性 は質的 には同 じとい うことになる。
国民一人ひとりの意見を尊重 し政治に反映させるべ きだとい うことであ
る。つ ま り、米軍基地の建設する地域住民の市民的公共性 は、その基地
の建設を認 めるかの決定権 をもってお り、それは国家的公共性 レベルで
の主権者としての意思表明を意味することになる。民主主義国家におけ
る国家的公共性 は本質的 には市民的公共性に規定されるのである。言い
換 えると、米軍基地 の建設 とい う国家的公共性 も、その建設地 の地域住
民の多数決によって決定されるとい うことであり、軍地基地の建設は地
域住民 (市 民)の 同意 と協力が必要 となるのである。1996年 9月 8日 の
米軍基地整理縮小の沖縄県民投票は、民主主義国家では、そのような意
味をもっていたのである。言い換 えると、県民投票前の8月 28日 の沖縄
県知 の代理署名拒否訴訟の最高裁大法廷判決は、県民投票 の後では、あ
のような判決 は出せなかったであろう。民主主義 は権利 の意味を認識で
きなければ猫に小判であり、 または権利を行使 しなければ、現状維持を
自ら選択 したことを意味するのである。
この論理 はまた、国家的公共性の中核である国家 の安全保障のシビリ
アンコン トロール39を 根拠づ けるのである。
141「 負担」 と「被害」 の意義

「当該土地等を駐留軍 の用 に供すること」 これが「基地の島」
「基地の
、
なかの沖縄」の景観 であるが、それは国家的公共性 の現れであり、米軍
田 シピ リアンコン トロール

(「 文民統制」
)と は 「選挙 によって選ばれた国民 の代表
が軍 の最高指揮権 を保持 し、軍 はその方針に従って行動 しな けれ ばならない」原理
である。 日本では文民統制は、 国会 の統制、内閣 の統制、防衛省内部上 における文
官統制か ら構成 をされて きた。防衛官僚 (文 官)が 自衛官 (制 服組)を 監視する文
官統制について廃止する防衛省設置法改正案を2015年 3月 6日 閣議決定 した。

-
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基地 のために強制使用される土地所有権 は、土地所有権者 と沖縄県民の
二面性をもち、米軍基地の 「負担の程度」 と「被害の程度」の論点には
沖縄県民の側面 (市 民的公共性)力 S問 題 とな り、強制使用認定 の土地所
有権者以外の沖縄県民 も県民 の立場 から、負担 と被害の当事者 となる。
なぜなら、米軍基地 (国 家的公共性)の 負担 と被害の問題 だからである。
(51米 軍基地 の国民 の負担義務

国民 は米軍基地 の負担義務を負っているのであろうか。沖縄 における
米軍基地の存在は、 日米安全保障条約 6条 の基づ く日米地位協定の基地
提供 を根拠 とするものである。 したがって、米軍基地は日本 の安全保障
の一環 としてあ り、国民の米軍基地の負担の根拠 は日本 の安全保障にあ
るので、国民 は自国の安全保障の負担義務を負 っているかとい う問題 と
なる。 自国の安全保障の負担義務 を負わなければ、米軍基地 の負担義務
を負 う必要がないからである。国民の自由安全保障の負担義務 の根拠 は、
国民 が国に対 して国民自身 の生命、自由及 び財産 の安全保障を求める権
利 があるかとい う問題である。国民 が国 に対 して、国民 の生命、自由及
び財産 の安全保障を求める権利があるから、国民 は国の安全保障を負担
する義務 を負 うのである。権利 と義務 は表 と裏の関係 である。主権者 の
国民 の生命、自由及び財産の安全保障を求 める権利 に対 して、日本国は、
その国民の安全保障義務を負 うことにな り、その国民 に対す る安全保障
義務 は、国際関係の場面では自衛権 となる。 したがって、その 自衛権 の
行使 は、専守防衛 とい う日本特有の安全保障政策 となるのである。権利
は義務 を伴 うことによって権利性 は強 くなるのである。国民 の国 に対す
る国民 の生命、自由及 び財産の安全保障を求める権利 の憲法上の根拠は、
「恐怖 と欠乏 から免れ平和のうちに生存する権利40」 でぁる。
「恐怖 と欠
40高

良鉄美 『沖縄から見 た平和憲法一万人 (う まんちゅ)力 =主 役刊 (未 来社、 1997
年 )123頁 は、平和的生存権 を「人間 としての生存 と尊厳 を維持 し戦争行為によって
生命の危険に脅かされることな く、平穏 な社会生活 を営 むことを阻害 されない権利」
とし、沖縄県民 は 「平和的生存権が具体的に侵害されている」 とする。
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乏」そのものが軍事占領下の国民 の生命、自由及び財産の安全保障が破
壊された状態であ り、その軍事占領状態を免れるために「平和 の うちに」
「生存す る権利」であるからである。
言い換 えると「安全を保障されて」
、
「国際紛争を解決する手段 としての戦争」つ ま り国家の「戦争す
日本 は、
る権利」即ち「国家が交戦渚 として有す る権利」を放棄 (憲 法 9条 1項 )
「戦争す る権利」の行使 のための「軍事力」の保持は禁止
しているので、
(憲 法 9条

「戦争する権利」をもつていた国家即
2項 )さ れる。 しかし、

ち「国際社会 に対 して具体的な権利 と特権、義務を保持す る4」 「近代主
権国家」 は、国際連合の下では、その 「戦争す る権利」 は制限され、武
力行使 が認められるのは、自衛権 の行使 と国連安全保障理事会の援権に
「国家固有の
基づ くものに限定される°。 日本国の 「自衛権」 の根拠 は、
「恐怖 と欠乏から免れ平和のうちに生存する権利」に
権利」にではな く、
「戦争する権利」であ り、それ
求められるのである。国家固有の権利 は、
「国際紛争を解決す る手段 としての戦争」 して表現 され、 その放棄が
は、
明示されてい るからである。か くして、 日本国は、その 「自衛権」を行
使 しうるに必要最小限の 「防衛力」を装備する義務を負 うのである。そ
の自衛力の装備 の法整備 が 「自衛隊法」 とな り、本法 に基づいて自衛隊
が存在す ることになる。国民の負担の観点から言えば、 この 自衛隊の経
費 に年間、国民総生産 1%の 枠 があ り、年間 の予算 が、2015年 度 は、

4ジ

ョセフ・ ナイ r国 際紛争」 100頁 。

2松 山健二「憲法 9条 の交戦権容認規定 と国際法上の交戦権」(国 立国会図書館調査
「戦争する権利」 が限定 された
及び立法考査局 ンファンンス 2012 11)29頁 以下。
なかヽ 正当化 される「戦争」 として 「先制戦争 (攻 撃)」 貝口ち 「国家 は、戦争の脅
威 に直面 して軍事力を使わない ことがみずか らの領土保全や政治的独立を危 うくす
るときは、いつでも、軍事力を使 ってよい」 と主張するものとして、ウォルツァー・
マイケル「正 しい戦争 と不正な戦争J萩原能久監訳 (風 行社、20 年 )90頁 。なお、
クネス・ ウォルツ「人間・ 国家・ 戦争J渡邊昭夫・ 岡垣知子 〔
訳〕働 草書房 2013
「国家 は、平和のままでいることを望んでいて も、予防戦争を起 こ
年 5月 )18頁 は、
す ことを考えなければならないかもしれない。良 いタイ ミングで攻撃 しなければ、
のちに敵の側が有利 になったときに攻撃 されるかもしれないか らである。
」 として、
「予防戦制 を挙 げる。ジ ョセフ・ ナイ「国際紛争 』254頁 以下参照。
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4兆 9千 億 円 として国民 の負担 となってい るので ある。
つ ま り、 日本国 の安全保障 は、基本的 には、 自衛権 に基づ く自衛隊 が
担 ってい る とい う ことに なる。 ところが、 国際安全保 障環境 のも とで、
自衛隊 による安全保障だけでは不十分 とい う認識 で、 日本国の 「戦争す
る権利」 を行使 した太平洋戦争 にお いて、 日本国 を敗戦 させ た米国 の軍
事力 を日本 の安全保 障を担 うために日米安全保 障条約 が締結 され、 旧安
保条約締結 は、 1952年 、現安保条約 は1960年 か ら現 在 まで続 いてい るこ
とになる。 日本国 の米軍基地が存続維持 されて い ることになる。
日本国民 が米軍基地の提供 に協力す る義務 を負 うのは、 日本国憲法前
文 の 「恐怖 と欠乏か ら免れ平和 の うちに生存す る権利 」 を根拠 とする も
のであ り、 その権利 の 内容 は、国民 が国 に対 して国民 の生命・ 自由及 び
財産 の安全 保障 を求める権利 で ある。
日本国民 は310万 人 (軍 人軍属230万人、一般人80万人 )力 S戦 没者 とい
「恐怖 と欠乏か ら免 れ平
う戦争 の敗戦 をnJlと して、 日本国家 に対 して、
和 の うちに生存 す る権利」 を二 重の意 味 を持 たせ て憲法前文のなかに組
み込んだ。 一つ は、二度 ともう戦争 をす るな、rLの 一つ は、負 ける戦争
はす るな とい う意味 で ある。 この二つの意味 を 「国際紛争 を解決す る手
段 としての戦争」 の放棄 とい う表現 で統 一 したのである。
(61判例 にみ る国民の負担義務
米軍基地の負担義務 を考 える前提 として、米軍 そのものの存在根拠で
ある自衛権・ 自衛 隊 の合憲性 の半J断 が論点 となる。
最高裁判所 は、砂川事件判決 (最 大判昭和34年 12月 16日 刑集 13巻 13号
3225頁 )に おいて、次 の よ うに 自衛権 を位置 づ けている。
「憲法 9条 によ り、わが国 が主権国 として持 つ 固有 の 自衛権 は何 ら否定
されたものではな く、わが憲法 の平和 主 義 は決 して無 防備、無抵抗 を定
めた ものではないので ある。憲法前文 で も明 らかなように、われ ら日本
国国民 は、平和 を維持 し、専制 と隷従、圧迫 と偏狭 を地上か ら永遠 に除
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去 しようとつ とめてい る国際社会 において、名誉ある地位を占めること
を願 い、全世界の国民 と共 にひとしく恐怖 と欠乏から免れ、平和 のうち
に生存する権利を有す ることを確認するのである。 しからば、わが国が、
自国の平和 と安全を維持 しその存立を全 うするために必要 な自衛 のため
の措置をとりうることは、国家固有 の権能の行使 として当然のこととい
わなければならない。
」
そして、 日米安保条約 の違憲性 に関 しては、
「本作安全保障条約 は・・ わが国の存立の基礎 に極めて重大な関係 をも
つ高度 の政治性 を有するものとい うべ きであって、・・一見極 めて明白
に違憲無効であると認められない限 りは、裁判所の司法審査権の範囲外
のものである」 と判示す る。
また、日米安全保障条約 は違憲でない とい うことを前提に国民の負担
義務 の判断 は、板付空港事件 (最 判昭和40年 3月 9日 民集19巻 2号 233
頁)に おいてみ られる。板付空港事件 は、国民の負担義務 の一環 として
土地所有権者 の負担義務を次のように判示 している。
「駐留軍 に対する土地の提供 は、日米安全保障条約 3条 に基づ く条約上
の提供義務の履行 としてなされているのであつて、右条約 の誠実 な履行
は、国の義務 であ り、関係土地所有者 らも、直接間接、 この国の義務履
行 に協力する立場 に置かれているものとい うべ き」である。
民主主義国家の主権者 としての国民一般 の義務でもあることを合意 し
てい る。 なぜなら、民主主義国家 は国民自らの主観者 としての国家であ
るからである。
また、 このことは、米軍基地を建設す る場合 には、地域住民 の同意、
協力が必要条件であることも合意する。軍事基地であるが故に、国民一
般 の支持ではなく、その地域住民 の支持が軍事基地の存在・ 維持に不可
欠なのである。地域住民の支持を得 られていない軍事基地 は、民主主義
国の軍事基地ではな く、植民地 における物理的 に強制的な軍事基地 とい
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うことになる。 したがって、米軍基地 の負担義務 と米軍基地 の維持、建
設 の地域住民 の同意 とは表 と裏 の関係 にあるのである。
⑦ 沖縄本島 の米軍基地 の過重負担の中身 と同意
日本の国土面積 は37万 7960千 dで 、本 上の米軍専用施設80ば、沖縄県
土 は2276ば 、沖縄本島の面積 1208ば に米軍専用施設 228dで ある。
「沖縄
1972年 )5月 の日本復帰に
県 における米軍基地については、昭和47年 〈

際 し、すみやかな整理縮小 の措置をとるべ きとする国会決議 がなされた
にもかかわ らず、基地の整理縮小 は遅々として進 まず、復帰仏 米軍基
地 (専 用施設)の 返還が本上で587パ ーセン ト進んだのに対 し、本県で
は182パ ーセン ト%の 返還にとどまり、戦後70年 近 くを経た今 日におい
ても、国土面積 の06パ ーセン トに過 ぎない狭陰な本県に、全国の米軍専
用施設面積の73̲6パ ーセン トが集中し、県土面積の102%、 沖縄本島に
おいては183パ ーセン トを米軍基地が占める状態 となっている̀。 」 これ
を、県土面積 の側面で、面積あたりの米軍基地負担度をみると46暗 であ
る。つ まり、沖縄県民139万 人 は、468倍 もの米軍基地 を過重負担 してい
るのである。 日本国憲法の平等原則においては決 して認められない こと
である。 したがって、ガバン・ マコーマ ック・ 乗松聡子が「想像を絶す
る不平等 とはいえないか 」 と怒るのである。
ところで、 この過重負担 は、 自衛隊基地、米軍基地を、 日本国家の主
権者 である国民 として負担す る義務 を認めた上での過重負担である。過
重な負担は、負担を認めた上で過重だからである。司法判断が対象 とす
るのは、 日本国憲法 に基づ く平等原則、公平原則の問題 である。 この過
重負担は、次の被害 の過重負担 とは別 の原理である。

40沖

電の米軍基地J7頁 。
縄県・ [沖 豫
ガバン・ マコーマ ック・乗松聡子 『沖縄 のく怒 >J(法 律文化社、2013年 4月 )7
頁 は「面積 あた りの米軍基地負担度でみれば、沖縄は本土の約500倍 にもなる。想像
を絶する不平等 とはい えないか。
」 と述 べ る。
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さらに、過重負担だと認めても、沖縄県民 が、 その過重負担 を認容す
ると、過重負担ではな くなる。 これは、軍事基地 の建設 に地域住民 の同
意を必要 とするのと同 じ原理である。
米軍基地 の過重負担 を沖縄県民 は同意 してい るか。 この論点に関 して
は、2014年 11月 16日 の沖縄県知事選挙 で選挙争点 とな り、現時点では、
決着 がついた。 この選挙 では、普天間基地辺野古移設 に賛成 か反対か争
点 となり、沖縄県民 の民意が示 されたからである。結果 は、普天間基地
辺野古移設反対の翁長候補 力86万 820票 (51.8%)、 普天間基地辺野古移
設賛成 の現職・ 仲井間候補26万 1076票 、県民投票で決めるとする下地候
補 が 6万 9447票 、埋立て承認取消 。撤回の喜納候補7821票 の結果 となっ
た。 この結果 が、次の選挙 までは、米軍基地 に関す る沖縄県民 の民意 と
なる。 したがって、米軍基地 の摘重負担 についての違法性 は阻却されな
いことにな り、米軍基地の使用認定は裁曇権逸脱・濫用 となり違法性 と
なる。
18)沖縄県民 の米軍基地被害

「このように広大かつ
沖縄県 による米軍基地被害 の総括をみてみよう。
過密に存在する米軍基地 は、本県の振興開発を進める上で制約 となって
いるばか りでなく、航空機騒音 の住民生活への悪影響や演習 に伴 う事故
の発生、後 を絶たない米軍人・ 軍属 にいる刑事事件 の発生、 さらには、
汚染物質 の流決等による自然環境破壊の問題等、県民にとって過重な負
担 となっている 」
45。

米軍基地 が、沖縄県民 の92%の 128万 人がすむ沖縄本島の183%を 占め
ることによる、基地被害 の広域化を確認するために、つ まり、沖縄本島
に住む県民 の生命、財産等の人権侵害の危険性 の高 さを認識す るために、
米軍構成員 の犯罪 と、米軍航空機関連事故等 の作数を確認す るにとどめ
〔 沖縄県・『沖縄 の米軍基地』 7頁 。

‑132(251)一

公有水面埋立法と土地所有権
る。まず、米軍構成員等 による犯罪検挙件数について、復帰後、2013(平
成25)年 までをみると総件数 は5、 833件 である。交通事故の人身事故 は、
2012年 が236件 、2013年 が、245件 である。また、復帰後、2013(平 成25)

年 までの米軍航空機関連事故等 については、固定翼機が計488件 、ヘ リコ
プター等が計106作 である。2004年 8月

13日

の沖縄国際大学構内へのCH

‑53ヘ リコプターの墜落事故 が記憶に新 しい ところである。普天間飛行
場騒音訴訟、嘉手納基地爆音訴訟にも基地周辺の多数 の原告団を結成 し
て、損害賠償請求が認容されている。米軍基地 の被害 の特徴は、被害の
危険性 が広域 にわたるとい うことである。 したがって、米軍基地の訴訟
の関係者 は沖縄本島 に住む沖縄県民の問題 となる。 この認識 は、米軍基
地の供用認定の取消訴訟 において、当該基地区域の名宛人である土地所
有権者だけでな く周辺住民 として沖縄本島在住の住民が、原告適格 を認
められることを意味する。前述の最高裁判所 の 「沖縄県 に駐留軍の基地
が集中 していることによって生 じているとされる種 々の問題も、右の判
断過程 において考慮、検討されるべ き問題である。
」 とい う判示 も、この
ような観点 から評価すべ きであろう。つ ま り、 この次元での被害の問題
は、原告適格の問題 として機能することになる。米軍基地 の負担義務を
前提 にした過重負担 の問題 は、裁量権逸脱・濫用の本案審理の問題 であ
る。

7代 替土地の可能性
「代替すべ き土地等の提供 の可能性等諸般の事情を総合考慮 してなされ
るべ き政治的、外交的判断を要するだけでなく、④駐留軍基地にかかわ
る専門技術的 な判断」

この論点は、13)の 米軍基地の沖縄本島配備の必要性 に規定される。①
米軍基地が沖縄本島に集中配置されていることに価値 があるとすれば、
沖縄本島内での代替土地 とい うことになる。②米軍基地の沖縄本島への
集中が相対的であれば、沖縄県外への代替土地 とい うことになる。前述
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『ただ、2010年 のように、普天間問題 を日米の最優
のジ ョセ フ・ ナイの 「
先課題 にするべ きではあ りません。あれ は大 きな間違 いで した』」 とい う
発言 の 「あれ は大 きな間違 い」 とい うのは、① の見解 を採 った とい うこ
とであると考 え られ る。
したがって、 この代替 土地 の可能性判断 だけでは、米 軍基地 の使用認
定の裁量権逸脱・ 濫用 の判断 を規定せず、米軍基地 の沖縄本島集 中が相
対化 された判断の上での判断基準 とい うことになる。

8米 軍基地使用認定 の違法性
以上、米軍基地使 用 認 定の取消訴訟 において、認定 の裁量権逸脱・ 濫
用 であるかは、原告 である米 軍基地周辺 (米 軍基地全体 )の 地域住民 が、
米軍基地 の負担義務 を認 め、 その負担義務 が、米軍基地 が沖縄本島 に集
中す ることにより、沖縄本島住民 は468倍 の渦重負担 をす る とい う「想像
を絶する不平等Jを 意味 し、米軍基地 の使用認定 をする ことは裁量権 の
逸脱・ 濫用 にあた り違法 となるものである。

第 3款

沖縄県知事 の埋立て承認 の法的 問題

1問 題
それでは、最高裁大法廷判決 が判示 した米軍基地 の使用又 は収用 の認
定要件である 「駐留軍 の用 に供 するための土地 を必要 とす る場 合 におい
て、当該土地 等 を駐留軍の用 に供 す ることが適正かつ合 理的である」 こ
との前述 した判断基準 は、沖縄県知事 の辺野古埋立て承認 の判断基準 と
どう関連するであろ うか。 まず、知事 の埋立 て承認基 準 をみてみ よう。
知事 の理十 て承認 の基 準 は埋立法 4条 1項 に 1号 か ら 6号 まで規定 さ
れて い る (法 42条 3項 で準用)。 本 稿の地域形成計画 の要素 である土地利
用計画、公共施設 の整備 計画及 び環境 の保全計画 に関 わ る承認基準 は 1
号 の国土利用上 の適正且 つ合理的利用、 2号 の環境保全条項、 3号 の埋
立地 の用途 の土地利用計画等 との適合条項、 そして、 4号 の公共施設 の
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整備条項であるが、 ここでは、特 に、 1号基準 と、 3号 基準を中心に検
討する。まず、 1号 、 3号 、そして 2号 の各要件 の意義を検討 し、次 に、
知事 の判断を検討することにする。

2「 国土利用上適工且合理的ナル コ ト」(4条 1項 1号 要件)
まず、 1号 基準の「国土利用上適正且合理的ナルコ ト」から検討する。
この要件 は、埋立ての可否の判断の基本 となるものである。そこで、そ
「埋立ての必要性」
の判断要素 として、法 4条 1項 各号の要件 とは別 に、
の審査がなされるが、 この審査基準 は、1号 の審査基準 の本質的内容を
なす。なぜなら、国土を形成する公有水面 とい う公共性 の高い公共用物
を廃止するわけであるから、それを上回 る公共性が要求され、 それは、
「理十ての必要性」で概念化されるが、その本質 は、公有水面の公共性 よ
り埋立地の利用 目的の公共性が高い とい うことを意味するからである。
国土利用の公共性 であるから、埋立地を、地域開発の一環 として、農
耕地の造成か、工場敷地の造成等の産業用地の均衡ある合理的供給 にあ
「埋立地の用途」の公共性 が公有水面
る。つ まり、埋立ての必要性 とは、
「埋立地の用途」の
の公共性 よ り高いことを意味 し、埋立の必要性 とは、
公共性を意味するのである。土地の用途 とは、土地利用の目的が特定 (エ
業地、住居地、商業地等)さ れていることであ り、土地所有権の公共性
を示す都市計画の基軸 となる概念 である。輝サての承認基準 において「埋
立地の用途」は基本 の基準 となるものである。 したがって、
「国土利用上
「①埋立てそのもの②
適正且合理的利用ナル コ ト」の要作 は、実務 では、
埋立地の用途が国土利用上適正 かつ合理的であるかどうかの審査を求め
るもの」 となるのである (国 土交通省港湾局埋立研究会編 『公有水面埋
立実務便覧 (全 訂 2版 )J214頁 )。
「埋立ての必要性」の審査基準 として、①埋立ての動
また、実務では、
機 となった土地利用 が埋立てによらなければ充足 されないか、②埋立て
の動機 となった土地利用に当該公有水面を廃止するに足 る価値があると
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認 められるか、③埋立ての土地利用開始時期からみて、今埋立てを開始
する必要があるか、④埋立てをしようとす る場所 が、埋立地の用途 に照
らして適正な場所 といえるかなどの 7項 目を設定 してい る。 これらの審
「埋立地の用途」のために、今、埋立てることが適正且
査基準の項目は、
合理的かの審査基準を意味 しているのである。
「飛行
沖縄県知事の辺野古埋立て承認の 1号 要作 の審査基準 としては、
「米軍飛
場用地及び普天間飛行場代替施設建設のための造成用地」(以 下、
行場基地」とする。
)の ために辺野古を埋立てる必要性、適正及び合理性
とい うことになる。前述、最高裁判決の駐留軍用地の使用又は収用認定
の要件である「適正且つ合理的である」 ことの判断基準 として示された、
RЭ 我 が国の安全 と極東 における国際の平和 と安全の維持にかかわる国際

情勢、駐留軍による当該土地等の必要性 の有無、程度」 と同じ判断基準
とい うことになる。米軍基地の使用又 は収用の認定のための既存の土地
所有権 の制限の基準 は、未来 (将 来)の 埋立地の用途 〈
米軍基地)の 土
地所有権制限を予め計画 し、その現在での埋立て承認 とい うことで、土
地所有権 を特定地の上下の 「時空」の利用及び処分する権利 と定義する
と、同 じ基準 となるのである。

3「埋立地の用途の土地利用計画及び興覚保全計画との適合性」(3号 要件)
「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全二関スル
次 に、 3号 の要作 は、
国又ハ地方公共団体 (港湾局 ヲ含 ム)ノ 法律 二基ク計画二違背セザルコ
ト」 と規定されている。
「埋立地の用途 (使 用形態の区分)か ら翻 ってみ
この要作 は実務では、
た担十て 自体の存立について判断するものであり、埋立地周辺等におい
ての土地利用上の整合性 を求めたものであるJと 解 されてい る。

3号 要件 にい う「土地利用計画Jに は、国土総合開発法の全国総合開
発計画、都道府県総合開発計画、地方総合開発計画及 び特定地域総合開
発計画、首都圏整備法の都道府県整備計画、都市計画法 の都市計画、港
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湾法の港湾計画等 が挙 げられ即地性 のあるものは、 ここでい う土地利用
「環境保全計画」には、環境基本法 の
計画 に含 まれ る余地がある。 また、
公害 防止 計画、水質汚濁防止法 の排水基準、 自然環境保全法 の地 域地区
指定、 自然公園法 の地域地 区指定、廃棄物 の処理及 び清掃 に関す る法律
の都道府県産業処理計画等が挙 げられる

(『

公有水 面埋立実務 ハ ン ドプッ

ク』43頁 )。

3号 要件 は、埋立地 を前提 として、 その埋立地の用途 を地域の土 地利
用計画 と環境保全計画 との適 合性 をみ る地域 に即 した横 の関係 で あ り、
土地所 有権 の特定地上の時空の利用 の側面 が強 くなる。 これに対 し、 1
号要件 は、公有水面か ら埋立地 へ と縦 の関係 の埋立て と地域の横 の関係
である埋立 地 の用途 を対象 として国土利用の基本的理念である 「国土 の
均衡 ある発展 Jの 観点か ら、俯 欧的 に判断す る要件 である。 したがって
「埋立 ての必 要J、 「国土 利用上適正且合 理的ナル コ ト」 の規準 となるので
ある。 この よ うに、 1号 要件 と 3号 要件 は理論 的 に観点 が異 なるのであ
る。

1号 要件 は、沖縄本 島 の米軍基地 の問題 に即 して言 えば、米軍基地 の
集 中 してい る沖縄本 島 に新 たに米 軍基地 を建 設 す る必 要 が あ るか否 か
の本質 的問題 で、沖縄県 に米軍基地施 設 が73%集 中 して い るとい う沖縄
県民 の米 軍基地 の過重負担 の 問題 、沖縄本 島 の 18%を 米軍基地 が 占め
ているこ との、 国土 の均衡 ある発展 の観点 か らの問題、沖縄本島の 「基
「基地のなかにある沖縄 」の景観 の国上のあるべ き姿か らの問題、
地の島」
沖縄県民 の92%が 住 んでい る沖縄本 島 の 18%を 米 軍専用施設 が 占め て
ことの経済問題、 そ して、米軍基地 か らの人的、物的被害 の問題等 で あ
る。
この 1号 要件、 3号 要作 と前述 の最高裁 の駐 留軍用地 の使用又 は収用
認定 の要件 である 「適正 かつ合理的 か」 の判 断基準 を関連 させ ると次 の
ようになる。
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「①我 が国の安全 と極東 における国際の平和 と安全 の維持
1号 要件 は、
にかかわる国際情 勢、駐留軍 による当該土地等の必要性 の有無、程度」
と関連 し、同じ判断基準 とい うことになる。

3号 要件 は、
「②当該土地等を駐留軍の用 に供す ることによってその所
有者や周辺地域の住民などのもたらされる負担や被害 の程度」及 び「③
代替すべ き土地等の提供の可能性Jの 論点 と関連する。
なお、環境保 の問題 は、二面 に区別できる。一つは、埋立て自体、つ
まり、埋立事業過程からの環境汚染等の問題 は 2号 要件、埋立地の用途
にともなう環境保全 は 3号 要作 の問題 となる。

4沖 縄県知事 の理十て承認の法的瑕疵
1号 要作の該当性問題 が本質的な問題であるので、以下検討す ること
にする。 1号 要作 の 「国土利用上適正且合理的ナル コ ト」は、米軍飛行
場基地建設のために辺野古を埋立てることは「国土利用上適正且合理的
「①我 が国の安全 と極
ナルJか の判断 となる。そして、その判断基準 は、
東 における国際の平和 と安全 の維持 にかかわる国際情勢、駐留軍 による
当該土地等 の必要性 の有無、程度」 となる。
国側 の米軍飛行場基地建設のための埋立ての必要性の要点 は次 のとお
りである。
① 沖縄 は南西諸島のほぼ中央にあること、日本 のシーレーンに近 い こ
とから、安全保障上極 めて重要な位置 にある。
② 高い機動力 と即応性 を有し、様 々な緊急事態 への対処を相当する米
海兵隊を初めとする米軍が駐留することは、わが国の安全、アジア
太平洋地域の平和 と安定 に寄与 している。
③ 普天間飛行場 には第 3海 兵隊機動展開部隊隷下 の第36海 兵航空軍な
どの部隊が駐留 し、ヘ リなどによる海兵隊の航空輸送 の拠点 となっ
てお り、同飛行場 は米海兵隊の運用上、極 めて大 きな役割を果た し
て い る。
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④ 普天間飛行場の安全、騒音、交通などの問題から、同飛行場の危険
性 を除去す る必要がある。
⑤ 県外移設、国外移設 が以下の理由で望ましくない。
・ 在 日米軍全体のプレゼンスや抑止力を低下させ る。
・ 地理的優位性を有 している。
・ 海兵隊の組織的一体性を低下させる必要がある
。普天間飛行場の危険性除去の観点 から極力短期間0移 設で きる案
⑥

圏内移設では辺野古以外 に選択肢 がない。

以上の国側 の主張の本質は、①②⑤ である。 このことは、沖縄本島の
米軍基地の集中の必然性、言い換えると軍事戦略上の合理性を示 もので
ある。 この論点 に関 しては、軍事戦略的に次のような主張がある。
第 1は 、ジ ョセ フ・ ナイが主張する 「固定化された基地の脆弱性」理
論 である。沖縄本島の米軍基地 の固定化 (集 中)さ れた脆弱性 とは、
「中
国の弾道 ミサイル能力向上Jに より「卵を一つのかごにいれておけば (す
べてわれる)リ スクが増すJと い うものである。 これは、沖縄本島 に米
軍専用施設の73%を 集中させる根拠が全 くなく、逆 に米軍基地 が全部攻
撃 され、一挙 に安全保障力を失 うとい う意味である。①②⑤ の前提その
ものが失われるのである。 したがって、辺野古新基地建設 は「長期的解
決策 にな らない」 と積極的に反対することになるのである。辺野古の新
基地は200年 の耐用期間である。
第 2に 、米軍専用施設の73%が 沖縄県 に集中 している

(こ

れは国側 も

認 めている)こ との意味である。そして、この73%の 米軍基地の負担は、
沖縄本島の18%を 占める。 また、沖縄本島には沖縄県民 の92%が住 んで
いる。国民の安全保障負担義務を認め、米軍基地 の負担義務 を認めた上
で、 この73%の 意味を考え、土地所有権 が生活 と生産の法的基盤 である
ことを踏 まえ、米軍の安全保障 によ り国民一人は生命 と財産 の安全 の恵
沢を受けているとするなら、その負担 も平等に負担すべ きことになる。

‑139(244)―

法政研究19巻 3・ 4号 (2015年 )
この ような観点か ら、米軍専用施設 が73%集 中 して い ることを、県土面
積 で、面積 あた りの米軍基地負担度 をみ ると468倍 の負担度 となるの で あ
「想像 を絶す る不平等 とはい えな
る。国民 の権利義務 の観点 か らみ る と、
いか」(ガ バ ン・ マ コーコ ック、乗松聡子)と なる。
第 3に 、沖縄本島 の73%を 占有 して いることは、国土形成の基本理念
で ある 「国上 の均衡 ある発展 Jか らも問題 である。 しか も、戦後70年、
「安全保障を考 える上 にお い
本 土復帰 か ら43年 も継続 して い るのである。
ても、一地域だけにすべ ての機能 が集中す るとい うのも国上の安全 を考
えるとこれ は好 ましい ことではない とい う観点 か ら、国 上の均衡 ある発
展 を考 えるべ きじゃない か と私 は思 ってお ります」(小 泉純 一 郎首相・
2003年 6月 16日 参議院決算委員会答弁)。
第 4に 、沖縄本島 に米軍基地朝 施設 が73%が 集中 し、沖縄本 島の18%
を戦後 70年 にわって占有 して いる歴史的現実 は、沖縄 の景観 を 「基地 の
「地域 の 自
「基地 のなかの沖 縄」 として表現 されて きたo景 観 とは、
島」、
然・ 歴史・ 文化等 と生活 。経済活動等 が『地域 の姿』 として現れたもの
「美 しい国上 の創
で あ つて、 その地域の特性 を形 づ くるもの6」 である。
造」(1998年 21世 紀 グ ラ ン ドデザ イ ン)、 「美 しい風格 のある国土 の形成 」
2004年 〉
(景 観法 〈
)。 愛国心 は美 しい国土 に由来 し、美 しい国土 は愛国心

を徴表するものである。国上の景観 にその国家 の品格 がでるか らである。
米国 は、沖縄本島 を米 軍基地 で18%占 有す ることによ り、 日本国家 に対
す る戦勝 国 としての誇 りを示 して きた。逆 に、 日本国家 はその現実 に 自
らの敗戦 の意 味 を思 い知 らしめることになる。沖縄 の 「基地 の島」 の景
観 は、 日本 の国家 の姿 を象徴 的 に しめ して い るのである。 この ことが70
「県 内の基地機能 を集約 し、耐用年数 2百 年 と
年 も続 いてい るのである。
もい われ る新 たな施設 が造 られれば、沖縄 は永久的 に基地の島 とな って

46安
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しま う。沖縄 の基地 の問題 を沖縄 の人 々だ け に任 せ ず、 日本全体 の問題
としてい くべ きだ。」(「 中 日新聞」2015年 2月 12日 社説)。
以上か ら、最高裁 の米軍用地 の使用又 は収用 の認定 の取消 は、特定地
の使用設定 の取消 であるので、国の使用又 は収用 の認定 は裁量権逸脱 ・
濫用 の違法 性 の判断 で十分である。 しか しなが ら、米軍飛行場基地建設
のための辺野古埋立て承認 は、70年近 くも維持 されて きた米軍基地 を新
たに建設す ることであ り、 しか も、 その地域 の住民の生活 と福利 に責務
をもつ知事 の承認 である とい うことを考 える と、本件 の知事 の承認 は、
沖縄県の戦後70年 の歴史 と経験 を踏 まえる と、無効 の瑕疵 と言わ ざるを
得 ないので ある。
現行法 は、違法 の瑕疵 ある行政行為 の中 に、取 り消 しうべ き瑕疵 ある
行政行為 と無効 の瑕疵 ある行政行為 の 区別 を前提 にす る。取消訴訟 の排
他的管轄 に服 す るのは取 り消 し うべ き瑕疵 ある行政行為のみで、無効 の
瑕疵 ある行政行為 は取消訴訟 の排他 的管轄 に属 さない′。
無効 の瑕疵 の要件 につい ては重大明白説 が判例、有力説 である。重大
明白説 の、瑕疵 が明自であるか どうかは、処分 の外形上、客観的 に誤認
が一 見看取 しうるものであるか どうかによ り決す べ きである とす る外観
上一 見明 白説 をとって い る。 そ して、外観上一 見明白 とは、特 に権 限あ
る国家機関 の判断 をまつ まで もな く、何人 の判 断 によって も、 ほぼ同一
の結論 に到達 しうる程度 にあきらかで あることを指す とされてい る° (最
判昭和34年 9月 22日 民集 13巻 H号 1426頁 )。 沖縄県知事 の埋立 て承認 は、

1号 要作 の審査基準 の判断 にお いて、無効 な瑕疵 とみ るのが、合理 的な
判断 とい うことになる。
辺野古基地建設 を反対 を公約 として知事 に選 ばれた現知事 は、埋立承
認 の取消 し処分 をす べ きことになろ う。戦後70年 に少 な くとも米 軍基地
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建設 を新設す るか否 かの権限 をもつ のであるか ら、職 権取消 しをしない
な らば、前知事 よ りその責任 を問われる ことになる。

第 9節

Jヽ

括

知事 の理立て承認 は、 地域形成計画 の一 環 で ある埋立法 を根拠法規 と
して、事業計画者 の国 が、特定 の公有水面 を埋立てて、土地造 成 による
埋立工事竣功 によ り、国 に、制限 され土地所有権 を取得 させ る行為 で あ
る。知事 の承認 の 目的は制限 された土地所有権 の付与 にあ り、承認 の法
的性質 は特許 となる。
「埋立地 ノ用途 」 として土地の利用 目的が
制限され た土地所有権 とは、
特定 され土地利用 の 自由が制限 されて い るか らである。土地所有権 は特
定人 が特定地 の上下の時空 を法令 の制 限内 において 自由 に利用及 び処分
する権利 で ある (民 法 206条 ・ 207条 )。 土地所有権 の客体 で ある特定地 の

上下の時空は、①特定地面、②特定地面上の時空及び③特定地面下 の時
「埋立地
ヽ 特定地上の時空の利用の側面において、
空の 3側 面 に区別さオ
ノ用途」 として土地利用 の自由が制限 された土地所有権 となる。
土地所存権の制限原理 は公共の福祉 (公 共性)に ある (憲 法22条 1項・
29条 2項 )。 したがって、土地所有権の内容は、特定地の上下の時空の自

由な利用及び処分 とい う排他的支配性 と他者 との規定関係的 な公共的時
空の利用 とい う公共性を併有 したものとなる。土地所有権 は、 この排他
的支配性 と公共性の対抗関係・ 規定関係 において捉えられることになる。
この関係 は、次 の、第 1段 階の「公害」概念、第 2段 階の「用途地域制」
「景観」概念である。
概念、そして、第 3段 階 に、
まず、第 1段 階 は、公害対策基本法 (1967年 )の 「公害」概念である。
居住地 と事業地 の土地所有権間の関係 である。事業地の土地所有権 によ
る自由な事業活動 に伴 う排出物 が他者 の居住地 の土地所有権 の生活環境
権 (良 好 な生活環境 を享受する利益)侵 害及 び健康侵害 に至る場合 には、
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自由な事業活動 に伴 う排 出物 は 「公害Jと して抑制 され るべ きで、 自由
な事業活動 の制 限 であ り、事業地 の土地所有権 の制 限 となる。資本 主義
社会 の営業 の 自由 (憲 法22条 1項 )の 法的基盤である土地 所有権 の一定
の制 限を意味す る。
次 に、第 2段 階 は、都市計画法 (1968年 )の 「土地 の用途J概 念 を単
「土地 の用途」
位 とする都 市計画 の基本 である「用途地域制J概 念 で ある。
概念 は土 地利用 目的が特定 されたもので、土地利用の 自由を内容 とす る
土地 所有権 を制限す るものである。 その 「土地 の用途」 を地域及 び地 区

に区分 して土地利用規制するのが「用途地域制」〈
地域地区制)で あるが、
「土地の用途」によ
その用途地域制は都市計画の基本 となるものである。
り区域化された用途地域 は、その 「用途」 に即 した 「特定地面上の時空
のオリ
用」規制 は建築物の形態規制

(建 築基準法)に

よ り具体化されるが、

それは特定地面 の時空の 自由な利用の制限 となるので、土地所有権 の制
限 となるのである。 さらに、街区単位による建築物等 の形態・ 意匠規制
による地域の特性 に応 じた地区計画制 (1980年 )力 S導 入される。都市地
「適正な制限のもとに土地の合理的利用」(用
域 の土地所有権 の公共性 は、
途地域制等)に より、都市地域 レベルで 「健康で文化的な都市生活J及
び「機能的な都市活動の確保」力S図 られ、国土 レベルの「国土の均衡あ
る発展」
、国民 レベルの「公共の福祉の増進に寄与」することである (都
市計画法 1条 )。 このような都市計画の土地所有権 の公共性は、13種 の用
途地域の建築物形態規制の具体化 を通 じて機能的、形態的、価値中立的
に建築物、都市景観 を形成 してい く、都市 の在 るべ き姿 の公共性に依 る
将来 に向けての土地所有権制限である ことに特徴 がある。
第 3段 階 は、景観法 (2004年 )に おける「景観」概念 である。景観計
画 は都市地域、農漁村地域にも適用 される概念であるが、都市地域にお
いては、第 2段 階の 「土地の用途J概 念を単位 とする用途地域制の建築
物形態・ 意匠規制 によ り造形化された都市の景観 を過去・現在・ 未来 の
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過程 で景色化、風景化する。景観一般 は、歴史過程 における文化的伝統
的な価値的要素を内包 した建築物等の景観を意味 し、 この景観 が、現在
の段階で 「良好 な景観」 と判断 される場合 には、その 「良好な景観」 は
「良好な景観」の公共性
土地所有権 の公共性を有す るとするものとして、
により地域の他者の土地所有権が制限される。土地所有権の特定地面上
の時空の利用 は国民 の生活及 び生産の場 である建造物等 によ り造形化さ
れた建造物等の景観は、国民の伝統・文化・ 思想 が造形化 された建造物
等を媒介 に、土地所有権 の内容 に組み込 まれることになる。 したがって、
「良好な景観」の形成 は、国土計画の基本理念である「国上の均衡ある発
展」を、国土 レベルで 「美 しく風格ある国土の形成 」
、国民生活 レベル
「潤 いのある豊かな生活環境 の創造」そして、地域 レベルで「個性的
で、
で活力ある地域社会 の実現」を図ることとなるのである (景 観法 1条 )。
「景観」概念 は、
「国土の均衡ある発展」に歴史的価値的視点を浸透させ、
その理念の景観法への表れ として 「美 しく風格のある国土の形成」 と概
「良好な景観」 は土地所有権の公共性の内容 となるのである。
念化され、
「地域の自
その 「良好 な景観」 の評価の対象 となる 「景観」概念 は、
然・歴史・ 文化等 と生活・ 経済活動等が『地域 の姿」 として現れたもの
であつて、その地域の特性を形づ くるもの」(安 本 。
「 都市法概説』148頁 )
と定義される

(景 観法 2条

2号 )。 また、 この「景観 は、街路景観 などの

小規模、その背景 としての中景観、そして大景観

(た

とえば盆地形の京

都であればまちを取 り巻 く山並み)の 重層的なものである。そして、中
景観・大景観において、各種 のモニュメン ト的な建造物や自然 は、その
都市全体 の景観 におけるアイデンティティを形成する」(安 本・「都市法
概説』170頁 )。
さらに、土地所有権 の公共性 を帯びる「良好 な景観」 は、過去から現
在 の「良好 な景観」の保全 だけでなく、将来 にむけてもその 「良好な景
観」を創出すべ きとする (景 観法 2条 5号 )。 「良好な景観」 の保全だけ
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でな く創 出も含 む ことは、 この土地所有権 の公 共性 は、内在的 に 「良好
でない景観」 は縮減、縮小及 び消滅 させて い くべ き方 向性 も包含 す るこ
とになる。
つ ま り、都市計画 は、都市地域 における現在 か ら未来 (将 来 )に 向け
ての地 域形成計画 で あるが、景観計画 は、都市地域及 び農漁村地域 にお
ける、過去・ 現在・ 未来 の歴史過 程 にお ける地域形成計画 とい うことに
なる。 したがって、何 が 「良好 な景観」 か 「良好でない景観 Jか が肝要
となるのである。 この各段階 は、平面的対 立 関係 でな く、重層関係 で あ
る。
「埋立地の用途」
土地所有権 の制 限 された 「土地の用途」は埋立法では、
として、 出願、免許・ 承認基準、免許・ 承認 の告示、埋立 て用途変更 の
承認、土地所有権取得後 の埋立地の用途変更の認可等 と「週十地の用途 」
「jE十 地の用途J
は埋立法の背骨 となっているので ある。埋立法の 目的は、
のための土地造成 によ り制限 された土地所有権 を取得 させ ることに目的
があるか らである。 したがって、 その 「埋立地 の用途」 は免許・ 承認基
準 (埋 立法 4条 1項 、42条 3項 )の 中心 となるのである。
「埋立地 ノ用途」 による土地所有権 の制限 は土地所有権 の客体 である特
定地面上 の時空 の 自由の制限 で ある。土地所有権 の主体、客体及 び内容
がセ ッ トで規定 されてて い る。 まず、免許・ 承認の出願 書 の 内容 (2条

2項 )・ 公衆 へ の告示等 (3条 )・ 告示

(11条 )、 埋立地の用途 の変更の告

示 (13条 の 2)、 埋立権 の譲渡 の認可 (16条 )、 土地所有権 の取得 (24条 )、
土地所有権取得後 の権利変動 の許可 (27条 )、 土地所有権取得後 の土地の
用途 の変更許可 (29条 )で ある。
「土地利用 に関
要す るに、埋立法 は制限 された土地 所有権 の法で あ り、
す る法律」 なのであ る。 したがって、埋立 て承認 の 目的は制限 された土
地所有権 の付与 にあ り、 その承認 の法的性質 は特許 となるのである。
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第 3章
第 1節

地 域形 成計 画法 と公 有水 面 埋 立法
総説

地域形成計画法は、国土利用計画法に基づ く土地利用基本計画 の都市
地域、農業地域、森林地域、自然公園地域及 び自然保全地域に関連する
法令の体系構成上の概念である。地域形成計画法の中核 である地域形成
計画 の要素 は、土地利用計画、公共施設 の整備計画及 び環境 の保全計画
である。土地所有権 は特定人が特定地上下の時空を法令 の制限内におい
て自由に利用及び処分する権利 である 地域形成計画に関連する法令は、
1。

土地所有権を制限す る法令 である。 したがって、地域形成計画法は土地
所有権を制限す る法令 の体系 とい うことになる。
「何人も、公共の福祉 に反 しない限 り、居住、移転及 び
土地所有権 は、
職業の 自由を有する」(憲 法22条 1項 )の 「自由」 と 「財産権 の内容は、
公共の福祉に適合す るように、法律でこれを定める。
」(同 29条 2項 )の
「財産権」を包含するもので、土地所有権 を制限することは「公共の福祉
に反せず」又 は 「公共の福祉に適合する」 ことが憲法上要請 されること
から、土地所有権制限の法的根拠 は 「公共の福祉」にあることになる。
地域形成計画法は土地所有権を制限す る法令 の体系であるので、地域形
成計画法を構成する諸法令は、その 「公共の福祉」の具体的内容を示 し
「公共の福祉」(以 下、公共性 とも
ていることになる。地域形成計画法 は、
い う。
)の 判断基準の体系でもある2。
「埋立法」 とい う。
公有水面埋立法 (以 下、
)力 S地 域形成計画法 の一環
1特 定人が私人 (個 人、法人)の 場合 は私有地 (民 有地)、 国の場合 は国有地、地方
公共団体の場合は公有地であるが、私有地、国有地及び公有地 も土地所有権の概念
は同 じである。建 部和仁編 「国有財産法精解 (平 成 6年 改訂)J(大 蔵財務局、 1994
年、以下、建部編・『国有財産法精解Jと 略記する。
)300頁 。
2「
公共の福祉」の優先は国ILfl用 計画法 の基本理念 (2条 )と 土地基本法 2条 に明
示 されている。

*
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としてあ り、 その埋立法 を根拠法 規 とす る知事の埋立て承認 は埋立 事業
計画者 に制 限 された土 地所 有権 を取得 させ る行為 であるか ら、埋立法 に
基 づ く知事 の埋立て承認 も公共の福祉 に基 づ く判断 とい うことにな る。
本章 は、 この よ うな意 味 をもつ地 域形成 計画法 を考察 し、 その上で、
埋立法 との関連性 を考 察 しよ うとす るものである。
まず、第 2節 で地域形成計画法 の概念 を考察す る。地 域形成計画法の
考察 によ り、地域形成計画法 の一環 としての埋立法 を根拠法規 とす る知
事 の埋立て承認 に埋 め込 まれた合意 を表象するのである。知事 の埋立 て
承認 の判断基準 に地 域形成計画 の要素 が浸透 して い くことになる。
次 に、第 3節 にお いて、地域形成 計画 の基 点 となる土地利用基 本計画
の 5地 域 区分 を考察す る。 その 5地 域 区分 の都市地域 を第 4節 で、農業
地域 を第 5節 で考察 す る。 そして森 林地域、 自然公園地域、 自然保全地
域 をまとめて第 6節 で 自然環境保全地域 として考 察す る。
また、第 7節 にお いて、地域形成計画法 における知事 の決定権限、規制
権限を確認することにする。 この論点 は、埋立法における知事の理十て承認
事務 は法定受託事務 か 自治事務的 に解釈すべ きかの問題 となる。 なぜ なら、
埋立法 は免許・ 承認事務 を法定受託事務 としてい るからである (法 51条 )。
第 8節 にお いて、埋立法 と地域形成計画法 との関連性 に関 して、地域
形成計画の要素である土地利 用計画、公共施設 の整備計画及 び環境 の保
全計画 の観点 か ら埋立 法 を検証す ることにする。 ここに埋立 法が地域形
成計画法の一 環 であることが明確 になる。
最後 に第 9節 で小 括 として纏 める。

第 2節

地域形成計画法の概念

第 1款

地域形成計画法の意 義及 び地域形成計画の概念構成

1地 域形成計画法及 び地域形成計画 の意義
地域形成計画法 とは、国土 利用計画法 (1974年 )に 基 づ く土地 利用基
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本計画の都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域
における土地利用規制の根拠法規である個別規制法令等の体系構成上の
概念である。地域形成計画法 は、理念的に、その中核 である土地利用基
本計画 が国土形成計画法 (2005年 )、 環境基本法 (1993年 )及 び景観法
(2004年 )と 関連す るところ、その法体系を地方分権主義の観点から総合

的、体系的に概念構成 したものである。国土利用計画法及 び国土形成計
画法における国土の利用、整備及び保全に関する計画に環境基本法の理
念を浸透 。融合させ、 また国土利用 の造形化である景観 を組み込んだ国
上計画の法体系を地方分権主義の観点から概念構成 した法体系が地域形
成計画法 とい うことになる。
国土計画 に関す る法律 は国土形成計画法 と国土利用計画法 の系列があ
るので、 まず、 その内容 を確認す る。
国土形成計画法 は国土総合開発法 (1950年 )の 改正 (内 容 も名称 も)
によ り2005年 に成立 したものであるが、 この法律 に基づ き策定 される計
画 は「国土形成計画」である。この計画を全国 レベルの、(1)「 全国計画」
、
複数地域 の121「 広域地方計画」 があ り、(2)に は、首都圏、近畿圏及 び中
部圏があ り、次 に(3)「 地方開発 に関す る計画」 には、北海道及 び沖縄、
また、141「 特定地域 の振興 に関する計画」 には、半島・ 山村・ 離島・ 過
疎地域・ 豪雪地帯・ 特殊土壌地帯・ 低開発地域・ 奄美群島・ 小笠原諸島
等、そして、(5)「 その他の各種計画」 には、水資源開発基本計画・ 防災
基本計画・ 環境基本計画等がある。
他方 の、国土利用計画法に基 づ き策定 される国土利用計画 は、国 レベ
ルの全国計画、地方公共団体 レベルの都道府県計画及び市町村計画があ
り、都道府県計画かつ全国計画を基本に土地利用基本計画が策定される。
全国計画 は、内閣総理大臣が、国土の利用 に関す る国の諸計画を国土
利用計画審議会及び都道府県知事の意見 をきき、閣議決定を経て定める
もので (5条 2項・ 3項 )、 都道府県計画の基本 となるものである。(7
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都道府県計画 は、都道府県 が、当該区域 の国土利用 に関す る諸計画 を
国土利 用計画地方審議会及 び市町村長 の意見 をきき、議会 の議決 を経 て
定 めるものである。(7条 3項 )
市町村計画 は、市町村 が、当該区域 の国土利用 に関す る諸計画 を、議
会 の議決 を経て定 める (8条 2項 ・ 3項 )。

土地利用基本計画は、都道府県が、都道府県区域 に、全国計画及 び都
道府県計画を基本 として、個別規制法令 の諸計画 に基づいて、0鄭 市地
域、9濃 業地域、0)森 林地域、14)自 然公園地域及d51自 然保全地域 の地
域区分及 びこれ らの地域 についての土地利用の調整等に関す る事項を内
容 として定めるものである 〈9条 1項 )。 都遡府県 は、土地利用基本計画
を定める場合 には、市町村等の意向を十分に反映させ る 〈9条 11項 )。 個
別規制法に基づ く諸計画 として、(1都 市計画、(2濃 業振興地域整備計画、

(3赫 計画、141公 園計画、(51自 然環境保全計画等 に区別 される。本稿 は、
これらの各種計画 の包括概念 として 「地域形成計画」を概念構成 し、 こ
の地域形成計画の各種計画区域 として指定された 5地 域 に関連する個

=U

規制法令等 の体系を「地域形成計画法」 と概念構成 してい るのである。
なお、両法の 「全国計画」 は、日本列島改造論後 の土地対策以来、別
立てであったが、国土形成計画法 が国土利用計画法 の全国計画 と相 まっ
て一体のものとして定めるとしたことで (1条 )、 実質的に一本化 された
ことになる。土地利用基本計画は、都道府県計画及び全国計画を基本 と
して策定決定さオ
ヽ 地域形成計画の上位概念である。何故なら、土地利
用基本計画 は、地域形成計画の土地利用の調整等 に関する事項を内容 と
しているからである (9条 1項 )。

2地 域形成計画の概念構成の論拠
この ような体系的重層的多面的な国土計画を地方分権主義の観点から
構成すべ きと考 え、本稿 は、地域形成計画 として概念構成 し、 その要素
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を、土地利用計画、公共施設の整備計画及ι
曝 境 の保全計画 と概念構成
するものである。 これまでの、国土利用計画法及 び国土総合開発法 の発
展解消 としての国土形成計画法 における「国土計画」の袋 から「地域形
成計画」 とい う新 しい袋 にした根拠 は何 か、が肝要な論点 となる。
第 1は 、日本社会 の成熟化 である。戦後 の敗戦 による国外の約 4割 の
「国土」の喪失 に対する国内の産業復興を国家戦略とし、1950年 からの朝
鮮戦争特需 によ り経済的復興 を成 し遂 げる。1960年 の国民所得倍増政策
の実現のため全国総合開発計画を決定 し、太平洋 ベル ト地帯 に重化学工
「公害」の深刻化を内包 し
業を中心 とする4大 工業地帯を国土開発す る。
た1960年 代 の高度経済成長を実現す る。1970年 代 の低経済成長期 から、
1980年 代 の安定経済成長期 のバ ブル期 を経て、1990年 のバ ブル崩壊 に至

る。 日本 の経済 は停滞期 に入 り、日本社会 は 「開発志向」から少子超高
齢社会 の下で 「成熟社会」を迎える。そして、日本 の経済成長 の方向性
を決めていた国土総合開発法 を2005年 に改正 し「開発」 力ヽ
消 え 「整備」
とな り、名称 も 「国土形成計画法」 に変更する基本政策の転換がなされ
る。経済成長のための上からの 「国上開発」主義から、国土の均衡ある
発展の、地域 の個性豊かな自立的発展 の方向 とい う「地域形成」 に基本
が移 ることになる。
第 2は 、地域形成計画 における地方分権主義の浸透である。地域形成
計画の基軸である都市計画の事務が1999年 の地方分権一括法により機関
「明治憲法の下においては、行政
委任事務 から自治事務 に移 るのである。
全般 にわたり、中央集権主義を建前 とし、土地行政 についても、その多
3」
「日本国憲法 の下 に
くは、 これを国の行政 として行 うもの とし たが、

おいては、広 く地方分権主義的考え方をとり、地方自治を尊重 し、地方
「特 に土地
の行政 は、地方自治の本 旨に基 いて これを行 うものと4」 し、
3日 中二郎 『土llL法 (法 律学会集 15‐
地法Jと 略記する。
)16頁 。

II)』

(有 斐閣、 1960年 9月 、以下、日中・『土
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行政 は、その性質上、土地に密着 して行われる行政であるため、地方 自
治に委ねられるのがむしろ当然で 」あるのである。 この地方分権主義が
浸輝 し地方分権一括法で実現 したことになる。
第 3は 、国土利用計画、国土形成計画を基本 とする土地利用基本計画
の 「土地Jが 「国土」 から「地域」 に計画対象 と計画 目的を移転させて
い ることでなる。土地利用基本計画が、計画 の対象 と目的を、包括的、
抽象的概念ではあるが、都市 「地域」
、農業 「地域」
、森林 「地域」
、自然
公園「地域」、自然保全 「地域」を地域 レベルで即地的な土地利用計画 と
して設定 しているからである。
第 4は 、新 しい公共の担い手 の概念である。地域形成 の公共性の担い
「
『新たな公』を基軸 とす
手 が、 これまでの国、地方公共団体 に加えて、
る地域づ くり」 力S、 国土形成計画 (2008年 )の 基本戦略 とされているか
らである。超高齢社会、人口減少社会の日本 において、地方の過疎化等
の地方の危機 は深刻 であ り、地域 に即 した新 しい公共の担い手 が求 めら
れている。国土形成計画では、新 しい公共を 「多様 な主体 が協同 し、従
来の公の領域に加え、公共的価値を含む私の領域や、公 と私 との中間的
な領域 にその活動を拡げ、地域住民の生活を支 え、地域活力を維持する
機能を果たしてい くJも のと位置づ けているが、それはまさに地域 から
の地域形成計画でなければならない

8。

4田 中・ 同■16頁 。

5田 中・ 同上 17頁 。 このよ うに、19al年 に、日中二郎 は、土地行政

(現 在では国土
利用計画法 の下 の土地行政)は 地方分権主義に基づ くべ きだといっている力ヽ「ただ、
しか し、土地行政 に属するものであって も、全国的に統一 し、一定の方針に基 いて
一貫 して行 う必要がある分野にお いては、 これを国 の権能に留保 しているものも少
な くな く、 また、今 日なお、戦後の改革 の趣 旨の徹底 していない分野もないではな
い」(同 上 17頁 )と し、ほとん ど機関委任事務であることを認識 していた。
6奥 野信弘・ 栗日卓也『新 しい公共を担 う人 びとJ(岩 波書店、2010年 8月 )129頁
「人口減少・ 高齢化などわが国の成長力が懸念 される状況はこれからも続 き、地
は、
域拠点の産業集積 に大 きな期待 をかけることは困難 だろう。最 も大事なことは、各
地域が自ら持続可能 な取 り組みを進 め、圏内外 の人 的・ 物的資源 を活用 して、 より
良 く生 きることができるよう将来 の進むべ き方向を見出す ことである。
Jと する。
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第 5は 、国土 計画思想 を 「効率主義」 と「衡平 主 義」 の 2項 対立で捉
えた場合 「衡平主義」 を基本 とす る考 えであ る。
「効率主義 Jは 、
「経
7、

「衡平主
済発展優先、先進地域先行整備 の思考」 であ り、 これ に対 し、
義 Jは 「効率非優先、後進 地域重視 の考 えの総称 8」 で ぁる。敷行す る
「効率主義」 は、 まず 国土 (全 国)計 画 あ りきで 国土 (全 国 )計 画
と、
に重 点 がおかれ、全体主義的性格 (中 央集権主義的)を もち、上 か らの
統制主義 で ある。 これ に対 し「衡平主義」 は、地方 (地 域 )計 画 か ら国
土 (全 国 )計 画 へ と地方 (地 域 )計 画 に重 点 がおかれ、民主主義的性格
(地 方分 権主義)を もち、下 か らの調整主 義 である

9。

そ して、 この衡平

主 義 は 日本 の国土 計画 の基本理念 で ある 「国上 の均衡 ある発展 」 に表 れ

ている。つ まり「
『国土の均衡ある発展』 とは、わが国国民 が国上 のい
ずれの地域において も、その地域 の特性に応 じた暮 らしぶ りを営むこと
ができ、幸福 に生活す ることを追求できるための条件整備 を行 う旨の理
念 に他ならない と考 える。すなわち『個Jの 利益を守 りながら、F全 体』
の利益を安定的に向上させ るようなバ ランスを意味 していると考えるの
であるЮ」
。
第 5に 、国の地方公共団体への関与

(コ

ミット)の 希薄化である。国

7川 上征雄『国土計画の変遷―効率 と衡平の計画思想J(鹿
島出版、2008年 4月 、以
下、川上・『国土計画の変遷 』 と略記する。
)は 、 この「効率主義Jと 「衡平主義J
の二つ の計画思想 の観点 から日本 の国土計画の変遷 を描 き切 るものである。
8川 上・『国土計画の変遷』 11頁 。
9川 上 。F国 土計画の変遷』11頁 の表 ‑3「 効率主義
Jと 「衡平主義」の語群、14頁
の表 ‑4「 戦前の国土計画の二様 の議論」から叙述。
Ю川上・『国土計画 の変遷』127頁 この 「 上の均
。
国
衡ある発展 に関 して、次 のよ う
「国土は均衡ある発展 を遂 げるべ きだと思つて
なガヽ
泉純一郎首相の発言 が興味探 い。
い ます。都市 と農村 とい うのが対立する問題ではないと。都市 と農村 は、今、佐藤
議員 が言われているよ うな、共存共栄す るものだと思 つています。それから、安全
保障を考える上にお いて も、一地域だ けにすべ ての機能 が集中するとい うのも国土
の安全 を考えるとこれは好 ましいことではないとい う観点か ら、国土 の均衡 ある発
展 を考えるべ きじゃないか と私 は思ってお ります。
」(2003年 (平 成 15)年 6月 16日
参議院決算委員会 での答弁)。 川上・「国土計画 の変遷 J126頁 注 )参 照。
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土利用計画法 の国土利用計画全国部分 が国土形成計画法 の全 国計画 と実
質的 に一本化 され、 その全 国計画 が、国土の利用、整備及 び保全 に関す
る施策 つ ま り地域形成計画の 「指針」 に留 ま り、 また 「 これ まで多 くの
開発行政法 が法律事項 として きた、 国 の地方 に対す る財政的援助や国の
地方 へ の関与 とい った類 の法律事項 はな くな り、 む しろ国 の国民や地方
へ の説明責任 の義務化 とい うと ころに法律事 項 が多 い ものになってい
るn。 」 ので ある。
地域形成計画 の集積、集約 が 国 土 形成計画 で あ り、国 土形 成計画 の
下 での地 域形成計画 で はないので あ る。地域形成 (国 土形 成 )の 主導
「地域形成計画法」 とすべ きであると考
の交代 を象徴 的に示すためにも、
える。

第 2款

地域形成計画 (国 土計画)の 変遷

1変 遷 の判断枠組み
戦争 に敗れ、国上 の荒廃 と国民 の喪失感 は 日本 の歴 史上、国家 として、
国民 として、初 めて経験す ることであった。国土 の復興、再生 は重要課
「美 しい 国土 」 に 由来 し、 また愛 国心 は 「美 しい
題 となる。 愛国 心 は、
「国土形成 」 の理念 は、
「美 しい国土 の
国土 」 に徴表 され るか らで ある。
創造」(21世 紀国土 グ ラン ドデザイ ン・ 1998年 )、 「美 し く風格のある国土
の形成 J(景 観法・ 2004年 )に 表 れ る。美 しい風格 のある国土 は国民 の
思想、歴史の集積、堆積 で ある。 その国土 は地 域形成 の集約、集積 であ
る。地域形成計画 〈
国土計画 )の 思想、基本理念及 びその理 念 に基 づ く
地域形成 計画 (国 土計画 )並 びに関連法律 を、戦後 か ら現在 までを概観
す ることに しよう。戦 後 か ら、現在 までの、国土計画 、本 稿 では地 域形
成計画 に関連す る14件 の全 国計画及 び法令 を、以下 の五 時期 区分 に した

H川 上・『国土計画の変遷』134頁 。
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12、

がって

その展 開 を概観す ることにす る。 国土計画及 び関連法令 は時

代 の課題 に応 えるもの として、過去 。現在・ 未来 の過 程 で捉えるべ きも
のだか らである。
「戦後 占領・ 復興期 」(1945年 〜1955年 )で ある。
第 1時 期 は、

(0国 土総合開発法

(1950年 )

第 2時 期 は「高度経済成長期」(1955年 〜1972年 )で ある。
1962年 )、
(2)全 国総合開発計画・全総 〈

1967年 )、
13)公 害対策基本法 〈
141新全国総合開発計画・ 新全総 (1969年 )、

「安定成長・地価高騰期」(19744〜 1988年 )で ある。
第 3時期 は、

(D国 土利用計画法

(1974年 )、

1977年 )、
(0第 3次 全国総合開発計画・三全総 〈
(つ

第 4次 全国総合開発計画・ 四全総 (1987年 )、

「地価バブル崩壊期J(1989年 〜2004年 )で ある。
第 4時 期 は、
181土 地基本法 (1989年 )、

0)環 境基本法
COl第 5次

(1993年 )、

21世紀の国土グランドデザイン

ー地域の自立の促進 と美 しい国土の創造― (1998年 )、
1999年 )、
00地 方分権―括法の制定 〈

「成熟社会移行期」〈
2004〜 )で ある。
第 5時 期は、
⑫ 景観法 (2004年 )

0国 土形成計画法

(2005年 )、

2008年 )、
⑭ 国土形成全国計画 〈
2こ の時代区分 は、稲本洋之助・ イ潮 春一郎・周藤利 一『 日本 の土地法 (第 2版 )J
(成 分堂、2110943月 、以下、稲本他・『 日本の土地法Jと 略記する)に よる。但 し、
成熟社会移行期 は20115年 か らではな く2004Tの 景観法の制定か らとした。景観法 は
土地所有権 の制 限 に一定 の価値的色彩を根拠 とするもので、地域形成計画法 にお い
ては画期 となるものと考えるからである。

-
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では、以下、その展開を概観的 にみてい くことにしよう。

2「 戦後 占領・ 復興期」(1945年 〜1955年 )
日本は、 自 らの戦争に敗れ る。 この第二次世界大戦 の日本国民の戦没
者 は約310万 人、沖縄地上戦の民間人 9万 4千 人を巻 き込 んだ18万 人余の
戦没者、米軍の原子爆弾投下による広島14万 人、長崎 7万 3千 人の戦没
者 である。全国の530都 市へのB29の 空襲 によ り、都市 は壊滅 し、死者20
万 3千 人 となる。連合国 の占領軍 による日本統治の戦後改革が始 まる。
財閥解体、軍隊の解体、教育改革、農地改革等 である。1947年 5月 3日
に日本国憲法が公布さオ
、 連合国の占領下で 日本の民主主義国家がスター
トするのである。そして、1950年 、国土復興 の国家意思 は国土総合開発
法に表れることになる。

0)国 土総合開発法

(1950年 )

「国士の 自然的条件 を考慮 して、経済、
国土総合開発法 は、その目的を、
社会、文化等 に関す る施策の総合的見地 から、国土 を総合的 に利用 し、
開発 し、及 び保全 し、並びに産業立地の適正化 をはか り、あわせて社会
福祉 の向上に資す ることを目的とする」(1条 )と 定める。国土復興の静
かな宣言である。
「国土総合開発計画」を、
「国又 は地方公共団体の施策の総合的
そして、
且つ基本的な計画で、左に掲げる事項に関するものをい う」 と定義する

(2条 1項 )。

1
2
3
4
5

土地、その他 の天然資源の利用に関する事項
水害、風害その他の災害の防除に関する事項
都市及 び農村 の規模及 び配置の調整 に関す る事項
産業の適正な立地に関す る事項
電力、運輸、通信 その他の重要 な公共施設 の規模及 び配置並びに
文化、厚生及 び観光 に関する資源の保護、施 設の規模及 び配置に
関する事項
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また、国土 総合開発計画

(「

総合 開発計画」)の 種類 を レベ ル ごとに、

全国総合開発計画、都迦 府県総合開発計画、地方総合開発計画及 び特定
地域総合開発計画 に分類する (法 2条 2項 )。

「効率主義」を基本 とするものである。地域形
この国土総合開発法は、
成計画の要素 とする、① 「土地利用計画」 は同法 2条 1項 1号 にあ り、
「衡平主義」の観点は、
② 「公共施設の整備計画」は同項 5号 にみえる。
都市と農村の規模及 びllE置 の調整」 にかいまみることができる。③ 「環
境の保全計画」の視点はまだ見えない。
最初の全国総合開発計画は12年 後の1962(昭 和37)年 の高度経済成長
期 に策定される。

3「 高度経済成長期」(1955年 〜1972年 )
「経済自書』
1956年 に「戦後 は終わった」〈
)と 言われるように経済の復
興を成 し遂げ経済の高度成長に入る。人口の大都市集中が起 こり社会経
済の変化が著 しい。新日米安保条約締結 (1960年 5月 )の 政治問題から
「国民所得倍増計画 (1960年 12月 )の 経済問題への国民関心は移る。東京
オリンピック (1964年 )、 新幹線開通 (1964年 )等 の社会資本の整備、そ
して4大 工業地帯等での産業活動の飛躍 という「国民所得倍増計画」(1960
年)を 実現する産業政策を基本に展開する。他方、その事業活動 に伴 う
「公害」の概念が確立する。

0)全 国総合開発計画

1。

(全 総)(1962年 )

1960年 12月 に池田内閣は 「国民所得倍増計画」を閣議決定する。その

実現のための産業基盤強化の社会資本充実が重要施策 となる。 4大 工業
地帯 に産業を重点的に立地させるとともに中規模の工業地帯の造成整備
を必要 とした。太平洋ベル ト地帯の工業の発展 により地方と都市との所
「地域間の均
得格差が問題 となり始める。そこで、その基本目標 として、
B以 下の全国総合開発計画

(第 1次 〜第 5次 )は 、稲本他 『日本の土地法1149頁
の表 ‑7「 全国総合開発計画の比較 (参 照国土交通省HP)J を参照。
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衡ある発展」を掲げる。都市の過大化の防止 と地域格差の縮小に配慮 し
なが ら、資本・ 労働・ 技術等諸資源の適切な地域配分を通 じて、地域間
の均衡ある発展を図 ることを目的 とする。 この 「衡平主義」の手法 とし
て拠点開発方式が採用される。日標 の達成 のため工業の分散を図ること
が必要であ り、東京、大阪等の既成大工業の集積 と関連 させつつ開発拠
点を配置 し交通 。通信施設によりこれを有機的に連絡させ相互に影響 さ
せ ると同時 に周辺地域 の特性 を生かしなが ら連鎖反応的 に開発を進 め、
地域間の均衡ある発展を実現する。そして、新産業都市建設促進法 (1962
年)に 基づ く新産業都市が選定された。

0)公 害対策基本法

(1967年 )

産業の発展は、所得格差の問題 よ り、工業地帯 の住民 に深刻な健康被
害牛 の公害問題を広域化及 び深刻化させた。 4大 工業地帯等 の産業活動
により大気汚染、水質汚濁年の環境汚染 と周辺住民等への健康被害 が深
「
『公害』 と
刻 となり1967年 に「公害対策基本法」が制定された。そして、
は事業活動その他 の人の活動 に伴 つて生ずる相当範囲にわたる大気の汚
染、水質 の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下に係 る被害が生
ずることをい う」 と定義されたのである。
事業活動 の 自由に伴 う事業活動 の排出物 の自由が 「経済 との調和」 の
範囲内で 「公害」 として一定の制限がなされるのである。土地所有権 に
基づ く経済 の自由の一般的 な制限 とい うことになる。
141新 全国総合開発計画 (新 全総)(1969年 )

「新全総Jは 高度経済成長の絶頂期 に策定された。大型 プロジェク トの
集大成 であ り、国上 の均衡な開発 を戦略 とし、2005年 の国土形成計画法
による 「開発J力哨J除 されるまで35年 余 に渡 って、 日本 の全国総合開発
「豊 かな環境
計画を規定 してきた。その基本 目標 は、公害問題を背景 に、
の創造」 となる。基本的課題 を長期 にわたる人間 と自然の調和等 としつ
つ、高福祉社会 を目指 して人間 のための豊 かな環境 を創造する。 まだ、
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公害 と経済調和 の時代認識である。 したがって、その基本 をなす開発方
「大型 プロジェク ト構想」で、①全国規模での航空網、②新幹線鉄
式 は、
道網、③高速道路網、④大規模な工場地等の開発整備 を計画する。後続
の全国総合開発計画 は基本的に新全総の開発整備計画を承継 しながらも、
一方で環境に配慮する方向を示ものとなっている。
公害、環境の概念がみえるが、経済優先の下での環境概念である。

4「 安定成長・ 地価高騰期J(19744〜 1988年 )
1960年 代 の高度成長 に伴 う都市問題、公害問題、地価問題が注 目を集

める時代 で、低成長時代の到来である。米国の新経済政策のエクソン
ショック (1971年 )、「日本列島改造論』(1972)ブ ーム、第 1次 石油ショッ
ク (1973年 )年 により「狂乱物価」が起 こり「地価高騰」問題 が生 じる。
高度成長の歪が頭在化する時代 である。

(D国 土利用計画法

(1974年 )

この法律は、わが国で初 めて全国 を対象 として、第 1に 、土地利用 の
側面で、土地利用計画 と土地利用 に関す る調整措置を位置づ けたこと、
第 2に 、土地取引の側面で、土地取引の規制制度を創設 したこと、の二
つの特徴 をもっている。第 1の 土地利用計画 は、開発の乱発に対 し、国
土の秩序ある開発・ 利用計画を策定す ることを目的 とし、第 2の 土地取
引の規制 は、土地取引にあたって地価の高騰 を規制す ることを目的 とす
るものである。
まず第 1の 土地利用側面での知事 による規制 は、国土利用計画法 9条
「土地利用基本計画」を当道府県知事が定めることによ り制度化され
で、
る。 ここに、地域 の土地利用計画は知事が基本的には責任 をもつことに
なったのである。 この土地利用基本計画は、本稿 の地域形成計画の基点
としてい る、①都市地域、②農業地域、③森林地域、④ 自然公園地域、
⑤自然保全地域の 5区 分 とし、個別 の土地利用規制を、それぞれの個別
規制法である、①都市計画法、②農業振興地域整備法、③森林法、④ 自
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然公園法、⑤ 自然環境保全法 に委ねることにしたのである
・ 。
第 2の 土地取引の知事による規制は、一定規模以上の土地取引にあたっ
ては、 その利用 目的 とともに取引価格を事前に都道府県知事に届けなけ
なければならない とい うもので、その場合 に価格審査等があり、取引価
格 は地価公示価格 を規準にすべ きとされた (11条 )。
本稿の「地域形成計画法Jの 概念構成 は、国土利用計画法を原型 とす
るものであるが、その根拠の一つは、その国土利用計画法 2条 の基本理
念 にある。
「国土の利用 は、国土 が現在及び将来における国民のために限 られた資
源であるとともにご生活及び生産 を通ずる諸活動 の共通の基盤であるこ
とに鑑み、公共の福祉 を優先 させ、自然環境の保全を図 りつつ、地域の
自然的、社会的、経済的及 び文化的条件を配慮 して、健康 で文化的な生
活環境 の確保 と国土の均衡 ある発展 を図ることを基本理念 として行 う」
とその基本理念を明確 に概念化 したことである。
「環境 の保全計
「衡平主義」を漫透させた国土計画 とい うことになる。
「自然環境 の保全を図 りつつ」 と明確になり、また土地利
画」の視点が、
「地域の 自然的、社会的、経済的
用計画における地方分権主義の視点 は、
及 び文化的条件 を配慮 してJと 明確 である。さらに、土地所有権の本質
「国上が現
である「時空」の利用権 の視点 と土地の希少資源性 の視点が、
在及 び将来 にお ける国民のために限 られた資源 であるとともに」 と自覚
され、そして極 め付けは、土地所有権が社会の共通の基盤であることが、
「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鑑み」と本質的
「公共 の福祉を優先 させJる
に認識 されていることである。 したがって、
となる。土地所有権 が諸活動の共通の基盤であることを認識 したうえで、
14藤 田宙靖 『

「国ELfll用 計画法
行政法 の基礎理論 下巻J(有 斐閣、2005年 )330頁 は、
が 目的 とする「総合的かつ計画的な国土の利用Jと は、現実 には、 この五つの 目的
か らする土地利用間 の調整 で しかないのである。
」 と限定的である。

-
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その制限の根拠 は「公共の福祉を優先させ」 ることとなるのである。
⑥ 第 3次全国総合開発計画 (三 全総)(1977年 )
経済の高度成長がオイルシ ョック等で終焉 し、安定経済成長の下で策
定されたのが三全総 である。基本 目標を「人間居住の総合的環境の整備J
とする。限られた国土資源を前提 として、地域特性 を生かしつつ、歴史
的、伝統的文化に根 ざし、人間 と自然 との調和 のとれた安定感ある健康
で文化的な人間居住の総合的環境を計画的に整備す る。
「定住構想Jで ある。すなわち、大都市への人口と産業の
開発方式は、
集中を抑制する一方、地方を振興 し、過密過疎問題 に対処 しながら、全
国上の利用の均衡 を図 りつつ人間居住の総合的環境の形成を図 るもので
ある。
「衡平主義」を基本 とする計画である。総合計画の総合性 に自然的環境
に加えた歴史的、伝統的視点が特徴的である。
17)第

4次 全国総合開発計画

(四 全総)(1987年 )

人口、諸機能が東京に一極集中 し、本格的な国際化の進展で、東京の
「世界都市J観 がでて くる。また、プラザ合意 (1985年 )後 、産業構造の
急速な変化等により、地方圏での雇用問題が深刻化するとともに、バ ブ
ル経済 が始まる。
このような時代を背景に四全総 は基本 目標 として 「多極分散型国上の
構築」を策定する。すなわち、安全で うるおいのある国土の上 に、特色
ある機能を有す る多 くの極が成立 し、特定の地域への人 口や経済機能、
行政機能等諸機能の過度の集中がなく地域間、国際間で相互 に補完、触
発 しあいながら交流 している国土を形成するものである。
「交流ネ ットワーク方式Jで ある。多極分散型国
そして、開発方式 は、
上を構築す るために、第 1に 、地域の特性を生かしつつ、創意 と工夫 に
より地域整備を推進すること、第 2に 、基幹的交通、情報 。通信体制整
備を国自らあるいは国の先導的な指針に基づ き全国 にわたって推進す る
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こと、第 3に 、多様 な交流 の機会 を国、地方及 び民間諸団体 の連 携 によ
り形成 する ことで あ る。

この開発方式を施行す るために多極分散型国土形成促進法 〈
1988年 )
が制定されるE。 本法の目的は、第 1に 、地方の振興筈のための国の行
政機関等が東京都区部外への移転である。第 2は 、業務核都市の整備で
ある。そして、第 3に 、振興拠点地域 の開発整備 である。地域の特性に
応 じた産業・ 文化・ 学術等の機能集積 による振興拠点を開発整備するも
のである。 また、1997(平 成 9)年 12月 に沖縄県 について基本構想が承
認される。

5「 地価パ ブル崩壊期」(1989年 〜2004年 )
1985年 のプラザ合意から日本経済 は内需拡大政策に転換 し、経済成長

が世界的 になる。地価 、株 が暴騰 し、株バ ブル、地価 バ ブルが始 まる。
そして、1990年 、パ ブルが崩壊 し、金融機関の不良債権が大 きな問題 と
なる。国際政治でも、東西冷戦が終焉 し (1989年 )、 ソビエ ト連邦 が崩壊
(1991年 )す る。国内政治 でも、 自民党単独政権が崩壊する (1993年 )。

「失われた10年 」 といわれる時代である。しかし、そのような中で21世 紀
グラン ドデザイン 〈
1998年 )力

'最

後 の全国総合開発計画 として策定 され

るのである。
18)土 地基本法 (1989年 )
1980年 代、地価対策 が内政上の重要課題 であった。土地パ ブルの対策

「土地基本法 の理念は、土
として土地基本法が制定 (1989年 )さ れるが、
地に関す る法制度の基本 とい うにふさわしいものである 」とされる。本
稿 の問題関心で言 えば、土地所有権の公共性の本質を、土地の「公共の
利害 に関係 を有する特性 を有 してい ることJに 置 いていることである。
それをみてみよう。

b稲 本他・「 日本の土地法』150頁 。
綸稲本他・「 日本の土地法J178H。
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「土地は、現在及 0将来 における国民のための限られた貴重の資源であ
ること、国民 の諸活動 にとって不可欠の基盤であること、その利用力tfL
の土地の利用 と密接 な関係 を有するものであること、その価値が主とし
て人口及び産業の動向、土地利用の動向、社会資本 の整備状況その他の
社会的経済的条件により変動するものであること等公共の利害 に関係を
有する特性を有 してい ることにかんがみ、土地については、公共の福祉
を優先 させるものとす る。
」
土地神話 に対す る日本国家のメッセージ とい うことになる。
19)環 境基本法 (1993年 )

環境基本法 (1993年 )は 、公害対策基本法 (1967年 )の 「公害」を継
承 し拡大する。公害対策基本法は、土地所有権 の特定地上の時空の利用
の猥1面 において、事業地 の土地所有権 による事業活動 の排出物を「公害」
とする一方、居住地の土地所有権 に 「生活環境権」 の概念 を構成 した。
そして、環境基本法は、土地所有権 の内容である特定地の上下の 「時空」
「環境 の恵沢の
の利用の「時空」の概念 をより明確 に認識する。一つ は、
「人間の活動による環境への負荷 によって損 なわ
享受 と継承」の概念で、
れるおそれが生 じてきていることにかんがみ、現在及 び将来 の世代の人
間が健全で怠み豊かな環境 の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤
である環境 が将来 にわたって維持されるよう適切に行わなければならな
「健
い」(3条 )と する。もう一つは、
「持続的発展可能な社会」の概念で、
全で恵み豊かな環境を維持 しつつ、環境への負荷 の少ない健全な経済の
発展 を図 りながら、持続的 に発展することがで きる社会が構築されるこ
とを旨とし、及 び科学的予見の充実の下に環境の保全上の支障が未然 に
「時
防がれることを旨として行 われなければならない」(4条 )と する。
空」即ち「環境」 の問題が、拡大 し、深化 しているのである。 また、環
境基本法 は、環境基本計画 (16条 )、 環境影響評価の新たな制度を提示
(20条 )す る。地域形成計画において、環境の保全計画 は、必要不可欠な
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ものとなっているのである。そして、環境影響評価法 は1997年 に成立す
る。
101第 5次―以世紀の国土グラン ドデザインー地域の自立の促進 と美 し

い国土の創造‑1998(平 成10)年
「失われた10年 」の時代である。地球時代 (地 球環境問題・大競争・ ア
ジア諸国 との競争の時代)、 人口減少・ 高齢化社会及 び高度情報化時代で
ある。長期構想 として、 1極 1軸 型 から「21世 紀 のグラン ドデザイ ン」
の多軸型国土構造 へ、 が策定されたのである。
「多軸型国土構造形成 の基礎づ くりJで ある。すなわち、
基本 目標 は、
多軸型国土構造 の形成を目指す 「21世 紀 の国土のグランドデザイン」実
現の基礎を築 き、地域の選択 と責任 に基 づ く地域づ くりの重視である。
そして、開発方式 は「参加 と連携」である。多様 な主体の参加 と地域
連携による国土づ くりとして、次 の 4つ の戦略を挙げる。第 1は 、多自
小都市・ 農村漁村・ 中山間地域等)の 創造戦略である。第
然居住地域 〈

2は 、大都市 の リノベーション (大 都市空間の修復・更新・ 有効活用)
戦略である。第 3は 、地域連携軸 (軸 状 に連なる地域連携のまとまり)
の展開戦略である。第 4は 、広域国際交流圏 〈
世界的な交流機能を有す
る圏域)の 形成戦略である。
① 地方分権一括法の制定 (1999年 )
地方分権一括法 による地域形成計画における地方公共団体 の責務 と権
限の充実化である。 この地方分権一括法により、地域形成計画法上 〈
国
土利用計画法、都市計画法、建物基準法、農振法等)の 国の機関委任事
務が廃止され、ほとんどが地方公共団体 の 自治事務 となる。都市計画法
等の地域形成計画の地方分権主義が広 く浸透 したことを意味 し、地域形
成計画 における知事等の責任 が重 くなり、規制権限が内実化されたこと
になる。
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6「 成熟社会移行期」(211114〜 )
日本 にとって、21世 紀 に入 って も地価 バ ブル崩壊、株 バ ブル崩壊 か ら
の経済再生 は困難 な道 程で ある。 その過程 に高齢イヒが超高齢社会過 程 に
入 り、少子化 も進行 して い く。産業 の空洞化 に突入 す ることになる。 こ
れ まで経験 した ことのない社会 の課題 に対す る国家戦略 が求 め られる時
代 となる。
② 景観法 (20044法 )
景観法 は、2004(平 成 16)年 に制定 される。 1998(平 成 10)年 の 「21
世紀 の国土 グラ ン ドデザイ ンJの 「地域 の 自立の促進 と美 しい国土 の創
造 」 力ヽ
地域形 成計画法 の基本法の 1つ となる景観法 において具体化 され
ることになる。
「我が国における都市、農 山漁 村等 における良
景観法 は、その 目的 を、
好 な景観 の形成 を促進 するため、景 観計画 の策定 その他 の施策 を総 合的
に講ず ることによ り、美 しく風格 のある国土 の形成 、潤 いのある豊 かな
生活環境 の倉U造 及 び個性的 で活力あ る地 域社会 の実現 を図 り、 もって国
民生活の向上並 びに国民経済及 び地 域社会 の健 全 な発展 に寄与す ること
を目的 とす る。」(景 観法 1条 )。
そ して、景観法 は、 その基本理念 を次の ように 5点 にわたって定 めて
い る (2条 )。
良好 な景観 の形成 は、
「国民共通 の資産 として、現 在及 び将来 の国民 がその恵沢 を享
第 1に 、
受 で きるよう、 その整備及 び保全 が図 られJる べ きこと、
「地域 の 自然、歴史、文化等 と人 々の生活、経済活動等 と調和
第 2に 、
によ り形成 され るもので ある ことにかんがみ、適正 な制 限 の下 にこれ ら
が調和 した土地 利用がなされ ること等 を通 じて、 その整備及 び保全 が図
られJる べ きこと、
「地域 の固有の特性 と密接 に関連す るもので ある ことにかんが
第 3に 、
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み地 域住 民 の意向 を踏 まえ、 それぞれ地 域 の個性及 び特色 の伸長 に資す
るよう、 その多様 な形 成 が図 られ」 るべ きこ と、
「観光 その他 の地域間 の交流 の促進 に大 きな役割 を担 うこ とに
第 4に 、
かんがみ地域 の活性化 に資す るよう、地方公共団体、事業者及 び住民 に
よ りその形成 に向 けて一体的 な取 り組 みがなされ」 るべ き こと、
「現 にある良好 な景観 を保全 す ることなみな らず、新 たに良好
第 5に 、
な景観 を倉」
出す ることを含 むものであることを旨として、行 われ」 るべ
きとするのである。
「地域 の 自然・ 歴史 。文化等 と生
この基 本理念 の合意 か ら、景観 とは、
活・ 経済活動等 が「地域 の姿 Jと して現 れたものであって、 その地域 の
V」

特性 を形 づ くるもの

と定義 される。 そ して、「景観 は、街路景観 な ど

の小規模、 その背景 としての中景観、 そ して大景観 (た とえば盆地形 の
京都 であれ ばまちを取 り巻 く山並み)の 重層 的 なものである。 そ して、
中景観・ 大景観 にお いて、各 種のモニ ュメ ン ト的 な建造 物や 自然 は、 そ
の都市全体 の景観 におけるアイデンティティを形成 す る°。」 のである。
そ して、景観計画制度 (11条 )が 導入 され、景観計画 区域内 で建築物・
工作物 の新築、増改築、移転又 は外観 の変更、開発行為 を行お うとす る
者 は届 けなけれ ばな らず、景観計画 に定 め られた制限 に適合 しない とき
は、景観行政団体 の長 は、建築物 の形態又 は色彩 その他 の意匠 (形 態意
匠)に 関す る変更命令 をだす こ とがで きるのである (16条・ 17条 )。
この景観法 の第 1の 特徴 は、地域形成計画法 の一環 として、都市計画
としての景観地区及 び地 区計画 に限定 されず、都市計画区域 の内外 で横
断的 に景観計画 が景観法 の 目的に従 って策定決定 され景 観計画 区域 が定
め られる とい うことである。例 え は 景観計画区域 内 の農業振興地域 に

r安 本典夫「都市法概説

(第

2版 )』

(法 律文化社、2013年

法概説』 と略記する。
)149頁 。
B同 上・ 170頁 。
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景観農業振興 地域整備計画 を定 め、当該 区域 内の土地利用 についての勧
告、景観整備機構 による農地 の権利取得等 がで きるよう措置 したので あ
る (55条 〜59条 )。
景観法 の第 2の 特徴 は、地域形成計画 に 「良好 な景観」 とい う価値 的
な要素 も規制の対象 となるとい う ことで ある。土地所有権 の制 限 の内容
が、 これ まで、特定地上 の時空 の利用規制 として建 築物 の用途・ 形態 に
限定 されて いた ものが、建築物 の色 、 デザイ ン等 の形態意匠 の規制 とい
う美的価値的 な側面 にも土地所有権 の公 共性 の表 れ として及 ぶ こ とを意
味す る。土地所有権 の特定地 上 の時空 の利用 は、 土地所 有権者 の生 活、
生産 自体 であ り、生活、生産 は価値観 の表れ でもあるところ、 それが造
形化 されて景観 となってい るか らである。

0国 土形成計画法

(2005年 )

国土形成計画法 は全国総合開発計画法 (1950年 )の 名称 の改名 も含 む
質的 な転換 を含 む改正である。 その 目的 (1条 )、 国土形成計画 の意義

(2条 )及 び基 本理念 (3条 )を 確認 してお こ う。
「国土の 自然
まず、本法 の 目的 (1条 )に 関 して、国土形成計画法 は、
的条件 を考慮 して、経済、社会、文化等 に関す る施策 の総合的見地 か ら
国上 の利用、整備及 び保全 を推進す るため、国土形成計画 の策定 その他
の措置を講ずる ことによ り、国土利用計画法 (昭 和49年 法律第 92号 )に
よる措置 と相 まって、現在及 び将来 の国民 が安心 して豊 かな生活 を営 む
ことがで きる経済社会 の実現 に寄与す ることを 目的 とす る。」
国土利用計画法 「による措置 と相 まってJと 国土形成計画法 との一 体
化 が宣言 される。
「
『国土形成計画』 とは、
次 に、国土形成計画 の意義 (2条 )に 関 して、
国上 の利用 、 整備及 び保全 (以 下、F国 上 の形成 Jと い う。)を 推進す る
ための総合的 かつ基本的な計画 で、次 に掲 げる事項 に関す るものをい う。
」
全国総合開発計画法 の「国土 を総合的に利用 し、開発 し、及 び保全 しJ
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が「国上の利用、整備及 び保全」 となり、それを「国上の形成」 とい う
「開発」から「整備」
として、国土形成計画と名称を変えているのである。
に転換 し、法律の題名からも「開発」が外れたことは「開発主義からの
転換 として理解できる 。なお、本稿の地域 「形成」計画の概念は、国
土の「形成」の意義である「国上の利用、整備及 び保全」に示唆を受け、
19」

下記の計画事項

(1、

6、

8)も 考慮 して、国土の 「利用」を① 「土地

「保全Jを ③ 「環境の保
「整備」を② 「公共施設の整備計画」
利用計画」、
、
全計画」 として、地域形成計画の 3要 素 として、概念構成 したものであ
る。
国土 形成計画 に関す る事項 は次 の 8事 項 で ある。

「 1 土地、水 その他国土資源 の利用及 び保全 に関する事項

2

海域の利用及び保全 (排 他的経済水域及び大陸棚に関す る法律
(平 成 8年法律第74号 )第

1条 第 1項 の排他的経済水域又は同法

第 2条 の大陸棚 における同法第 3条 第 1項 第 1号 か ら第 3号 ま
でに規定する行為を含む。
)に 関する事項

3
4

震災、水害、風害その他の災害の防除及 び軽減 に関す る事項
都市及び農山漁村 の規模及 び配置の調整並びに整備 に関する事
項

5

産業の適正な立地 に関す る事項

6

交通施設、情報通信施設、科学技術 に係 る研究施設その他の重
要 な公共施設 の利用、整備及び保全 に関す る事項
文化、厚生及び観光に関する資源 の保護並びに施設 の利用及 び
整備に関す る事項
国土における良好 な環境 の創 出その他 の環境 の保全及 び良好 な
景観 の形成 に関す る事項」である。

19稲 本他・『 日 の土地法 256頁
本
』
。
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「2海 域の利用及び保全」
計画事項を国土総合開発計画 と比較すると、
が新たに追加 され、 7事 項力切」
事項 (前 法では 6事 項 として一つ)と な
り、 8事 項の 「国土における良好 な環境 の創出そのrlLの 環境 の保全及 び
良好 な景観 の形成 に関す る事項」が新たに加えられたことになる。環境
基本法 と景観法 が組み込 まれたことになる。
また、国土形成計画を、全国計画及び広域地方計画 に区分する。
そして、最後 に、国土形成計画の基本理念 (3条 )を みてみよう。
「国土形成計画 は、我が国及 υ
第 1項 の基本理念 は、
世 界 における人口、
産業その他の社会構造 の変化 に的確 に対応 し、その特性に応 じて主体的
に発展す る地域社会、国際競争力の強化及び科学技術の振興等による活
力ある経済社会、安全が確保 された国民生活並びに地球環境の保全に寄
与する豊かな環境 の基盤 となる国土を実現す るよう、我が国の自然的、
経済的、社会的及 び文化的諸条件 を向上させる国土の形成 に関す る施策
を、当該施策に係 る国内外の連携 の確保 に配意 しつつ、適切 に定めるも
のとする。
」
「国土形成計画 は、総合的な国土 の形成に関する
第 2項 の基本理念は、
施策 の実施に関 し、地方公共団体の主体的な取組を尊重 しつつ、全国的
な規模で又は全国的な視点 に立って行わなければならない施策の実施 そ
の他国が本来果 たすべ き役割を踏 まえ、国の責務が全 うされることとな
るよう定めるものとする。
」
「新 しい国土形成計画 は、量的拡大「開発』
第 2項 基本理念も踏まえて、
基調から「成熟社会型 の計画Jと した点及び国土形成計画 (全 国計画)
について国主導から分権型 とした点を特徴 とする20」 と捉 えられる。

⑭ 国土形成計画

(全 国計画)(2008年 )

国土形成計画法に基づ く2008(平 成20)年 7月 の閣議決定である。全
"稲 本他・『日本の土地法』257頁 。
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国計画 は、新 しい国土像 として、① 「多様 な広域プロ ックが自立的に発
展す る国土を構築」
、② 「美 しく暮 らしやすい国土」 とする。そして、そ
の戦略目標 として、第1に 、グローバル化や人口減少に対応する国土の形
成 とい う視点から①東アジアとの円滑な対応・ 連携、②持続可能な地域
の形成、第2に 、安全で美 しい国上 の再構築を継続 とい う視点から、③災
害 に強い しなやかな国上の形成、④美 しい国土の管理 と継承、そして第
3に 、 この4つ の戦略的目標を推進するための横断的視点 として、⑤ 「新

たな公Jを 基軸 とする地域づ くりをたてたのである。
そのうち都市政策の都市の整備 の一環 として景観形成、歴史風土の形
成 に関 して次のように提示 している。
地域固有の歴史や文化を再評価 し、地域への愛着 の醸成やそこに暮 ら
した くなるような魅力を創 出 してい くことが重要である。例えば、歴史
的 な建造物、伝統的な街並みや誇 りとなる自然景観 を有する地域におい
ては、地域の合意形成を図 りながらこれを一体 として保全・ 継承 し、 よ
り美 しく個性的 な町並みや自然環境 と一体 となった歴史的風土を形成 し
てい くことである21。

第 3款

地域形成計画の位置 と構造

1地 域形成計画の位置
地域形成計画法 は地域形成計画に関する法令の体系上の概念 である。
地域形成計画は、国土利用計画法に基づ く土地利用基本計画 に即 して 5
地域 に地域 区分す る個別規制法の諸計画の包括的、抽象的概念であ り、
その諸計画は地域形成計画の各種計画 となる。そこで、国土利用計画法
の 3層 構造 において、土地利用基本計画 の位置を確認する ことにする。
地域形成計画 のイメージがよ り明確 になると考 えるからである。

a蔵 敷明秀 『入門都市計画』(大 成出版、2012年 2月 、以下、蔵敷・ [入 門都市計画J
と略記する。
)181・ 182頁 。
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国土利用計画法は、国土利用計画を、国 レベルで「全国計画」
、都道府
県 レベルで「都道府県計画」
、市ヽヽ レベルで「市町村計画」の三層構造
としている。市町村計画 は都道府県計画を基本 とし、都道府県計画は全
国計画 を基本 とす る関係 である。国上の適正■つ合理的利用の判断基準
は全国計画を基本 とする。 この全国計画を基本 に都道府県計画 が存在す
る。都道府県計画が地域 レベルでのビジョンとい うことになる。 この都
道府県計画は、県知事 によって作成 されるが、その作成過程に置いて、
国土交通大臣の助言・ 勧告を受け、県知事は国土交通大臣に報告する。
逆に国土交通大臣は県知事の意見を聞 くことや、意向反映の措置をとる。
また、県知事は国土利用審議会 の意見を聴 く。そして県議会の議決をえ
て都道府県計画が完成することになる。 この都道府県計画 と全国計画を
「土地利用基本計画」力S作 成される。土地利用基本計画は、
基本 として、
都道府県が定める (9条 1項 )。
土地利用基本計画 は、(1)5万 分の 1の 計画図 と12)計 画書に区別され、
(1)計 画図は、①都市地域、②農業地域、③森林地域 、④ 自然公園地域、

⑤ 自然保全地域に区別 される。(2)計 画書は、土地利用 の調整等 に関す る
事項である。 この土地利用基本計画に適合す るように「土地取引規制」
の許可基準 と勧告基準が設定されることになる。
地域形成計画は、 この土地利用基本計画の 5地 域区分を規定する個別
規制法 の①都市計画、②農業振興地域整備計画、③森林計画、④公園計
画、⑤ 自然環境保全計画の諸計画の包括的な抽象的概念である。したがっ
て、 この諸計画 は、地域形成計画の各種計画 となる。そ して、各種計画
の調整を内容 とする土地利用基本計画は地域形成計画の上位概念となる。

2地 域形成計画の構造 と段階
地域形成計画は、第 1段 階の、土地利用基本計画上の個別規制法の土
地利用 目的に対応する地域区分の 「地域区分制」
、そして、各個別規制法
「線引き」の「区
の土地利用規制の方法にしたがって、第 2段 階として、
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「 ゾーニングJ第 3段 階 の 「地域地 区制」、第 4段 階
域区分制」、 さらに、
の 「地区計画制 」 とい うように基本的 に一応 、区別 で きる。以下、各地
域 区分 にお ける各段階 を、土地所 有権 の制限 との関連 で概観す ることに
す るが、土地所有権 の内容 は 自由 な 「特定地 の上下 の時空 の利用及 び処

分Jで あるが、その客体 である特定地 (地 籍・ 地積)は 、①特定地面、
②特定地面上の時空及びЭ特定地面下の時空の 3側 面 に区別 できる。土
地利用規制 とい う場合、 どの側面の利用規制 か、①特定地面 か、②特定
地面上の時空か、③特定地面下の時空か、の観点 から考察すると、 より
土地利用計画が的確 に理解 で き、 また、土地利用計画 が土地所有権の制
限 による計画であることが確認できる。 まず、地域形成計画の起点 とな
る土地利用計画の第 1段 階の地域区分制から見ることにしよう。
第 3節

地域形成計画 と地域区分制

地域区分制は、土地利用基本計画に即 して、 5地 域 ごとの個別規制法
の土地利用 目的が対応 して各地域 が規定され るものである。① 「都市地
域」
、② 「農業地域」
、③ 「森林地域」
、④ 「自然公園地域」⑥ 「自然保全
地域」である。 ここに、国上の利用計画 のビジョンから即地的な土地利
用計画 とな り対象 と目的が「国土Jか ら「地域」に移転 したことになる。
日本全体 の土地利用状況を『土地自書Jに より確認 してみよう2。
日本の国土面積 は37万 7960Jで ある。その内、森林力25万 600Ш G6 3%)
と最 も多 く、次 に農地が 4万 5500面

(120%)で 、 これで全国の国土面

積 に約 8割 を占めてい る。続 いて、道路 が 1万 3700ぽ (36%)、 水面・
河川・ 水路が 1万 3400M(35%)、 住宅地が 1万 1600ぽ (3.1%)、 その
他の宅地0.59万 d(1.6%)、 原野等が034万 ヨ (09%)、 工業用地が015

2平 成26年 度『土地自書』(国 土交通省、平成26年 8月 、以下、平成26年度版「土地
自書Jと 略記する。
)25頁 。なお、国土地理院は2015年 3月 7日 、2014年 10月 1日 付
の日本 の国土面積 を37万 ηη
と発表 した。約 10師 増加 したとの ことである。

"虚
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万贈

(04%)で ある。 なお、住 宅地及 び工 業用地等 の宅地 は1̲9万 朧

(51%)と

なる。次の 5地 域 の計画 区域決定 によ り、 その地域指定面積

が確定す ることになるが、各地域 が重複す るので、全国 の指定面積 は56
万6900離 になることに注意すべ きである。5地 域 区分 の 「地域 」概念 の
包括的抽象的 な目的概念 であるためである。

1都 市地域
「一体 の都市 として総合的 に開発 し、整備 し、及 び保全す
都市地域 は、
る必 要 があ る地 域 J(国 土 利用計画法 9条

3項 )で あ る。「都 市計画法」

(1968年 )に よ り「 都市計画 区域Jと して指定 され ることが 相当 な地域で

ある。国土利用計画都市 としての総 合的 な開発・ 整備・ 保 全 の土地利用
計画 として、 まず、市街化区域、市街化調整 区域 に区分 され、 開発許可
制度 で規制 され る。地域地区制 の基 本 として用途地域制 (現在12用 途地
域)は 敷地単位 の建 築基準法 による建 築物 の用途・ 形態規制 によ り具体
化 され る。 そ して、街区単位 の街 区内 の一体的規制 。緩和、建築物等 の
形態・ 意匠等の規制による地区計画制 となる。 この ような地域地 区制 (用
途地域制)、 地 区計画制 は、都市地域 における土地所 有権 の制 限 で ある
が、各段段階 に応 して、 その土地所有権制限 の内容・ 程度 が異 なる。
これ を全国の面積 でみ る と次 の ようになるa。 国土 面積 37万 7960dの
うち都市計画区域 は、区域数 1129で 、 その面積 は10万 1590ば 、区域 区分
決定済み の 区域数272で 、 その面積 5万 2190ば 、用途地域 の 区域数 力お89
で、 その面積 は 1万 8550離 である。 また、都市計画 区域 の全 国面積 での
割合 は、269%で 、 この区域 に全人 口の約 93%が住 んで い るのである。

2農 業地域
「農用地 として利用す べ き土地があ り、総合的 に農業 の振
農業地域 は、

「農業振興
興を図る必要がある地域」(国 土利用計画法 9条 5号 )で ある。
23平

成26年 度版 『土地自書』2M頁 。なお、森林地域 は25万3910回 (681%)、 自然
公園地域 574540喘 (146%)、 そして自然保全地域は1050喘 (03%)で ある。
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地域 の整備 に関す る法律 」(以 下、「農振法」 とい う。)に 基 づ く農業振興
地域 として指定 され ることが相 当な地域 である。農業 地域の 区域 区分 と
しての農用地 区域 では、原員Jと して開発行為 が規制 さオ
ヽ また農地転用
が制限 されるな ど、土地所有権 の特定地面 の 自由 な利用 が制限 されて い
る。農業地域 は17万 2390耐 で、全国割合 で462%で あ。ただ し、全国の
指定面積 は58万6900儲 で ある。実積 は37万 2920Jで あ り、1574%で 重複
指定 が多 い とい う ことで ある。 ちなみ に、都市地域 は10万 2470齢 で、全
国比 275%と なって い る。 つ ま り、農業地域 と都市地域 がかな り重 複 し
てい るのであるZ。

3森 林地域
「森林 の土 地 として利用す べ き土地があ り、林業の振興又
森林地域 は、
は森林 の有する諸機能 の維持増進 を図 る必 要 が ある地域」(国 土 利用計画
「森林法」 によ り、国有林、地域森 林計画対象民 有
法 9条 6号 )で ある。
林 が地域指定 され ることが 相当 な地域 で、 そこに保安林 区域が指定 され
る。森 体地域 の保安林 区域 では開発行為 が制限 され、民有林 の場合 には、
土地所有権 を制 限す ることで保安林 を維持 し、 自然災害 の防止、水源 の
涵養 を図 ることになる。

4自 然公園地域
「優 れた 自然 の風景地 で、その保護及 び利用 の増進 を
自然公園地域 は、
「自然 公 園法 」 に依 り(a)国
図 る必要があるもの」(同 法 9条 7号 )で ある。
立公 園、(bl国 定公園及 aC)都 道府 県立 自然 公 園区域 として指定 され るこ
とが相 当な地域 である。la)、

lblで

は、特別 地域 、海 中公園地 区が決定 さ

れ、 一定 の行為 が制 限 され るな どして土地 所有権 を制限 して、公園 の保
全 を図って い る。

)は 、都道府県 の条例 に よ り国立公園の規制 の範 囲内

での規制 とい う土地所有権 の制限 がなされてい る。
24な お、土地利用
研究会編 『早わか り国土利用計画法』(大 成出版、1999年 10月 )33
「図 ‑9 五地域区分の重複す る地域の土地利用 の調整指導方針」参照。
頁、

-
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5自 然保全地域
「良好な自然環境 を形成 している地域で、その 自然環
自然保全地域 は、
「自
境 の保全を図る必要があるものJ(国 ■fJ用 計画法 9条 8号 )で ある。
「自然環境保全地域」
然環境保全法」により「原生 自然環境保全地域」
、
、
及 び「都道府県自然環境保全地域」 として指定 されることが相当な地域
である。各地域 の保全 の内容、程度 に勘案 して、立入制限地区、特別地
区、普通地区などの地区を決定 し、立ち入 り制限、地区内の土地所有権
の制限を通 して自然環境 の保全がなされている。
これらの 5地 域土地利用規制は、土地利用基本計画 に即 して定められ
る。つ まり「土地利用基本計画 に即 して適正かつ合理的な土地利用が図
られるよう、関係行政機関の長及 び関係地方公共団体 は、 この法律 に定
めるものを除 く他、別 に法律 で定めるところによ り、公害の防止、自然
環境及 び農林地 の保全、歴史的風土の保存、治山、治水等に配慮 しつつ、
土地利用 の規制 に関する措置その他の措置を講ずるものとする」(国 土利
用計画法10条 )。
この 「土地利用の規制 に関す る措置」 は権利 の側面では、土地所有権
の制限である。土地所有権の内容は土地の利用権 と処分権と区別 した場
合、基本的 には土地利用権の側面の制限 となる。

6土 地の取引規制
さらに、国土利用計画法は、土地利用計画に基づ く適正かつ合理的な
土地利用が効果的に実施 できるように、知事に、土地取引の側面におい
ても規制措置を定める。 これは、 日本列島改造論の影響を受 けた地価高
騰 の対策であったが、地価 の高騰 が、土地の適正かつ合理的利用 に大 き
く影響することがみえてきたからである。特に都市地域に時価の高騰が
あ り、その都市地域 に土地利用の需要が高いからである。
この土地取引に関する知事の規制措置 に関 して、同法11条 は次のよう
に規定す る。
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「土地の投機的取引及 び地価の高騰が国民生活に及 ぼす弊害を除去し、
かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、全国にわた り土地
取引の規制に関する措置の強化が図られるべ きものとし、その緊急性 に
かんがみ、次章

(土 地に関する権利の移転等の許可)及 び第 5章 (土 地

に関する権利の移転等の届け出)で 定めるところにより、土地取引に関
する措置が講 じられるものとする。
」
次 に、土地利用基本計画に即 して、地域形成計画の始まりとなる第 1
段階の地域区分制による都市地域 における地域形成計画を考察する。
第 4節

都市地域の地域形成計画

第 1款

序

都市地域 は都市計画法による都市計画区域である。 この都市地域 の地
域形成計画を検討するが、地域形成計画の要素は、①土地利用計画、②
公共施設の整備計画、③環境 の保全計画である。都市計画の内容は、①
土Itb利 用計画、②都市施設の整備計画、③市街地開発事業計画 として現
れる (都 計法 4条 )。 地域形成計画の要素 と都市計画の内容は、① と② は
内容的に同じであるが、それぞれの③が違 うことになる。地域形成計画
の③環境の保全計画 は・
、●
I市 計画では、都市環境の保全計画 として、都
市計画の①土地利用計画 と②都市施設整備計画の中で配慮されている。
問題 は、都市計画の③市街地開発事業である。 この市街地開発事業は、
一定の地域を、面的、一体的に市街地を開発する事業であるが、二つの
場面で違いがでることになる。一つの場面 は、都市計画 として③市街地
開発事業を実施す る場合 には、その③市街地開発事業の中に、①土地利
用計画、②都市施設 の整備 が入 つているが、③市街地開発事業を都市計
画事業 として行 う場合 には、その事業の内容 として①土地利用計画 と②
都市施設の整備計画が行われることになり、③環境の保全 は、 このO②
の中で配慮 されることになる。以下、都市地域 に地域形成計画要素であ
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る①土地利用計画、②都市施設

(公 共施設)の 整備計画及び③環境の保

全計画 をみる こ とにす る。

第 2款

地域形成計画 としての都市計画 の土地利用計画

1旧 都市計画法 か ら新都市計画法 ヘ
都市地域形成 の基 本 となる都市計画法 は、 1919(大 正 8)年 に制定 さ
れ 都市地域の土地所有権の内容である特定地上の時空の自由な利用 (排
他的支配)を 建築物規制 で制限す る市街地建築物法 も同時に制定 される。
都市地域 の特定地 上の時空 の 自由 な利用 (排 他的支配)の 規制 は、特定
地上の時空 に存在す る建築物規制 で具体化 されることになる。他方、事
業地 の造 成 を目的 とす る公有水面埋立法 が1921(大 正 10)年 に制定され、
東京湾沿岸 を工業地 として土地造 成 (供 給 )す る地域形成 計画 の一翼 を
担 うことになる。
戦後 の1947年 の 日本国憲法 の公布、地方 自治法 の制定 によ り、地方 自
治の原理 の要請 によ り改正 され、 その抜本的改正 に伴 い、市街地建築物
法 は、建物基準法 (1950年 )と して制定 され る。 1919年 制定 の都市計画
法 は、戦後 の 日本国憲法、地方 自治法 の制定の下、 日本社会 の進展 に伴
い、 日本社会 の都市化 の弊害 の対応策 として、多 くの修 正 を受 け、 また
「都 市計画 は、元来、都市 その ものが中心 と
原理 的 に批判 されて い た。
なって行 うべ きものであ り、諸外国 では、通常、 いわゆ る 自治事務 の 中
心課題 ともなってい るのであるが、 わが国 で は、従来、中央集 権的 な考
え方 が強 く、地方 自治 の本 旨の実現 をめざす現行憲法 の下 にお い て も、
都市計画法制 は、古 い 中央集権 の体制 を堅持 し、都市計画 は、原則 とし
て、国 の事業 として、国 の決定 をまつべ きもの との思想 によって貫 かれ
て い るといって よい。都市計画区域 の決定 を主務大 臣 の権限 として い る
のも、 その一 つ の現れ に外 ならぬ句 。
各 田中・「■地法』117頁 注 (3)。

‑176 (207)一

公有水面埋立法と土地所有権
1968年 、全面改正され、新都市計画法 と衣替えし、1919年 都市計画法

は旧都市計画法 となった。
しかし、1968年 新都市計画法 においても、都市計画区域 の指定事務 は
機関委任事務であった。都道府県知事 は、市又 は町村の中心の市街地を
含み 「一体 の都市 として総合的 に整備 し、開発 し、及 び保全する必要 が
ある区域を都市計画区域 として指定す る」機関委任事務 であったのであ
る。それが 自治事務 となるのは、1999年 の地方分権一括法 までまたなけ
ればならなかった。

2区 域区分制

(線 引き)

地域 レベルおける知事により指定された都市計画区域 を、区域 レベル
で、市街化すべ き区域 (市 街化区域)と 当面市街化を抑制すべ き区域 (市
街化調整区域)に 区別する。 この市街化区域 と市街化調整区域の区域区
「線引き」 と言われ、開発行為にに知事の許可が必要か否かに大 き
分 は、
な意味をもつ ものである。区域区分による土地所有権 の制限である。 こ
の土地所有権を制限する区域区分 を、都市計画法 7条 は、次のように規
定する。
「都市計画には、無秩序 な市街化 を防止 し、計画的 な市街化 を図るた
め、都市計画区域を区分 して、市街化区域及 び市街化調整区域を定める
ものとする。

2

市街化区域 は、すでに市街地を形成 している区域及 びおおむね10年

以内に優先的かつ計画的に市街化を図 るべ き区域 とする。

3

市街化調整区域は、市街化を抑制すべ き区域 とする。
」
この区域区分の機能は、都市計画を、市街化区域 には効果的に機能さ

せ ることを意味す る。 このような意味をもつ都市計画 は市街化区域 の土
地所存権の価値が高 くなる。 その価値 を高める都市計画 とはどのような
ものであろうか。
新都市計画法 4条 は、都市計画 を「都市 の健全な発展 と秩序ある整備

-
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をはかるための①土地利用、②都市施設の整備及びЭ市街地開発事業に
関す る計画」(① ②③筆者挿入)と 定義する。
① 「土地利用」 に関す る計画 とは、市街化区域・市街化調整区域 の都市
計画、地域地区に関す る都市計画等

(用 途地域制度)を 指す。

② 「都市施設」 とは、都市計画 において道路、都市高速鉄道、公園、水
道、河川、学校年を指す。 これらの施設の事業認可権 を知事がもつ とい
うことになる。小田急高架事件 は、 この知事の都市高速鉄道事業地の認
可 に関わるものである。
③ 「市街地開発事業」 に関する事業 とは、土地区画整理法による土地区
画整理、新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業等を指す。
この新都市計画法における都市計画概念 は、1966年 の宅地審議会 の「都
市地域 にお ける土地利用の合理化を図るための対策に関す る答申 (第 5
次答申)」 の答申をうけたものである。
「都市地域における土地利用の合理化」の手法 として、都市計画区域を
市街化区域 と市街化調整区域 に区分 したのであるが、市街化調整区域 は、
市街化を抑制すべ きとする地域 としたことは、都市地域 の土地所有権者
にとっては、大 きな関心事になる。市街化区域 の地価 は上昇が予根Jさ れ
る。市街化区域の特定地面上の時空の地域形成計画によ り土地利用の適
正且つ合理化がなされ土地利用 の利便性、効率性及び高度化によ り土地
利用権の価値が高まり、土地所有権の価値 が高 まるするからである。
他方、市街化調整区域では市街化 を抑制す るために、特定地面の土地
利用規制の開発許可制を創設することで宅地化が原則禁止され、土地所
有権の特定地面の利用規制 となり市街化 が抑制され土地所有権の価値 が
下がる傾向をもつのである。
なお、非区分都市計画区域 もある。つ まり、区域区分 は原則 として任
意の選択に委ねられ、大都市圏の既成市街地 とその周辺 など一定のとこ
ろでのみ区分が義務的 なものとされているのである (都 計法 7条 1項 )。
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%。

区域区分 の決定状況 は、2007(平 成 19)年 段階 で、次の とお りで ある

区域 区分設定済都市計画区域面積 は、 5万 1790dで 、人 口 8千 659万 で、
市街化区域面積 1万 4390d、 他方、市街化調整区域 は 3万 7400回 である。

3地 域地 区制

(ゾ ーニ ング)

(D地 域地 区制 の意義
地域地 区制 とは一定 の範 囲 の土地 に 「 ゾーニ ング」す なわ ち「地域 」
ない し「地区」(こ れは地域 に比 べやや狭 い ものを表す趣 旨をもってい る)
を設定 して、 土地 利用 に制約 をかけるものである27。 地域地 区制 は、 地
域又 は地 区に区分 して土地 利用規制 をかける制度であ り、 その基 本 は用
途地域制であるが、全体 を理解 するために、各 種の地 域、地 区を概観 し、
次 に、 その基本 で ある用途地域制、 そして、各種 のなかで景観系の地域
地 区を説明す ることにす る。

9)各 種 の地 域地 区 の概観 2

1)用 途系地域地 区
①用途地域

(12用 途地域)、

②特別用途地区、③特定用途制限地域

2)利 用密度系地域地区
④高度地区、⑤高度利用地区、⑥特例容積率適用地区、⑦高層住居誘
導地区

3)景 観 系地 域 地 区
③景観地区
区

(景 観法61条

(古 都保存法 6条

1項 )、 ⑨風致地区、⑩歴史的風土特別保存地

1項 )、 ①明日香村歴史的ELL保 存地区

(明

日香村法

3条 1項 )、 ⑫伝統的建造物群保存地区 〈
文財法142条 )、 ⑬緑地保全地
域・特別緑地保全地区・ 緑化地域 (都 市緑地法 5・ 12・ 34条 1項 )

%蔵 敷・『入門都市計画J15頁 。
本・『都市計画法J「 地域地区制Jに 関 して56・
"安
田
同上57頁 参照。
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4)業 務・ 交 通 系地域 地 区
⑭駐車場整備地区 (駐 車場法 3条 1項 )、 ⑮流通業務地区

(流 通市街地

4条 1項 )、 ⑩臨港地区、⑫牛産緑地地区 〈
生産緑地法 3条 1項 )

5)防 災系地域地区
⑬防火地域・ 準防火地域、⑩航空機騒音障害防止地区・航空機騒音障
害防止特別地区 (特 定航空騒 4条 1項 )、 ⑩特定防災街区整備地区 (密 集
市街31条 1項 )

6)事 業促 進地域 地 区
都市再生法36条 1項 )、 促進地区 (都 計法10条 の
②都市再生特別地区 〈
2)、

②遊休土地転換利用促進地区 (都 計法10条 の 3)、 ④被災市街地復

興推進地域
13)用 途地域制

用途地域制 は、都市計画上の土地利用規制制度である地域地区制の創
始 であ り基本 となるもので、12用 途地域 ごとに、建築物 の用途・ 形態等
を規制する制度である (部 計法 8条 1項 1号)。 都市計画での土地利用規
制 の基本的な制度 である。旧都市計画法 (1919年 )は 、都市計画 の地域
地区として 4用 途地域 (居 住地域、商業地域、工業地域、未指定地域)
を創設 した。 この 4用 途地域 は特定地面の時空の利用規制 であるため、
その時空の利用規制 を具体化するものとして建築物用途規制及び建物形
態規制の市街地建築物法 (1919年 )を 同日に制定するのである。
用途地域制 に関 しては、現在、12用 途地域に詳細化 して土地利用を規
制 している

(都 計法 8条 、 9条 )。

住居系地域 は、①第 1種低層住居専用

地域、②第 2種 低層住居専用地域、③第 1種 中高層住居専用地域、④第

2種 中高層住居専用地域、⑤第 1種 住居地域、⑥第 2種 住居地域、⑦準
住居地域の 7種 である。商業系地域 は、③近隣商業地域、⑨商業地域 で
ある。工業系地域は、⑩準工業地域、①工業地域、⑫工業専用地域であ
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る29。 この用途地域内の特定地上の時空の利用規制 は用途地域内の建築
物 の用途規制及 び形態規制 (容 積率・建ぺい率・敷地の最低面積・外壁
の後退距離・ 高 さ制限・ 日影規制)で 具体化され ることになる (建 築基
準法鴫条 )。 土地所有権は、特定地面の時空の自由な利用であるから、12
用途地域による土地利用規制は、土地所有権の制限 となる。 そして、そ
の土地所有権 の制限 は、建築物用途・ 形態規制 によ り具体化 されて
いることになる。
この土地所有権 の制限を、前述 の区域区分制 と地域地区制を比較する
と次のようになる。区域区分制 (都 計法 7条 )は 「線引き」 といわれよ
うに、市街化調整区域では、市街化を抑制するための区域指定であるの
で、特定地面 の宅地造成規制 となる。市街化区域 は特定地上 (特 定地面
上の時空であるから、当然特定地面を包含 した時空。
)の 時空の利用規
制、用途地域制 は特定地面上の時空の利用規制であり、 この時空の利用
規制 は建築物用途規制 と形態規制で具体化 されることになる (建 築基準
法48条 )。 つ まり、用途地域制は、具体的には建築物用途・ 形態規制 とし
て現れるが、特定地 の地面の時空の利用規制であ り、土地所有権 の制限
を意味する。土地所有権 は特定地面の上下の時空を自由に利用及び処分
す る権利であるからである。
次 に、用途地域制以外の地域地区制のうち景観・ 環境系 についてみる
ことにする。
(41景 観・ 環境系 の地域地区制

1)風 致地区

(都 計法 8条

1項 7号 、第58条 )

風致地区は、旧都市計画法

(1919・

大正 8年 )で 創設された地域地区

「自然物及 び社寺・ 史跡・ 農地 などの地域に古 くから
制 である。風致 は、
存在 し、周辺 自然 と一体化 した人工物 によ り良好な景観 が形成 されてい
困 12用 途地域の内容 については、稲本他・「 日本 の土地法』208頁 「図 4用 途地域の
概要J、 蔵敷・『入Fl都 市計画』 16・ 17頁 参照。
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∞
る状態 」 で ある。風致地 区内 において、建物 等 の建 築や樹木 の伐採 な
どに一定の制 限 をす ることで、都市 と自然 の両立 を図 るもので ある。 こ
の風致地 区制 は、新都 市計画法 〈
1968・ 昭和43年 )で 存続す るが (同 法

8条 1号 7号 )、 都道府県 の条例 に基 づ く許可 による規制 となる。

2)歴 史的風土特別保存地区

(都 計法 8条

1項 10号 )

「古都保存法」(1966年 )に 基 づ く制度 で、
「古都」 をかつ ての政治、文
化 の 中心等 として歴史上重要 な地位 を有する10市 町村 (京 都市等 )と し、
「歴史的風土 Jを 、その古都 において歴史上意義 を有する建造物、遺跡寺
が周囲の自然的環境 と一体 となして い る土地の状況 と捉 え」、文化的遺産
として適切 に保 存す ることを目的 とする。 この 「古都 において歴史上意
義 を有する建造 物、遺跡等 が周囲の自然的環境 と一体 とな している土地
の状況」 こそが、地域 内の特定地面上の時空の千年 以上 に渡 る利用 の現
在 における形・ 姿 である。土地所有権 は特定地面上 の時空 の歴 史的 に規
定 された 自由 な利用 であるが、 その 自由 な利用 (意 思 )の 造形化 された
もの としての建造物等 の景観 となってい るのである。

3)景 観地 区
景観地区 は、景観法

(20114・

平成 16年 )に 基 づ き建 築物 の形態意 匠 の

制限等 を定めるものである。 この景観地区 は、都市計画上の地域地 区制
としての景観地 区であるが、 この景観地区以外 に、地区計画 に よる景観
保全、 さらに景観計画 区域 内 の農振地域 に景観農振地域整備 計画 を定め
て農業 と景観 の調和 を図 る。景観地 区に関す る都市計画 には、建築物 の
形態意匠の制限を定 め、建築物 の高 さの最高限度 又 は最低 限度、壁面 の
位置 の制限、建築物 の敷地面積 の最低 限度 の うち必要 なものを定めて景
観 の保全 を図 る。 また、景 観計画区域 内の景観上重要 な建造物 や樹木 を
景観最重建造物 (19条 )・ 景観重要樹木 (28条 )と して指定 し、 その現状

m稲 本他・『 日本 の土地法』41頁 。
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変更 には景観行政団体 (都 道府県等 )の 長 の許可 を必要 として い る (21
条・ 31条 )。

4)伝 統的建造物群保存地 区

(都 市計画法 8条

1項 15号 )

文化財保護法 143条 に基 づ く制度 で、都市計画区域及 υ嘩 都市計画区域
内 において、伝統的建造物群及 びこれ と一体 をな してい る環境 を保存 す
るために、都 市計画 に定 めるものである。 この地 区 での規制 は、伝続的
建造物群保存地 区内 の建造物 の新築、建築物 の外観 を変更す ること、宅
地 の造成、木材 の伐採 、土石 類 の採取等 の行為 は、市町村長及 び教育委
員会 の許可 を うける必要 がある。

5)重 要文化景観地域
重要文化景観 の制度 は、2005(平 成 16)年 、文化財保護法 の改正 で創
「地域 における人 々の生活又 は生業
設 され ものである。文化的景観 とは、
及 び当該地域 の風土 によ り形成 された景観地 で我 が国民 の生活又 は生 業
の理 解 のため欠 くことので きない もの」(2条 1項 5号 )で ある。 日本 の
原風景 と呼 ばれ る棚 田や里山の景観等 が該 当す る。都道府県又 は市町村
の申出 に基 づいて、国 によって選定 された地域である。

6)航 空機騒音障害防止地 区
航空機騒音障害防止地 区及 び航空機騒音障害防止特別地 区 は、航空機
騒音防止法 (1975年 改正 )に 基 づ くもので、学校、病院、住宅等 の建 築
を規制 して、騒音対策 をす る。 なお地 区計画 レベ ルので、沿道地 区計画
は、沿道法 に基 づ き、沿道整備道路 に接続 す る土地の 区域 で、道路交通
騒音 の防止等 を図 るために、市街地 を整備す る地 区計画 で ある。
以上 の ように現在 の都 市地域 は地域地 区制 によ り多様 に土地利用規制
されて い るのである。
a。
用途地域 の決定状況 は、平成20年 3月 31日 現在 で、次 の とお りで ある

3蔵 敷・ ワΨ]都 市計画J27・

28頁 。
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用途地域の決定面積 は、12用 途地域の合計 は 1万8473dで ある。国土面
積 の49%、 都市計画区域面積に185%力 寸旨定されている。住居系DS68%、
商業系が 8%、 工業系がZ%で ある

4地 区計画制
(1)地 区計画 の意義 と創設

地区計画は、1980年 に創設された制度で、主 として街区内の住民等が、
市街地 にとって良好 な市街地環境 の形成又 は維持を図るため、地区の特
性 に応 したきめ細 かなまちづ くりを行 うための制度である。
この地区計画は、主 として 「街区内の住民等」 と「地区の特性に応 じ
たきめ細 かな」 まちづ くが特徴である (都 計法12条 の 5)。
「街区内の住民等Jの 「街区内」であるが、街区内は、都市計画の地域
面積 の基準であ り、街区内 (約 25ha)、 近隣住区 (約 100ha)、 地区 (約
41111ha)と な り、土地利用計画で最小単位である。道路、公園等 の規模、

配置をする場合 に、土地利用計画 と公共施設及び次の環境保全の観点 を
総合的に判断 して決定される。例えば、街区内に街区公園 〈
0 2ha)、 近
隣住区に近隣公園 (2 ha)、 地区に地区公園 (4 ha)、 都市 に総合公園
(10〜 50ha)と なる。 また、街区、近隣住区、地区、都市は道路の規模

で区域化され、街区は補助幹線街路、近隣住区は都市幹線街路で区域化
されている。
このような都市計画の枠組みのもとで、都市計画が定める都市施設の
整備計画や用途地域等 の土地利用計画においては、都市施設 は都市の基
幹道路等 であ り、 また用途地域 もかな り広 い地域単位 となる。他方、土
地利用計画 (土 地利用規制)を 具体化す る建築基準法 は、敷地単位で規
制する。土地利用 (規 制)計 画で土地所有権は制限されてい るが、具体
化されていないので住民 には見 えず、建築物規制でみえるよ うになるの
である。そこで、街区単位 で見 える建築物・ 工作物等 に形態意匠等の規
制 により街づ くりをして行 こうとい うことである。これが、主 として「街
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「地区の特性 に応 じたきめ細か な」 まちづ くりの
区内 の住民等」 で あ り、
合意 で ある。 この よ うな地 区計画 は、一般地 区計画 にお いて2008〈 平成

20)年 3月 31日 段 階 で、都市数 724、 面積、 1257dと なって い るので あ
32。

る

土地 計画 は一 般地 区計画 と特定地 区計画 に 区別 す るのが便宜 で ある。
一般地区計画 は地 区整備計画 に基 づい て 「地 区 の特性 に応 じた きめ細 か
な」 まちづ くりをするものであるが、特定地 区計画 は、個別規制法 によ
り、 その 目的、効果 が規定 されて い るもので ある。
(2)一 般地 区計画の意義 と効果

一体的 な整備、開発、及び保全を図 るべ き地区について、①地区計画
の目標、②当該区域の整備、開発及 び保全 に関する方針、③地区施設 と
地区整備計画、を定 め、開発行為、建築行為を規制誘導する。③ 「地区
施設」 は、主 として街区内 (約 2 5ha)の 居住者等の利用 に供 される道
「地区整備 計画」は、建築物 の整備、並びに土地の利
路、公園等であ り、
用に関する計画である。
地区計画 を、建築規制 として、適用するためには、地区整備計画を定
め、さらに、 そのうち建築規制 にふさわ しい内容を、建築基準法68条 の

2に 基づ く条例 として定める必要 がある。
この地 区計画制は、身の周 りの快適性、都市 の美 しさの創造 など総合
的な居住環境の形成を目的とすることから、より内容的に土地所有権

(自

由な特定地面の時空の利用)を 制限する志向 となる。
さらに、2004年 、景観法が制定され、街区内の一体的な計画の要素に、
建築物等のデザイン・ 色彩等の形態意匠も含 まれる景観計画 を決定する
ことがで きる。良好 な街並み景観の保全、維持の観点から、条例 によ り、
建築物等形態意匠も規制するのである。つ まり、景観計画区域内t・ ●築
32蔵 敷 .F入
門都市計画J52頁 参照。
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物・工作物 の新築、増改築、移転又は外観の変更、開発行為 を行おうと
する者は届けなければならず、景観計画 に定められた制限に適合 しない
ときは、景観行政団体 の長 (市 ヽヽ 長等)は 、建物等 の形態又は色彩そ
の他の意匠 (形 態意匠)に 関する変更命令をだすことができる (景 観法
16・

17条 )。

また、地区計画制 は、地区計画を定めることのできる場所 は広 く認 め
られる (12条 の 5)。 市街化区域 は用途地域が指定されなければならない
が市街化調整区域は原則 として用途地域を指定できない。地区計画 は、
原則 としては、用途地域 が定められている地域 (市 街化区域)で あるが、
用途地域が定められていない ところでも (市 街化調整区域)、 一定の場合
には認 められ、ほぼすべての都市地域 で地 区計画がで きる。地区計画は、
当該街区内の住民が良好な市街地環境 の形成又 は維持を図るため、地区
の特性 に応 じたきめ細かなまちづ くりを行 うための制度 だからである。
このように、地区計画は土地所有権 の特定地面及び特定地面の時空の自
由な利用を多面的に制限することになる。
(3)地 区整備計画

地区計画 は用途制限、建築物形態制限等を規制の上乗せ又 は規制緩和
するなどして細やかな街 づ くりをするものであるが、そのために「地区
整備計画」 を定める。 その地 区整備計画の事項は次のようなものである
(都 計法12条 の 2第

7項 )。

①地区施設の配置、②建築物 の用途の制限、③容積率の最高限度・ 最
低限度、⑤建 ぺい率 の最高限度、⑥敷地面積・ 建築面積 の最低限度、⑦
壁面の位置制限・ 壁面後退区域における工作物設置の制限、③建築物寺
の形態・ 意匠の制限、⑨垣・柵の構造の制限などである。
14)多 様な地区計画

上述の計画事項 に対応 して規制緩和等可能項目により次 のように多様
な地区計画を策定することがで きる。
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①誘導容積型 (都 計法12条 の 6)、 ②容積適正配分型 (都 計法12条 の
7)、

③高度利用・ 都市機能更新型 (都 計法12条 の 8)、 ④用途別容積型

(都 計法12条 の 9)、 ⑤街 並み誘導型 (都 計法12条 の10)、 ⑥立体道路型
(都 計法12条 の11)等 である。

例 えば、①誘導型容債型は、道路等の公共施設 が未整備 のために、土
地の有効禾U用 がなされていない地 区が広 く分布 している地域で、公共施
設を伴 った土地の有効利用を誘導することを目的 とするものである。 ま
た、⑤ 「街並み誘導型地区計画」(都 計法15条 の 2)は 、良好 な市街地で、
地域の歴史、風土に根差 した特色のある街並みを形成 してい る地 区につ
いて、特色ある景観 を保全するため、壁面 の位置の制限、建築物の高さ
最高限度、建築物 の形態意匠の制限等を定める地区計画である。
また地 区計画 には一定の開発計画を促進するために、再開発促進区の
地区計画 (都 計法12条 5第 3項 )、 開発整備促進区の地区計画 (都 計法12
条 の 5)等 がある。
15)特 定地区計画

個別法 に基 づ く地区計画は次の4地 区計画がある。

1)防 災街区整備地区計画
この地区計画は、2003年 に改正された 「密集市街地における防災街区
地区の促進に関する法律」に基 づ く制度である。本法は、密集市街地 に
おいて計画的な再開発等により防災街区の整備 を促進することによ り、
密集市街地 の防災 に関する機能の確保等を図る目的で定められた。

2)歴 史的風致維持向上地区計画

(都 計法12条 の4第

「歴史ま
1項 3号 、

ちづ くり法J)
この地区計画は、所謂 「歴史街 づ くり法」(2008年 )に 基 づ く制度であ
「地域 におけるその固有の歴史及び伝統 を反映
る。 この法の政策 目標を、
した人 々の活動 とその活動 が行われ る歴史上の価値に高い建造物及びそ
の周辺の市街地 とが一体 となって形成 してきた良好 な市街地 の環境 の維
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持及 び向上を図 るため」としている 〈
法 1条 )。 主務大臣が、基本方針を
定め、市町村 が、歴史的風致維持向上計画を作成 し、主務大臣に認定を
申請 し、主務大臣が認定する。この計画 に基づいて、次の措置ができる。
市町村長 は、歴史的風致形成建造物の増築、改築等に係 る届出があった
場合、建造物の保全に支障があるときは、設計の変更等 の措置を勧告す
ることができる。

3)沿 道地区計画

(都 計法12条 の4第

1項 4号 、沿遺法)

沿道地区計画は、沿道整備道路 に接続する土地の区域 で、道路交通騒
音の防止等を図るために、市街地を整備す ることが適切 であるものにつ
いて、都市計画で定めた地区計画である。

4)集 落地区計画

(都 計法12条 の4第 12項

5号 、集落整備法)

集落地区計画は、集落地整備法に基づ き、農業集落にふさわ しい整備
等を促進するための制度である。集落地域 の土地の区域、良好な居住環
境 の確保 と適正な土地利用を図るため、整備及 び保全を行 うことが必要
な場合 は都市計画に集落地区計画を定めることができる。集落地域 は、
市街化区域以外の都市計画区域内、かつ、農業振興地域内で集落及 びそ
の周辺の農用地を含む一定の地域である。集落地区計画 の区域内で集落
地区整備計画が定められ、 目的が集落地区整備計画 に適合す る開発行為
は許可 される。

第 3款 都市地域 の公共施設

(都 市施設)の 整備計画

地域形成計画における公共施設 (都 市施設)の 整備 と土地所有権 との
関係 である。 この公共施設の整備計画 は、一つは、公共施設 自体の整備
と、他 の一つは、その公共施設に必要な土地の確保である。公共施設 は
都市計画法では都市施設であるが、道路、公園、下水道等 である。
道路、公園等の公共用地は既成市街地では確保 が困難 であ り、土地収
用法 に依る公用収用が必要 となる。道路、公園等 の公共用地のための土
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地所有権の強制取得である。公共施設 の整備が都市計画法上の都市計画
事業の場合 には、土地収用法上の 「土地を収用 し、又 は使用す ることが
できる公共の利益 となる事業」(同 法 3条 )に 該当するものとされ、同法
20条 の事業認定 を受けたものとされる (都 計法69条 )。

また、本稿 は理立法 を地域形成計画法の一環 として捉えるものである
が、 その地域形成計画法の基本 である土地 区画整理法では、道路、公園
等の公共施設用地 の確保 は、土地所有権者等から少 しずつ土地所有権 を
譲渡 してもらいこれを公共用地にあてる公共減歩制を活用することで公
共用地を確保する。つ まり、公共施設 (都 市施設)の 整備は、土地所有
権 の移転 (得 喪)の 問題 を含んでい るのである。
そして、具体的 な道路、公園等 の規模、配置 は、土地利用計画

(区 域

区分制 。地域地区制・ 地区計画制)と 公共施設 (道 路・ 公園・ 下水道)
及 び次の環境保全 の観点を総合的 に判断 して決定 される。例 え￨よ 各 レ
ベルの公園の標準面積 は、街区内の街区公園
公園

(2 ha)、

地区に地区公園

(4 ha)、

(0 2ha)、

近隣住区に近隣

都市 に総合公園 (10〜 50ha)と

い うように配置される。
この街区・ 近隣住区・ 地区・ 都市は道路 の規模で区域化 されてい るの
である。例 え,ま 街区は補助幹線街路、近隣住区は都市幹線街路で区域
化されているのである。 このような道路、公園、用途地域を総合的に判
断 して、用地 が決定 され、当該特定地に公用収用、つ まり土地所有権 が
基本的には公有地、国有地化されるのである。
第 4款

都市地域 の環境 の保全計画

地域形成計画の要素である環境 の保全計画 と土地所有権 との関係 につ
いて検討する。

1環境の保全 の意義
環境 は、自然環境、生活環境及 び事業環境 に区別されるが、都市環境
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は、 それ らの 3環 境 を要素 とす る。環境保全 の環境 は、 自然環境 と生活
環境 の意味 である。 その環境 の要素 は、大気・ 水・ 静穏・ 日照・ 土壌・
地盤・ 森林・ 農地・ 水辺地・ 野生の動植物・ 生態系の多様性・ 野生生物
の種・ 景観・ 歴史的・ 文化的遺産等 が考 え られ る。生活環境 は、大気・
水・ 静穏・ 地盤 。日照等 を要素 とす るが、 その生活環境 は、 その環境汚
染や その対策概念 として 「公害 Jと 「生活環 境」 が概念構成 され る。 事
業環境 と生活 環境 とい う同 じ土地所有権 の内容 で ある特定地面 の時空の
「公害対策基
自由な利用 で ある事業環境 と生活環境 は対抗関係 にあるが、
本法」(1967年 )は 、事業活動 つ ま り経済的 自由の法的基盤 である土 地所
有権 か らの必 然的 な排 出物 を 「公害」 として、生活者 の健康 と生活環境
との関係 で否定的 に評価 したのである。 この段階では、事業者 の経済 と
の調和条項があった としても原理 的 には、土地所有権 は地域 に規定 され
る とい うことを端的に示 したもので ある。 したがって、 1970年 の 「公害
国会」 において、経済 との調和条 項 は廃 止 され、公害関連 14法 案 が可決
成立する。 1960年 代 の高度経済成長 と公害問題 は コイ ンの表 と裏 の関係
にあ り、一つの時代 が終わ るのである。 1971年 環境庁 が発足 し、公害規
「公害 」規定 は1993年 制定 の環境基本法 にも基
制 を強めてい く。そして、
本的 に継承 され ることになる。 つ ま り、
「
「公害 』 とは、環境 の保全上 の支障の うち、事業活動 その他 の人 の活
動 に伴 って生 ずる相 当範囲 にわたる大気の汚染、水質 の汚濁 (水 質以外
の水 の状態又 は水底 の底 質 が悪化す ることを含 む。
)、 土壌 の汚染、騒音、
振動、地盤 の沈下 (鉱 物 の採掘 のための土 地 の掘削 によるものを除 く。)
及 Oe悪 臭 によって、人 の健康又 は生 活環境 (人 の生活 に密接 な関係 のあ
る財産並 びに人の生活 に密接 な関係 のある動植物及 びその生育環境 を含
む。)に 係 る被害 が生 ず ることをい う」(2条 3項 )。
この規定 の本質 は、資本主義経済 の事業 の 自由、経済 の 自由の基盤で
ある土地所有権 が制限 された こ とにある。土地所 有権 を、特定人が特定
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地の上下の時空を法令 の制限内において 自由に利用及び処分する権利 と
して捉えると、前述のように、特定地は、①特定地面、②特定地面上の
時空、及 び特定地面下の時空の 3側 面 に区別 できる。そ して、その②特
定地面上の時空を地域の面において捉えるのが環境 である。つ まり、居
住地面上の時空 は生活環境であり、事業地面上の時空は事業環境 となる
のである。環境 は、特定地面のように排他的に区別できず、特定地面上
の時空 としての地域環境 は流動化、影響関係 にあることになる。つ ま り、
地域環境 とは、土地所有権 レベルでみると、土地所有権の客体である特
定地面上の時空の集合 (地 域内の複数 の特定地)及 び影響関係 とい うこ
とになるのである。

2土 地利用計画による環境の保全
このような土地所有権の内容、性質を踏 まえて、都市計画の土地利用
計画による環境の保全は、地域地区制 レベルで、(1)用 途地域制による公
害防止機能、(2腱 築基準法の日影規制、(3都 市環境保全の地域地区制及
び地区計画制、(4)景 観保全 の地域地区制、15)騒 音 に対す る環境 の保全を
みてみよう。
(1)用 途地域制による環境の保全

第 1に 、用途地域制による生活環境 の保全である。用途地域制 とは市
街化区域 を居住地域、商業地域、工業地域等12種 に用途地域指定 して、
その指定用途地面の時空の利用規制を建築物 の形態規制 によ り具体化す
る制度 である。そうすると、 この用途地域制 は、土地利用の用途の混在
を防 ぐ制度であるか ら、 日照、通風、防火、騒音、振動、悪臭、悪臭な
どの公害を防止 し、また、防火、交通混雑などの発生を防止する機能を
もつ ことができる。
12)建 築基準法 の 日影規制

第 2に 、日照権保護 の、用途地域制の建築基準法 による日影規制であ
る。都市 の高層化 に伴いマンション建設等 による日照紛争 が頻発 のする
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ようになる。そ こで、紛争 の事前防止 を目的に建築基 準法 は1976〈 昭和51)
「日影 による中高層建物 の建 築物 の規制」(日 影規制)に 関する法改正
年、
をす る (同 法56条 の 2)。 日影規制 は、第 1種 住居専用地域及 び第 2種住
居専用地域で は当然適用 とな り、住居地域、近隣商業地域及 び準工業地
域 については、地方公共団体 の条例 によ り適用す るか否 かを判断 で きる。
商業地域、工 業地域及 び工業専用地域 については適用 され ない。

0)都 市環境保全の地域地区制及び地区計画制
第 3に 、都市環境の保全を目的とする都市計画法上の地域地区制、地
区計画制として、次のような制度がある。
地域地区制として、①風致地区

(同 法 8条

全地域・特別緑地保全地区・緑化地域

1項 7号 、58条 )、 ②緑地保

(同 法 8条

1項 12号 、都市緑地法)、
③生産緑地地区 〈
同法 8条 1項 14号 、生産緑地法)力 ヽ
ある。
地区計画制 として、④歴史的風致維持向上地区計画 〈
都計法12条 の4
第 1項 3号 t歴 史街づ くり法)で ある。
141景 観保全の地域地区制

第 4に 、景観の保全を図る地域地区制に、①景観地区、②歴史的風土
特別保存地区、③伝統的建造物群保存地区がある。
まず、①景観地区であるが、これは景観法 に基づ くものである。景観
法は、2004(平 成16)に 制定され、建物の形態意匠を規制するのである
から、土地所有権 をより内容的に制限する法律である。美 しい風格 のあ
る国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある
地域社会の実現を図ることを目的とする

(同 法 1条 の目的)。

次 に、②歴史的風土特別保存地区 (都 計法 8条 1項 10号 、古都保存法、
「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」に
明日香法)は 、
「古都」をかつての政治、文化の中心等 として歴史上重要
基づ く制度で、
な地位を有する10市 ヽヽ

(京 都市等)と

「歴史的風土」を、その古都
し、

において歴史上意義を有する建造物、遺跡等が周囲の自然的環境 と一体
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となして い る土地 の状況 と捉え、古都休 存法 は、 これを後代 の国民 に継
承 されるべ き文化 的遺産 として適切 に保存 す ることを 目的 として い る。
この 「古都 にお いて歴 史上意義 を有する建造物、遺跡等が周 囲 の 自然的
環境 と一体 とな している土地 の状況 Jこ そが、地域内の特定地面上 の時
空 の千年以上 に渡 る利用の現在 にお ける形である。土地所有権 は特定地
面 上の 「時空」 の利用 なのである。

そして、③伝統的建造物群保存地区 (都 計法 8条 1項 15号 )は 、文化
財保護法143条 に基づ く制度で、都市計画区域及 υ
嘩 都市計画区域内にお
いて、伝統的建造物群及びこれと一体 をなしている環境を保存するため
に、都市計画 に定めるものである。 この地 区での規制 は、伝統的建造物
群保存地区内の建造物の新築、建築物の外観を変更す ること、宅地 の造
成、木材の伐採、土石類の採取等の行為 は、市町村長及 び教育委員会の
許可 をうける必要があるとい うことである。

6)騒音 に対する環境保全
第 5に 、騒音 に対する環境保全に関して、次 の二つの制度 がある。
地域地区制 レベルで、①航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害
防止特別地区 〈
同法 8条 1項 16号 、特定空港周辺航空機騒音対策特別措
置法)力 Sあ り、①航空機騒音障害防止地区は、航空機 の著 しい騒音が及
ぶ地域 で、地区内において、学校、病院、住宅等を建築 しようとする場
合、当該建築物 は、防音上有効な構造 としなければならないが、②航空
機騒音障害防止特別地区は、①地区の うち航空機の特に著 しい騒音が及
ぶ地域ついて定め、区域内においては、学校年の建築物 は建築で きない。
地区計画 レベルで、沿道地区計画 〈
同法 12条 の 4第 1項 4号 、沿道法)
は、沿道整備道路 に接続する土地の区域で、道路交通騒音 の防止等を図
るために、市街地を整備することが適切であるものについて、都市計画
で定めた地 区計画である。
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3環 境影響評価 法
環境影響評価 法 は、 1997年 に制定 され、地域形成計画、都市計画に係
る事業 の実施 に関 して、 自然環境 の保全 を図 るために、環境影響評価 の
実施筈 を通 じて、保全す べ き場所 の改変 を避 け、 あるいは、 これを最小
にす るな どの対策 を優 先 しつつ、適切 な対 策 を講ず るためである。環境
影響評価法 は、開発事業の内容 を決定するに当た って、 その事業が環 境
にどのよ うな影 響 を及 ぼす かについて、調査、予測、評価 を行 い、その
結果 を公表 して、住民、地方公共団体 などが意見 を出 し、 それ らを踏 ま
えて環境 の保 全 の観点 か らよ りよい事業計画 を作 り上 げて い こ うとす る
制度 で ある。
都市計画事業 に関 しては都市計画特例 がある。大規 模 な都 市施設や市
街地開発事業 を都市計画 に定 める場合 には、環境影響評価法 の都市計画
特例 (評 価法39条 〜46条 )の 規定 によ り、都市計画決定者 が都市計画 の
手続 きのなかで環境影響評価 を実施 す ることが定め られて い る。

4公 共施設の適正 な配置・ 規模 による環境の保全
道路、公園等 の公 共施設 の配置、規模等 は土 地利用計画及 び環境保全
の観点 を総合的判断 して決定 される。例 えば、各 レベル の公 園 の配置 は、
街 区内に街 区公園、近隣住 区 に近隣公園、地 区に地 区公園、都市 に総合
公 園 で ある。 また、 この街 区・近隣住 区等 は、道路 の規模 で 区域化 され、
街 区 は補助幹線街路、近隣住 区 は都市幹線街路で区域化 されている。 こ
のよ うな道路・ 公園等 の公共空間、用途地域等及 び騒 音・ 振動 。大気汚
染等 の環境問題 を総合的 に判断 して、公共施設筈 は、土地 利用、交通等
の現状及 び将来 の見通 しを勘案 して、適切 な規模 で必 要 な位 置 に配置 さ
れ ことによ り、 円滑 な都市活動 を確保す るとともに、都市環境 の保全 を
配慮す るもの として も機 能 して い るのである。
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第 5節

農業地域

第 1款

序

「農用地 として利用す べ き土地があ り、総合 的 に農業 の振
農業地域 は、
興 を図 る必 要 がある地 域」(国 ■/J用 計画法 9条 5号 )で ある。農振法 に
よ り「農業振興地域」 として指定 されるべ き地域である。農振法 は、
「自
然的経済的社会 的条件 を考慮 して総合的 に農業 の振興 を図 ることが必要
であると認 め られ る地域 について、 その地域 の整備 に関 し必要 な施 策 を
計画的 に推進す るための措置を講ず ることによ り、農業の健全 な発展 を
図 る とともに、国 土 資源 の合 理 的な利用 に寄与 す る ことを 目的 とす る」

法 1条 )。 この農業振興地域の 「農用地区域Jで は、原則 として 「開発
〈
行為が規制」され、 また「農地転用が制限」 されるなど、土地所有権が
制限され る。

第 2款

農業振興地域制度

1農 業振興地域 の指定
農業振興地域の指定は、都道府県知事が、農業振興地域整備基本方針
に基づき、一定の地域を農業振興地域 として指定するものである (農 振
法 6条 )。 そして、農業振興地域 の指定要件は、
「その地域内にある土地の 自然的条件およびその利用の動向か
第 1に 、
らみて、農用地等 として利用すべ き相当規模の土地があること」
、
第 2に 「その地域における農業就業人口その他の農業経営 に関する基
本条件の現況及 び将来 の見通 しに照 らし、その地域内における農業 の生
産性の向上その他農業経営 の近代化が図られる見込みが確実であること」
、
「国土資源の合理的な利用の見地からみて、その地域内にある
第 3に 、
土地の農業上の利用の高度化を図 ることが相当であると認められること」

(6条 2項

1・ 2・

3号 )で ある。

また、都道府県知事 は、農業振興地域を指定 しようとするときは、関
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係市町村 と協議 しなければな らない (農 振法 6条 4項 )。
そ して、各市町村 が策定す る農業振興地域整備 計画 は、優良農地 を確
保・ 保存す る とともに、農業振興 のための各種施策 を計画的かつ集 中的
に実施するために策定す る総合的 な農業振興計画 である。

この農業振興地域整備計画 は、①農用地利用計画、②農業生産 の基盤
整備及び開発に関す る計画など8つ の計画から成 り立つ。
この農用地利用計画の中で重要な計画は、農用地区域の指定である。
農用地区域 (い わゆる青地 と呼ばれるもの)は 、今後10年 以上にわた り
農業上の利用を確保すべ き土地の区域 で、その農業用 の用途 を指定 して
いるものである。農地面積 4万 7000ぼ の うち農用地区域 は 4万 3000ゴ で
ある"。
農地所有権の変動は、農地のままの権利変動 と農地転用 による権利変
動 と区別 される。農地 のままの変利変動 は農地法の適用を受け、農業委
員会 の許可が必要である (農 地法 3条 1項 )。 他方農用地区域の農地転用
は禁止され (農 振法17条 )、 農地法の規制を受ける (農 地法 4条 2項 )。
つ ま り、農地の権利異動 を一筆単位 で統制 している農地法 に地域的規制
の農振法の規制 が重なることになる市街化区域内の農地 の転用 は、農業
委員会の届出である (農 地法 4条 1項 7号 )。

2農 用地区域の農地転用 と農地規制
(1)農 用地利用計画の変更による農用地区域からの除外

農用地区域においては、原則農地転用 が禁止されている。したがって、
農用地区域内の農地を農地以外に転用する場合 には、市町村が事前 に農
用地利用計画を変更 し、農用地区域 から除外 してお く必要がある (農 地
法13条 2項 )。

"平 成26年度版「土地自書J254頁 。
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(2)農 用地区域 の農地の規制

制定当初の農振法 は策定された計画を実現するための措置が十分でな
かった。強制力のない市町村長 の勧告権 を認めるだけであった (農 振法
14条 )。

そこで1975年 農振法改正 は、特定利用権 の設定 と開発行為の制限など
の制度を設けて規制を強化 した。
特定利用権 の設定 とは、農用地区域内にある農用地で、農用地 として
の利用が困難な場合 に、市町村又 は農業協同組合 が、住民等 の協同利用
に供するため、その農用地の特定利用権 の業務 のための採草等を目的 と
する農地の賃借権である特定利用権の設定に関す る協議を求めることが
でき (農 振法14条 1項 )、 協議 が調わない場合には、市町村等 は、都道府
県知事に対 して特定利用権の裁定を求 める権利 である (農 振法15条 )。
また、開発行為の制限は、農用地区域内において、開発行為をしよう
とするものは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道
府県知事の許可を受けなければならないとするものである (農 振法15条
の 2)。

3農 地転用 と都道府県知事の許可
農用地転用の場合 には農林大臣の許可が必要 であった。 しかし、1998
(平 成 10)年 の農地法改正により4 ha以 下の農地転用許可権限が国 から

都道府県知事 に移譲 され (農 地法 4条 )、 この うち 2 haを 超える部分 に
ついては、当分 の間、農林水産大臣との事前協議を要するものとされた

0蝦U2項 )。
さらに 2015(平 成27)年

2月 4日 、劇府は、農地転用許可権限を地

方自治体 に移譲することを閣議決定 したもつ まり大規模農地 を商工業用
地や居住地に転用する許可権限を国から地方 自治体 に移譲す るものであ
る。1998(平 成10)年 の改正から14年 ぶ りのnIEは 、次の 2点 である。
第 1点 は、 2 ha超 〜 4 haの 農地 は、農林水産省 との事前協議 を廃 止
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し、都道府県 の判断で許可できるようにすること。
第 2点 は、4 ha超 は農水省との協議を条件に都道府県 に許 HIt限 を移す。
一定の要件 を満たした市町村 にも都道府県 と同じ権限を与える。
この農地転用の規制緩和に関 して、自治体 は、地域 の実情 に応 じた独
「地方自治体 のよ り自由な街づ くりを可能
自の土地利用をしやす くな り、
にすることにより、地域を活性化 して人口減少に歯止めをかける一助 と均
なるという評価 も出ている。

第 3軟

農業地域 と土地所有権の制限

農業地域は、農振法によ り農業振興地域 として、区域指定 された地域
である。土地所有権 との関連 でい うと、都市地域である都市計画区域 と
は、土地利用計画の側面で基本的な違いがある。土地所有権 とは、特定
人が、特定地 の上下の時空を法令の制限内において 自由に利用及 び処分
する権利であるが、特定地の上下の時空を、特定地面、特定地面上の時
空及 び特定地面下の時空に区別 した場合、都市計画区域 においては、市
街化調整区域は、特定地面 の利用規制、市街化区域は特定地面上の時空
の利用規制である。 これに対 して、農業地域 において土地利用の規制の
対象 となるのは、特定地面である。農業地域の土地用途 は、基本的 には、
農用地 として特定 してお り、その農地 は、特定地面 の利用そのものであ
るからである。その農地である特定地面を農地 として合理的に利用す る
ために土地改良事業があるのである。その意味では、農地 (特 定地面)
の自由な利用 に本質 があ り、言 い換 えると排他的の支配できるところに
特徴 がある。 したがって都市地域の土地利用 とは、本質的 に異 なるので
「自然環境保全地域」の、森林地域、自然公園地域
ある。次に考察する、
及び自然保全地域 と同じである。

"『 読売新聞J20015年 2月 7日 朝刊社説
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第 6節

自然環境保全地域

第 1款

序

本節では、土地利用基本計画の地域区分 の うち残された森林地域、自
然公園地域及 び自然保全地域を自然環境保全地域 としてまとめて検討す
る。 これ らの三地域は、土地所有権 の客体である特定地 の上下の時空が
自然環境地域 としてまとまっているところに本質 があるからである。そ
して、土地の上下の時空の利用つ まり、環境 の利用が本質ではな く、そ
の 自然環境 の保全 が土地の 目的だからである。それ には、それぞれの地
域の保全対象、保全 目的及び保全手法 をみてい くことにする。

第 2款

森林地域

1森 林地域の意義
「森林 の土地 として利用すべ き土地があ り、林業の振興又
森林地域 は、
は森林 の有す る諸機能の維持増進を図る必要がある地域」(国 土計画法 9
「森林法」 によ り「国有林」
「地域森林計画対象民有林」
条 6号 )で ある。
が地域指定され、そこに保安林区域が指定される。 この保安林区域 では
開発行為が制限され、土地所有権を制限することで保安林 を維持 し、自
然災害の防止、水源 の洒養を図 っている。以下、森林法 の展開をみるこ
とにする。森林保護の展開を確認することができるからである。

2新 森林法の制定
森林地域は森林法により指定 される地域である。 この森林法 は、1951
(昭 和26)年 、戦中の乱伐 と戦後 の大量伐採 によって荒廃 した森林の保全

を図るために、旧森林法 (1897〈 明治30)年 、1907〈 明治40〉 年全面改
正)に 代 えて、制定されたものである。
「森林計画、保安林その他の森林 に関す る基本的事項
森林法の 目的は、
及 び森林所有者の協同組織 の制度 を定めて、森林 の保護培養 と森林生産
力 の増進 を図 り、 もつて国土の保全 と国民経済の発展 とを資する こと」
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‐

である (1条 )。

新森林法は、①既定 に保安林制度に加えて、②森林計画制度、保安林
以外の普通林につぃても、③代伐許可制、④届出制が定められた。
保安林制度は旧森林法の趣旨を踏襲 しつつ、保安林の指定目的を追加
レ、編入、指定、解除の権限委任関係その他の手続を改正 したち保安林
の指定目的別林 は、(株 源涵養保安林、(lil■ D流 出防備保安林、ω土砂
崩壊防備保安林等が区別できる。2012(平 成Z)年 度の保安林の延べ面
積 は、森林面積25万810回 の内、保安林面積は12万 910mと なり、48%が
保安林である
'。

上述の(i)水 源洒養保安林、liil■ D流 出防備保安林、ω

土砂崩壊防備保安林が 9割 を占めている 。
保安林の指定解除は、①保安林指定の理由が消滅 したとき、②土地収
用法等の事業に必要な公益上の必要があるときに解除できる。 この② を
理由とする解除に自衛隊基地が公益上必要かで争われたのが長沼ナイキ
訴訟である。
保安林に指定されると土地所有権 が制限される。つ まり、保安林の指
定があると、当該森林 における立木竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、
下草・落葉・ 落枝の採取又 は土石・ 櫛恨の採掘、開墾その他の土地の形
質を変更する行為が原則 として禁止され、当該森林の所有権者等立木の
伐採跡地につき植栽義務を負 うなど、種々の制限が課せられるのである
(34条 、34条 の 2)。 この土地所有権の制限は特定地面の自由な利用の制

限であるので、土地所有権の制限が具体化されて眼にみえるものである。
この土地所有権制限の根拠でゎる「公共性」の内容を、最高裁 は、次 の

ように判示する。
「当該森林の存続によつて周辺住民その他の不特定多数者が受ける生活
上の利益 とみられるものであって、法は、 これらの利益を自然災害の防
平成%年 度『土地自書J255頁 。
「日本の土地法 (第
'6稲 本他・

2版 )J90頁 。

-

2oo

(r$)

-
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止、環境の保全、風致の保存 などの一般公益 としてとらえ、かかる公益
の保護、増進を目的 として保安林指定 とい う私権制限処分を定めたもの
と考えられるのである。
」(最 判昭和57年 9月 9日 民集36巻09号 1679頁 )。
ここに、地域形成計画法 (森 林法はまさにその一つ)力 3土 地所有権制限
の法であ り、その制限の根拠は「公共性」(こ こでは、
「公益の保護、増進
を目的」 と表現 されている)に あ り、 その内容 を具体的に言語化するこ
と、つ まり、公共性 の判断基準の具体化、明確化 となるのである。

3村 地開発許可制 の創評
林地開発許可制 は、都道府県知事が策定 した地域森林計画 となる民有
林 において開発行為 (一 定 の規模 を超えるもので土石又 は樹木 の採掘、
開墾その他の土地の形質を変更する行為)を しようとする者 は、都道府
県知事の許可を受けなければならない とするもので、1934年 の法改正に
よ り創設された (10条 の 2第 2項 )。 これによ り、保安林以外の森林につ
いても適正な利用の確保 を図ったものである。 これは、土地所有権の客
体 の特定地面の禾U用 に規制をかけるものである。 これまでの開発行為 と
同 じ規制である。
都道府県知事は、土砂災害・ 水害・水源確保の支障の危険性 がな く、
環境を著 しく悪化させ る危険性がない ときには、許可すべ きである (10
条の 2第 2項 )。 被害の危険性 も基本的には、特定地面の自由な利用の侵
害 の危険性 である。

4森 林経営の公的関与の拡大、強化
わが国の森 林政策 は、森林経営の困難の対応策 と地球温暖化防止森林
吸収源対策が課題 であるが、それは、市ヽヽ 長 の森林への公的関与の拡
大 と強化 となって表れている。
まず第 1に 、森林業 に対す る市町村の業務の拡大である。
37稲

本他・「 日本の土地法 (第 2版 )J173・ 1741参 照。

‑201 (182)一

法政研究19巻 3・ 4号 (2015年 )
つ ま り、 これ までの間伐・ 保育 を中心 とす る市町村森林整備計画 の内
容 に1998年 改正 によ り、造林、伐採 の事項 を追加 して総 合 的 な計画 とし
(10条 の 5第

2項 )、 森林施業計画の認定

(11条 )、 伐採 の届 出 の受理 (10

条 の 8)、 伐採計画 の変更命令 (10条 の 9)、 施業 の勧告等 の権限 が、都
道府県知事 か ら市町村 へ移譲 されたのである

38。

第 2は 、2004年 改正の、林業 の担 い手 の減少 による間伐 の放 置 に対す
る要間伐森 体制度 の改善 で ある (10条 の10)。 要間伐森林 とは間伐等 の施
業 が適正 に行 われて い ない森林 で あ って これ らを早急 に実施 す る必要 の
10条 の10第 2項 )。 、森林所有権者等が施業の勧告 に応
ある森林である 〈

じない ときには、権利移転等のほか施業委託 について も協議すべ き旨を
勧告できることにしたのである (10条 の10第 4項 )。
そして第 3は 、林業の担 い手 の拡大 のための施業実施協定制度 (10条
のHの

9)の 拡充である。つ まり、森林 ボランティア活動 を行 つている

NPOと 森林所有権者等が締結する施業の実施 に関す る協定 について、市
町村長の認可制度 を創設 (10条 の11の 12)す るとともに、事後 に当該協
定の対象森林の森林所有権者等 となった者 に対す る協定 の承継効 (10条
の11の 14)を 措置 したのである"。
第 3款

1

自然公園地域

自然公園地域の意義
「優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を
自然公園地域 は、

「自然公園法J
図 る必要があるもの」(国 土利用計画法 9条 7号 )で ある。
(1957年 )に 依 り、0国 立公園、lb)国 定公園及 aC)都 週府県立 自然公園区

域が指定 される。(al、

(b)で

は、特別地域、海域公園地区が決定 され、一

定の行為が制限 されるなどして土地所有権を制限 して、公園の保全を図っ
38稲

本他・『 日本 の土地法 (第 2版 )J245頁 参照

"稲 本他・『日本の土地法

(第

2版 )』

245・

246頁 参 照
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ている。(C)は 、都道府県の条例により国立公園の規制の範囲内での規制、
とい う土地所有権 の制限がなされている。

2自 然公園の種類、数及 び面積
国立公園 は「我が国の風景を代表するに足 りる傑出 した自然 の風景地」
(自

然公園法 2条 2項 )で 、環境大臣が指定 し国が管理す る。2011年 2月

末現在、29カ 所、約 2万 875ぱ が指定 され、国土面積37万 7946団 (2011年
つ
時)の 552%を 占めている 。国定公園 は 「国立公園 に準ず る優れた 自
然の風景地」(2条 3号 )で あ り、環境大臣が都道府県の申出により指定
する。56カ 所、約 1万 3620dが 指定され、国土面積の36%を 占めてい
る。都道府県立 自然公園 は都道府県の条例 によ り知事が指定 し都道府県
が管理する優 れた自然の風景地 (2条 4号 )で 、312カ 所約万9684耐 が指
定され、国上の521%を 占めている。 これ らの 3類 型の自然公園全体 で
は、合計で397カ 所、約 5万 4180回 で、国土面積 の14̲34%で ある。

3自 然公園の地種区分 と規制 の程度
0)自 然公園制度
公園 と営造物公園 に区別することができる。
自然公園制度 には、地域市」
地域制公園は、指定地域 と開発規制 によって管理される公園で、 日本 の
採用す る制度 である。土地所有関係 や利用関係 は基本的には現状のまま
で、民有地や、他の目的で管理 されてい る国有地や公有地を対象に、公
園 となる地域 を指定 し、その地域の内部 で一定 の規制行為 (開 発規制)
を課す ことによって 自然環境 の保護保全を図ろうとする自然公園制度で
ある。まさに地域形成計画に基づ く土地所有権の制限である。 この場合
は、土地所有権 の客体 である特定地面上の時空、そ してそれが地域の姿
となった自然景観を自然公園 として利用する側面が本質 とな り、特定地
面の自由な利用が規制 され、土地所有権の制限 となるのである。
Ю阿部泰隆・ 淡路剛久編『環境法

[4版 ]J(有 斐閣、20■ 年 1月 、以下、阿部 =淡路
編 r環 境法Jと 略記する。
)326頁 の「表Ⅵ ‑2自 然公園の種類 と数・面樹 参照。
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もう一つの営造物公園 は、国が公園地域の土地の所有権や使用権 を取
得 して管理するもので、アメ リカやカナダの新大陸の国立公園がとって
いる制度 である。 この制度 は、実質的に■yL所 有権 の特定地面の自由な
利用 は空虚化 されているので、国が土地所有権 と使用権 を取得す るので
ある。土地所有権 は公共性 を根拠に制限されるので、公共空間における
土地所有権 は無力化 し、土地所有権を生活、生産の法的基盤であるとい
う新大陸地域 では、そのような土地所有権を認めることは、 自らの土地
所有権の価値 を低めることになるからである。
日本の自然公園制度 は、1931年 に国立公園法 として誕生 し、戦後 の1957
年 に国定公園 と都道府県立 自然公園を包含する自然公園法へ と姿を変 え
た自然公園制度である。 この 自然公園制度 はす ぐれた自然の風景地の保
護 とその利用の増進 を目的 としていたが、2002年 の法改正によ り生態系
保全の重要性 が明記され 2009年 の改正 では「生物多様性 の確保 に寄与
することJの 目的が加えられた

(自 然公園法 1条 )4。

121国 立公園 と国定公園の地種区分の概念

国立・ 国定公園区域 が国 によって指定 される (5条 )。 これは、地域形
成計画の土地利用計画の第一段階の地域区分である 5地 域 の区分 である。
都市地域では、第 2段 階の区域区分、そして、第 3段 階 の地域地区制 と
なり、第 4段 階の地 区計画制 となった。自然公園地域では、①国立公園
区域、②国定公園区域、③都道府県立自然公園区域は第 1段 階の 5地 域
区分 と同 レベルであ り、①、②、③の包括概念が 自然公園地域 で あ り、
①②③ はその種類 となるのである。第 2段 階の区域区分 として 「地種区
分J力 S規 制計画の基本 となっている。
公園計画 は事業計画 と規制計画に区別できるが、 ここでは規制計画 に
ついて述べ ることにする。規制計画 とは、公園内の 自然環境 を保護する

4阿 部 =淡 路編「環境法J326・

327頁 参照。
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ため、公 国内 での無秩序 な開発や過度 な利用 (過 剰利用 /オ ーバーユー
ス)を 規制す るための計画 である。規制計画 の 中心 となる保護規制計画
では、 自然環境や利用状況 を考慮 して、各公園内 を、特別保護地 区、第

1種 〜第 3種 特別地域、海域 公園地区、普通地 区の 6つ に区分 しt(こ れ
を「地種 区分」 とい う。いわゆ る「線引 き」である)、 各地種 区分 に応 じ
て規制 され る行為 の種類や規模 を定 めて い るのである42。
一 方、事業計画 は、公園 の景観や野生生物 の保護 、利 用上 の安全 の
確保 、適正 な利 用 の増進、 お よび生 態系 の維持・ 回復 を図 るために必
要 な施 設整備 等 といち た、 さ まざ まな 「事業」 について 定 める計画 で
ある。

4ま

とめ

自然公園地域 では、①国立公園区域、②国定公園区域、③都道府県立
自然公園区域 は第1段 階の地域 区分 レベルであり、①、②、③ は自然公園
地域の各種区域 となる。そして、第2段 階の「線引き」である区域区分制
は、①、②、③ の各種区域の 「地種区分」 となる。
第 4款

自然保全地域

1自 然保全地域の意義
「良好な自然環境を形成 してい る地域で、その 自然環
自然保全地域 は、
「自
境 の保全 を図る必要があるもの」(国 土利用計画法 9条 8号 )で ある。
「原生自然環境保全地域」
然環境保全法」(1973年 )に よ り、環境大臣は、
、
「自然環境保全地域J、 「都道府県 自然環境保全地域」を指定 し、各地域 の
保全 の内容、程度 を勘案 して、立入制限地区、特別地区、普通地区など
の地 区を決定 し、立ち入 り制限、地区内の土地所有権の制限を通 じて 自
然環境 の保全がなされている。
盤 阿部 一淡路編『環境法』329頁 の「
自然公園の地種区分 と規制の程度」参照。
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自然保全地域制は、原生の状態を維持す る等、自然性の高い地域ある
いは、希少かつ貴重、脆弱かつ再生困難であ り、学術的価値 の高い 自然
物を保全する制度 である。

2原 生自然環境保全地域
原生自然環境保全地域は、人間の行為 の影響をほとんど受けていない
地域の生態系全体を保全 の対象 とし、立ち入 り制限を含む厳格な保護を
行 う地域である。面積 は1000ha以 上 (全 域が原生状態の島は300ha以 上)
で、人手の加わ らぬ 自然状態を維持するため、他の開発行為を原則禁止
する必要があるので、国有地又 は公有地 の地域に限定 される(自 然環境保
全法14条 1項 )。 但 し保安林地域 は対象 とならない。特定地面の利用規制
区域の線引きである。2011年 6月 末現在 で、指定 は 5地 域 で、その総面
積 は5、 631haで ある°。

3自 然環境保全地域
自然環境保全地域 は、高山性・ 亜高山性植生 (1000ha以 上)、 天然林
(100ha以 上)や 特異 な地形・地質、海岸、湿原、湖沼、河川、海域、野

生動植物の成育地、特 に高樹齢 (100年 程度)の 人工林 (10ha以 上)の
ような主たる保全対象に着 日し、それが成立する自然環境を保全す る。
この地域 は、民有地も保安林 も指定できるが、特定地面の利用規制区域
の線引きであるため他の利用 との調整が困難 であ り、 日本全体 で、2011
年 6月 末現在で10地 域、 2万 1593haに とどまる 。

4都 道府県自然環境保全地域
都道府県自然環境保全地域の保全対象は自然環境保全地域 に準ずる (た
だし面積要件 は除 く)力 8、 都道府県 自然環境保全条例 に基 づいて都道府
県知事が指定す る。比較的諸規模な自然地域 も対象 にで きるため、2010

。 阿部 =淡 路編 『環境法』339頁 参照。
阿部 =淡 路編『環境法J340頁 。
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年 3月 末現在 で、全国538地 域、 7万 6555haが 指定 されて い る41。
なお、都市計画法 との調整上、都道府県 自然環境保全地域 は原則 とし
て都 市計画区域 内 の市街化 区域 内には指定 されない ことになる。 この地
域 は、土地 所有権 の特定地面の レベルの線引 きであるので、都市計画 の
線 引 きである市街化 区域 とは排他的 な関係 にあるか らでる。

5ま

とめ

自然環境保全地域 の 3地 域 は、第 1段 階 の 5地 域 区分 であるとともに、
土地利用計画 の側面 にお ける第 2段 階 の 区域 区分制 の線引 きレベル を包
含 した地域分 とい うことになる。 また公 共施設 の整備計画 の必要性 が低
い とい うことになる。 なるべ く人 に利用 させ ない 自然保護 だか らである。
環境 の保全 が 目的の地域形成計画 とい う ことになる。
したがって、2009年 の 自然 公 園法の改正 と合 わせて、生物多様性 の視
点 が もち込 まれ ることになる。 まず制度 の 目的 として、生物 多様性 の確
保 が明確 にされ るのである

(自

然環境保全法 1条 )。 海域 における環境保

全 を拡充す るため として は、従来 の海中特別地区が海域特別地 区 に改 め
られる とともに、 その海域内で環境大 臣 が指定す る区域 お よび期 間内の
動力船 の使用等 が規制対象 に追加 された (27条 )。 また、 自然環境保全地
域 の管理活動 の一環 として生態 系維持回復事業 も導入 されたのである (30
条 の 2)。

第 5款

5地 域 の要約

5地 域 を土地所 有権 の制限 との関連 で まとめる。 土地所有権 の内容 は
「特定 地 の上 下 の時空 の利用及 び処分 」 で あるか ら、客体 である特定地
(地 籍・地積)は ①特定地面、②特定地面上の時空及 び③特定地面下の時

空の 3側 面 に区別することができる。土地利用規制 とい う場合、どの側
46阿 部 ―淡路編「環境法』340頁
。

-

207 (t76)

-

法政研究 19巻 3・ 4号 (2015年 )

面の利用規制か、①特定地面 か、②特定地面上の時空か、③特定地面下
の時空かが肝要 である。
地域区分制は、国土利用計画法 に基づ く土地利用基本計画に即 し、個
別規制法に基づ く地域区分で、0)都 市地域、(2農 業地域、(3)森 林地域、
(41自

然公園地域、(51自 然保全地域の 5地 域 に区分 されている。

「都市計画法」に依 り都市計画区域 として指定された地
0)都 市地域 は、
域である。この都市地域 における土地所有権の制限は、区域区分制の「線
引き」 は、市街地調整区域 は①特定地面 の規制、市街地区域の 「ゾーニ
ング」である地域地区制 と地区計画制は②特定地面上 の時空の利用規制
である。

2)農 業地域は、「農振法Jの 目的を達成するため指定された地域 である。
この農業地域の農用地区域では、原則 として開発行為 が規制され、また
農地転用が制限されるなど、区域区分 の 「線引き」の①特定地面の利用
規制 である。

0)森 林地域 は、「森林法」により、国有林、地域森林計画対象民有林が
地域指定され、そこに保安林区域が指定 される。 この保安林区域 では開
発行為が制限されるとい う区域区分の 「線引き」 の①特定地面 の利用規
制で保安林を維持 し、自然災害の防止、水源の洒養 を図っている。
「自然公園法」 に依 り(a)国 立公園、lb)国 定公園及び
141自 然公園地域は、

(螂道府県立 自然公園区域が指定される。

(a)、

lblで

は、特別地域、海中

公園地区が決定され、一定の行為が制限されるなどして区域区分の「線
引きJの ①特定地面 を利用規制 して、公園の保全を図ってい る。(C)は 、
都道府県の条例 によ り国立公園の規制の範囲内での規制 とい う区域区分
の「線引き」の①特定地面の利用規制がなされている。
「自然環境保全法」に依 り、原生 自然保全地域、自
6)自 然保全地域 は、
然環境保全地域、都道府県自然環境保全地域を決定 し、各地域の保全の
内容、程度に勘案 して、立入制限地区、特別地区、普通地 区などの地区

-

208 (175)

-

公有水面埋立法と土地所有権
を指定 し、立ち入 り制限 とい う、区域区分 の 「線引 き」の①特定地面の
利用規制を通 じて 自然環境 の保全 がなされているが、その区域区分 は、
自然保全地域の 3地 域包含されているのである。

第 7節

地域形成計画と地方公共団体

第 1款

序

地域形成計画の核であ り基本 である都市計画は国の事務か地方公共団
「日本国憲法の下においては、広 く地方分権主義的考 え
体 の 自治事務か。
方を とり、地方 自治 を尊重 し、地方の行政 は、地方自治 の本旨に基いて
これを行 うものとすることとなり、憲法 の下に地方自治法の基本法 とし
ての地位を有す る地方自治法をはじめ、各種の法律の制定改廃によって、
ある程度に、 この趣旨を実現 した。特 に土地行政は、その性質上、土地
に密着 して行 われる行政であるため、地方 自治 に委ねられるのがむしろ
当然t・

46」

ぁる。田中二郎のこの指摘 は1960(昭 和35)年 であるが、1999

土地の利用、整備及び
年 の地方分権一括法 において、国土・地域形成 〈
保全)計 画関連法の基本分野の(1脚 市計画法、12)建 築基準法、(3)国 土利

用計画法、141■ 業関係法年において、機関委任事務が地方公共団体の自
治事務 とされ るようになった

47。

第 2款

都市計画法 の地 方分権 改革

「市町村 が 中心
地方分権 改革 の過 程では、都市計画決定 に当 たつては、
となるべ きであって、都道 府県 は広 域的・ 根幹的 な都市計画 に限定 され
るべ きで あるJと い う理念 が強調 された。 しか し、次 にみ るよ うに重要

田中・『土地法116・ 17頁 。
″ 稲本他・『日本 の土地法』 181〜 183頁 。
「地方分権 一括法 による正法令の改正」参
照。久保茂樹 「土地利用・ 都市計画」(小 早州光郎・ 小幡純子編「あたらしい地方自
治・ 地方分権J(ジ ュ リス ト増刊、201111年 5月 ))118頁 以下参照。
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なものはかな りの部分 都道府県決定 となって い る毬。

1都 道府県知事決定 に係 る都市計画 を国の機関委任事務 か ら都道府県 の
Ю
自治事務 に改めたもの 。

0)都 市計画区域の指定 (5条 1項・ 2項 )
(2)都 市計画 に関す る基礎調査 (6条 )
13)都 市計画区域の「整備、開発及 び保全 の方針」(マ ス ター プラン)
(15条

1項 1号 )

(5)市 街化区域・ 市街地調整区域 の区分 (2号 )
(6)都 市再開発方針 (3号 )

(0都 市再生特別地区、重要港湾 に係 る臨港地区、歴史的同+特 別保存
地区その他 の一定に地 区 (4号 )
(8)市 ヽふ の区域を超える広域的なもの 。根幹的なものとして政令で定

める次のもの (5号 )
① 地域地区 (市 街地 が連なっている三大都市圏の主要な市街地等
での用途地域の決定など (5号 、都計令 9条 1項 )
基幹道路、都市高速鉄道、空港など)(5号 、都計令
② 都市施設 〈

9条 2項 )

(9市 街地開発事業・ 市街地事業等予定区域の決定 (6号 ・ 7号 )

2都 週吋県知事の都市計画区域の指定及υ唾 要 な都市計画決定 の建設大
臣の認可を、国土交通大臣との協議、同意に改めた (5条 3項 、18条

3項 )。 同時に、協議・ 同意を得べ き都市計画の範囲 の縮減 と、国の

安本・『都市法概説 (第 2版 )』 39頁 。

0日 本 の土地百年研究会編「 日本の土地百年J(株 式会社大成出版 根

2003年 5月 )
「土地利用 コン トロール、開発規制 は、他 の分野にもまして規制緩和 が求
277頁 は、

められるように、 日本 の土地 問題 は新たな拡散の時代 になってい る。近年 の都市計
画法 の改正 は、地方分権の潮流 もあ り、国の計画権限を地方 に移譲す るとい う方向
に入 りつつ ある。 とくに土地利用 コン トロール については、それぞれの地域の地域
特性 を踏 まえた市町村施策の役割 を重視す る方向 に動 きつつ ある。
Jと 評価す る。
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関与の視点の明確のため、国の利害 との調整を図る関点から協議が行
われる (18条 4項 )。

3市 町村 の決定 に係 る都市計画も、知事の承認に代 えて、知事 との協
議・ 同意 を求めることとし (19条 3項 )、 後見的関与 を排するため、
広域的調整又は都道府県計画 との適合 の観点から協議が行われること
になる (19条 4項 )。

4三 大都市圏の既成市街地及び近郊整備地帯等を除き、地域地区の決定
は市町村が行 うこととされた (87条 の 2)。

5指 定都市に対 し、市街化区域及び市街地調整区域に関する都市計画の
決定を除 き、都道府県並みの都市計画権限が与えられた (87条 の 2)。

6市 町村 は、諮問機関 として市長村都市計画審議会をおき、都道府県の
都市計画地方審議会の議を得 る必要なくなる (77条 の 2)。

7開 発許可

(29条 )、 建築許可 (37条・42条・43条 等)等 の個別処分 に

関する事務 も地方公共団体の 自治事務 となる。指定都市、中核都市ヘ
の権限移譲 に加えて、特例市に対 しても権限移譲 された。

8地 方公共団体が施行する都市計画事業は、自治事務である力ヽ 公用収
用等に関わる事務であるため、従前 と同様、知事 。大臣の認可を要す
る (59条 1項 ・ 2項 )。

第 3款 建築基準法

1建 築基準法上 の事務 も機関委任事務から地方公共団体 の自治事務 に改
められた。

2

これに伴 い、指揮監督の二環 として認められて きた特定行政庁等 に対
する措置命令 は、自治事務に対する例外的関与 としての指示等 に整理
された (建 築基準法17条 )。
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国土利用計画法

1土 地利用基本計画 に関する機関委任事務 について、都道府県・指定都
市の自治事務 に改められた (9条 1項 )。 この結果、地方独自の条例
等を配慮することがよ り容易 になる2規 制区域の指定等に関して行わ
れる国土交通大臣の指示、直接執行 (13条 1項・ 2項 )及 び規制区域
における権利移転等の許可・不許可に対 してなされ うる国土交通大臣
に対する再審査請求 (20条 4項 )は 維持されている。
第 5款

農業関係法

1農 業振興 については、農業振興地域の指定

(農 振法 6条 )、 農用地区

域内の開発行為の許可 (15条 15)は 都道府県の自治事務 となる。

2農 業振興地域整備計画

(市 町村分)の 策定

(8条 )は 市町村の自治事

務 となる。

3農 地転用許可については、既 に農地法改正

(1998・

平成 10年 )に よ り

4 ha以 下の農地転用許可の権限が国から都道府県知事 に移譲され (農

地法 4条 )、 この うち 2 haを 超 える部分については、当分 の間、農林
水産大臣との協議を要す るものとされた く
附則 2項 )。

4農 地の転用許可、権利移転制限、買収手続 に関する事務等 が地方公共
団体 の法定受託事務 とされた。

第 8節

公有水面埋立法 と地域形成計画法

第 1款

序

地域形成計画法は、国土利用計画法上の土地利用基本計画の 5地 域制
を中核 として、 それに関連する、国土形成計画法、都市計画法、土地区
画整理法等の法令を、地方分権主義の観点から体系的 に概念構成 したも
のである。その地域形成計画法 の中核 である地域形成計画 の要素 は、①
土地利用、②公共施設 に整備及 び③環境 の保全 に関す る計画 である。本
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節 は、前節 での地域形成 計画法 の理解 を踏 まえ、地域形成計画 の 3要 素
が、公有水面埋立法 (以 下、埋立法 とい う。
)に どのように構成 されてい
るか、逆 に言え￨ま どのように組み込 まれてい るかを考察す るものである。

この考察 は、埋立法が地域形成計画法 の一環 としてあることを論証す
「土地利用 に関す る法律」である
ることになる。 この論証は、埋立法が、
ことを論拠づ ける。地域形成計画法は「土地利用に関す る法律」の体系
だからである。 また、知事 の埋立て承認事務 の法的性質 が、地域形成計
画法にお ける知事 と同 じ法的性質 つ ま り自治事務 として捉えるべ きとい
う根拠 にもなるのである。
次 に、地域形成計画 の要素である、土地利用計画、公共施設 の整備計
画及 び環境 の保全計画 の観点から、坦立法 の構成及び内容を考察するこ
とにしよう。

第 2款 公有水面埋立法の展開

1知 事 の埋立て免許・ 承認基準
知事の埋立て免許・ 承認基準 は理サ法 4条 1項 に 1号 〜 6号

(こ

こで

は 4号 まで)ま でに示 されてい る (法 42条 3号 による準用)。
① 「国土利用上適正且合理的ナル コ ト」
② 「其 ノ埋立ガ環境保全及災害防止 二付十分配慮 セラレタルモノナル
コ ト」
③ 「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全 二関スル国又ハ地方公共団
体 (港 務局 ヲ含 ム)ノ 法律 二基ク計画 二違背セザル コ ト」
④ 「埋立地ノ用途 二照 シ公共施設ノ配置及規模ガ適正ナル コ ト」

219宥 年埋立法の改正の経緯
埋立法 は1921(大 正10)に 制定 され、1922年 4月 8日 から施行された
ものである。特定の公有水面を埋立て、土地造成をして、埋立事業者に
土地所有権 を取得させて、農用地、工業地等を供給することにより日本
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の殖産興業に貢献することを目的 としたものである。戦前から、東京湾
沿岸 は工業用地 として埋立てられてきたのであるm。
そして、戦後、1950年 代後半からの高度成長期 に、太平洋ベル ト地帯
は、工業用地、石油 コンビナー ト用地等 として大量に埋立てられた。特
に、1960年 の 日米安保条約改定後 の岸信介内閣の退陣後、成立 した池田
「国民所得倍増計画」を閣議決定 し、1960年 代
勇人内閣 は、1960年 12月 、
の所得倍増・ 高度成長が国家戦略 となったのである。 この計画 の産業基
盤強化のための社会資本充実が重要施策 となり、四大工業地帯 (京 浜工
業地帯、中京工業地帯、限神工業地帯、北九州工業地帯)を 核 とするに
産業を重点的に立地させつつ、 これ以外にも中規模の新工業地帯を造成
整備することが必要 とされた。その立地整備が埋立による臨界工業地帯
として大工場 を要する重化学工業等が立地 した。海 に面 した工業地域が
日本 では海運 による搬入の便利さと坦立てによる敷地取得の容易さから
である。
ところが、石油 コンピナー トを中心 とした工業地帯 は海洋汚染、大気
汚染、水質汚染、騒音等 は広範囲に及 び地域住民の生命、健康等 の人格
的被害かつ生活環境被害が深刻 となり公害問題 として社会的政治的問題
となったのである。1967年 「公害対策基本法」が制定され、事業活動 に
よる健康侵害及び生活環境侵害をもたらす大気汚染、水質汚濁 、騒音等
は「公害」 として、土地所有権 に基づ く工業地 の事業活動に対 して法的
に否定的評価を受けることになる。 さらに、1970年 は、
「公害国会」 とい
われるように、水質汚濁防止法、大気汚染防止法等 が制定、改正される。
そして、公害発生源の工場地 である埋立て事業への社会的批判 が高まり、
特 に理寺地の臨界工業地帯 にある石油化学等の重化学工業等 による産業
公害 は深刻 な問題 となる。その対策 として、1973年 、埋立法の改正がさ
日本 の土地百年研究会編「日本の土地百年J(株 式会社大成出版社、2003年 5月 )
54E「 コラム :理
による工業地の形成」
。

53・

'地
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れる。そして、海洋汚染 と公害の深刻な瀬戸内海には 「瀬戸内海環境保
全特別措置法」力滞J定 され、埋立 てが厳 しく抑制された。

3 1973年 公水埋立法の改正
1973年 の公水埋立法 の改正 の主な内容 は、第 1に 、埋立ての免許・ 承

認が地方長官 から都道府県知事 に換えられたことである。第 2は 、埋立
ての免許・ 承認基準 に、① 「国土利用上適正且合理的ナル コ トJ② 「其
ノ埋立ガ環境保全及災害防止二付十分配慮セランタルモノナル コ ト」
、③
「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全二関スル国又ハ地方公共団体 (港
務局 フ含 ム)ノ 法律 二基ク計画二違背セザル コ ト」等 が追加、改正され
たのである。つ まり、環境汚染、生活環境被書に対策の発生源対策 とし
て埋立ての抑制政策 が国家政策 とな り、4条 1項 の基準 も、埋立の奨励・
積極的基準から、公害発生源 の埋立ては適正■合理的でない として、埋
立ての抑制 。消極基準 に転換することになる。その転換の内容を次に「通
達」で確認す ることにしよう。

41974年 局長通達 と埋立ての免許・ 承認基準 の性格転換
1973年 の埋立法改正を受けて、1974(昭 和49)年 6月 1日 、運輸省港

「公有水面埋立法の一部改正について」の
湾局長及び建設省河川局長は、
通達を出す ことになる (以 下、1974年 局長通達 とい う)。 この通達 に、埋
立免許・承認基準が埋立て抑制・消極基準 に転換 したことが確認できる。
「法 4条 第 1項 各号の基準 は、これらの基準 に適合 しない と免許するこ
とができない最小限度 のものであ り、 これ らの基準のすべてに適合 して
い る場合であっても免許 の拒否 はあり得 るので、埋立ての必要性等 の要
素も総合的 に勘案 して慎重 に審査を行 うこと。
」
まさに、埋立免許・ 承認基準が奨励・ 積極基準 から抑制・ 消極基準へ
転換 したことの象徴的表現 である。 ところが、 このような免許・ 承認基
準の転換が1972年 の復帰後の沖縄県では、米軍基地 による沖縄本島の18%
の占有を代替するものとして、沖縄 の 自然的特性 であるイノーの埋立て
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が奨励的・積極的になされることに留意すべ きである。つ まり、米軍に
占有された基地の代替地 として沖縄海岸線 の特徴 であるイノー等が積極
的 に埋立てられたのである。漁港整備等の埋立てを含めて、1972年 から
2014年 まで184Mが 埋立てられている。沖縄県 での埋立ては、石垣空港

建設のための埋立てに対する強い反対等もあるが、一般的 には積極的 に
評価されてきたのである。 このような、沖縄県における奨励的積極的な
埋立てに対 して、前述 のように、本土では、1973年 の埋立法改正、それ
を受けた1974年 局長通達 は公害発生源対策 として埋立てを抑制、消極的
なものとするのである。次に、その局長通達の、それぞれの免許・ 承認
基準の指針を確認することにしよう。

第 3款

土地利用計画

1「 国土利用上適正且合理的であることについてJ(法 第 4条 1項 1号 )
「①埋立てそのもの及 びヽ②埋立地 の用途が国土利用上適正且つ合理的
であるかどうかにつ き慎重 に審査すること。
」(O② 筆者挿入)
戦前の殖産興業の国家戦略のもとで公有水面を埋立 てて産業地を提供
することが合理的利用であ り、埋立地の用途 (農 用地、工業地等)は 、
埋立てを、 より合理化するものとなった。 しかし、埋立地 の用途 が工業
地、石油 コンビナー ト地 として公害の発生源 となることによって、埋立
地の用途は、埋立ての抑制 。消極的基準 として機能することになる。つ
まり、埋立地の用途 が、知事 の埋立免許・ 承認 の核心的な基準 となるの
である。言い換 えると、地域 の土地利用計画の中に、埋立地の用途が組
み込 まれることになる。 このことは、埋立地 が工業地 として公害の発生
源 となり、地域 の産業環境及び生活環境を阻害するもとなっていたから
「埋立地の用途について」項目をたて、埋
である。通達 は、次 のように、
「埋立地に用途」力 要 な機能 となることを
立法の法的仕組みにおいて、
'重
「なるべ く具体的であること」 とし、 しかも、その具体的な例
考慮 して、
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示の仕方 まで指摘する。通達の自眉 と思われるので、長 いが、その内容
をみてみよう。

2「 埋立地の用途 について」
法第 2条 第 2項 第 3号 、則第 1条 及 び別謳様式第 1関 係)
〈
「イ 法第 2条 第 2項 第 3号 の埋立地の用途 は、法第 3条 の規定 によ
る出順事項 の縦覧及 び地元市町村長の意見聴取、法第 4条 の規定に
よる埋立免許基準、法13条 ノ 2の 規定 による出願事項の変更並びに
法第29条 の規定 による埋立地の用途変更の許可等 の埋立地の用途に
関する規定 の趣 旨を考慮 して定めさせる必要があるが、なるべ く具
体的であること。
ロ イの場合 において、埋立地の用途の うち工業用途 については、
ハからホまでによるほか、少 な くとも、統計法 の規定 による日本標
準産業分類 の うち中分類によること。
ハ エ業用途 の うち、石油製品製造業用地 と、石炭製品製造用地は
区分するものとし、 また、金属製品製造業用地及 び機械器具製造業
用地 は併せ て金属機械器具製造業用地 とすることができるものであ
ること。
二 工業用途 の うち、中小企業用団地造成のための埋立てで口によ
り定め難 い ものについては、製造業用地 として用途を定めることが
できるものであること。
ホ 主たる工業用地の関連工業用地 は、主たる工業用地 と同一の用
途 として取 り扱 うこと。
へ 独立 した用途 として表示 されない公共施設用地についても免許
権者 は、法第24条 第 1項 ただし書の規定に基づ き、免許条件 をもっ
て公共帰属 させ ることができるものであること。
」
埋立地の用途 が 「なるべ く具体的であること」 の含意 がよみ とれる。
「埋立地
さらに、埋立地の環境影響 が埋立て過程の環境影響 だけでなく、
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に用途Jの 過程 か らの環境影 響 も含 まれていることに留意すべ きである。
この件 は、埋立法 では、提出願書 の事項 を定 めた 2条 3項 5号 「其 ノ他
国土 交通省令 フ以 テ定 ムル図書」 では特定 されて い ないが、則 3条 8号
で 「環境保全 に関 し講 じる措置 を記載 した図書」 とされて いる。そ して、
「
「環境保全 に関 し講ず る措置 を記載 した図書』 とは、
1974年 局長通達 は、

①埋立て及 び②埋立地の用途に関する環境影響評価 に関す る資料を含む
環境保全措置を記載 した図書あること。
J(① ②筆者挿入)。 ② は普天間飛
行場基地移設 の軍飛行場の環境影響評価を意味す ることになる。次 の環
境保全への配慮は① のことを意味す る。

第 4款

公共施設の整備計画

1公 共施設 の配置及 び規模 について
「埋立地ノ用途 二照ラシ公共施設 ノ配置及 ビ規模ガ適正ナル
埋立法は、
コ ト」(法 第 4条 第 1項 第 4号 、則第 5条 関係)と 規定す る。
この規定 は、都市計画の一環 として、 したがって地域形成計画の一環
としての埋立事業であることが確認できる免許・ 承認基準 である。都市
計画 は、①土地利用計画、②都市施設の整備及 aЭ 市街地開発事業 に関
する計画である。都市計画区域 は市街化区域 と市街化調整区域に区分 さ
れるが、市街化区域は既成市街地 と新市街地に事実上区別 される。 そし
て、都市計画 (広 義)は 、第 1に 、狭義の都市計画 として①土地利用計
画、②都市施設の整備、第 2に 、③市街化開発事業の都市計画 に区別す
ることができる。
第 1の 狭義 の都 市計画 は、既成市街地 と新市街地 の市街化区域 で、都
市計画 としての土地利 用計画及 び都市施設 の整備 (都 市計画事業)計 画
である。 土地 利用計画 は、用途地域制 と建築基準法 によ り担保 され、都
市施設 の整備事業 の公共用地確保 は個別 的 に土地収用法 に よ り実施 され
ることになる。
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第 2の 市街地開発事業の都市計画 は、市街化区域又 は区域区分が定め
られていない都市計画区域 において、宅地 と公共施設及び建築物等を一
体的・ 面的・ 総合的 に整備するものである。市街地開発事業 は、①土地
区画整理事業、②新住宅市街地開発事業、③工業団地造成事業、④市街
地再開発事業、⑤新都市基盤整備事業、⑥住宅街区整備事業、⑦防災街
区整備事業 の 7種 類がある。 これ らの事業は、一定の地域について、地
方公共団体等 が総合的 な計画 に基づ き、公共施設 の整備 と宅地又 は建築
物 の整備をあわせて行 い、面的な市街地の開発を積極的に図ろうとする
ものである。
「都市計画区域内
市街地開発事業の基本である土地 区画整理事業 とは、
の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進 を図るため、
この法律で定めるところに従 って行われる土地の区画形質の変更及 び公
共施設の新設及び変更に関する事業」〈
土地 区画整理法 2条 2項 )と 定義
「一定区域の土地 につい
される。つ まり、土地 区画整理の本質的特色は、
て宅地の区域を適正するとともに、道路、公園、広場、河川等の公共施
設 を整備改善 し、全体 として整備 された健全な市街地 の造成 を企 図 し、
一挙 に総合的にこれをなし得 るものとしたところに"」 ある。
そして、土地 区画整理事業に関する都市計画は、種類、名称及 び施工
区域 のほかに、①公共施設の配置及 υ敵
②宅地の整備に関する事項を定め
るとともに、③施 工区域 の面積 を定めるよう努 めることとされている。
この①②③ の事項 は、埋立事業計画においても必要事項である。
① 「公共施設」 とは、道路、公園、広場、河川、水路、堤防、緑地等
の用 に供す る施設 い う。注意すべ きは、② 「宅地 の整備」であるが、 こ
「公共施設の用に供されている国又は地
の定義 は一般 の用語 とは異 な り、
方公共団体 の所有す る土地以外 の土地」(法 条)を 意味す ることである。
口 田中・『土地法J133頁 。
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「宅地」 と「公共用地」 に二
つ ま り、土地 区画整理事業 における土地 は、
「宅地」は用途地域制 における居住地、商業地等 を
分 され ることにな り、

含む ことになるところ、② 「宅地の整備」 に関す る事項 は、土地利用、
街区の規模、宅地の整地等 についてその方針を定めるものである。 これ
は、狭義の都市計画における「土地利用計画Jで あるが、土地区画整理
事業 における用途地域の調整は、市開発事業地の計画計決定 とあわせて
用途地域等の土地利用に関する計画 も決定又は変更することになる。た
だし、土地利用計画 が事業計画 の内容 に左右され る場合 には、例 えば土
地区画整理事業の計画段階又 は仮換地 の指定段階等、事業の展開に合わ
せて用地地域 の変更を行 うこともで きるのである。土地区画整理事業の
内容 は、土地の区画形質 の変更、用途地域の変更及び公共施設の新設及
び変更であ り、一定の地域 を全面的に区画整理する都市計画 とい うこと
になる。
土地に関する権利 (土 地所有権、地上権、土地賃借権等)の 側面では
全面的総合的な権利調整 とな り、土地利用規制の側面では、用途地域制
の段階的再編成、都市施設 (公 共施設)の 整備の側面では、道路、公園
公共減歩、
公用換地)と 減歩 〈
等の規模、配置の適正化 となる。換地 〈
保留減歩)制 によ り、公共施設用地を確保 し、土地利用の便益を図る効
率的な区画整理を行 うものである。
第 1の 狭義の都市計画 も第 2の 市街地開発事業の都市計画 も、当該地
域 の土地所有権 の制限を意味す る。土地所有権 の制限は、土地所有権 の
二つの内容 である土地利用権 の制限 と土地処分権 の制限の両面からなさ
れる。土地利用権 の制限 は、用途地域制 と建物基準法 による規制、土地
処分権の制限は、狭義の都市計画では土地収用法 による公用収用、市街
地開発事業では減歩制 と換地制 によるものである。
以上の都市計画法による二つの都市計画 (狭 義の都市計画及 び市街地
開発事業)は 、現存す る土地所有権 を前提に、その土地所有権の調整に
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よるものであるが、新たな土地所有権 を創出して実施する市街地開発事
業が公有水面埋立事業である。市街地開発事業 は都市開発 によるもので
あるので、公有水面埋立事業も、都市計画の一環 として、土地利用権の
規制 と土地処分権の規制によるものである。都市計画 における土地利用
権 の制限 は、用地地域制 と建築基準法 によ り規制され、土地処分権の制
限 は、土地収用法、減歩制、換地制によることになる。
地域形成計画 としての都市計画 は、①土地利用計画、②公共施設 の整
備計画及 び③環境保全計画 とい うことになる。 これを公有水面埋立事業
において確認す ることにしよう。そのことによって、公有水面埋立事業
が地域形成計画 としての市街地開発事業 (土 地 区画整地事業)の 一環で
あること力毒 認できる。
公有水面埋立事業 は土地所有権の制限、調整による都市計画事業では
ない。 まだ土地は造成されていず、 したがって、土地所有権 は創出され
ていないからである。そ こで、公有水面埋立事業の出願の段階 と、その
埋立の免許・ 承認の基準に、地域形成計画 としての都市計画の内容 であ
「公共施設の整備計画J及 び「環境 の保全計画」力S
る「土地利用計画」
、
内包 して提示 されていなければならない。
まず、土地利用計画 は用途地域制が基本 であるので、出願事項に「埋
立地ノ用途」 として明示 される。土地処分権の規制 は土地収用法、減歩
制、換地制であるが、 これは、都市施設の整備に必要な土地を確保する
ものであるので、出願段階 または免許・承認基準 として、規定される必
要 がある。 この規定 が、法 4条 1項 の 4号 の 「公共施設の配置及び規模
について」 の 「埋立地ノ用途 二照シ公共施設 ノ配置及規模 ガ適正ナル コ
ト」 とい うことになる。
市街地開発事業 (土地区画整理事業)の 埋立地版 であるような内容 と
なってい る。理十てによる土地造成が知事の下での地域の土地利用計画
の一環 であることの具体的な姿 であるといえよう。まず、埋立法 レベル、
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次 に、埋立法施行規則 レベル、 そ して、局長通達、最後 に、課長通達 を
確認す ることで、埋 立法 の本質 が、知事 による地域 での土 地利用計画の
「公有水面
一環 で ある ことが認識 で きると考 える。知事 の埋立て承認 は、
の埋立てJ力 ヽ
本質 ではな く、「埋立地 の用途」、 したがつて制限 された土
地所有権 を取得 させ ることが本質 なのである。 つ ま り、埋立法 の趣 旨 は
「土地 利用 に関す る法律」 である。
「埋立地 ノ用途 二照 ラシ公 共施設 ノ配
まず埋立法第 4条 1項 第 4号 は、
置及 ビ規模 ガ適正 ナル コ ト」 と規定す るが、 その 「埋立地 ノ用途 Jは 土
地利用計画 と環境保全計画で枠 づ けられたもので ある ことが、前号 の 3
「埋立地 ノ用途 ガ土地 利用又 ハ環境保全 ニ
号 で規定 されて い る。つ ま り、
関 スル 国又 ハ地方公共 団体 (港 務局 ヲ含 ム)ノ 法律 二基 ズク計画 二違背
セザル コ ト」 となって い るのである。 この ことは、 1号 の 「国土 利用 上
「埋立地 ノ用途」 の地域 の土地利用計画 が
適正且合理的ナル コ ト」 とは、
国土利用 の基本理念 の観点 か ら、適正且合理的であるかを意味 し、知事
がその基本理念 の下で適正且合理的である と判断 し、及 び埋立 て環境保
全及 び災害防止 に十分配慮 されて いる と判断す るのである。知事が埋立
てを承認す る際 のイメー ジをよ り的確 にす るために、埋立法施工規則 (国
土 交通省令以下、限J」 で略記 す る又 はされてい る)、 1974年 局長通達、
1974年 課長通達 をみ ることに しよう。

埋立法 4条 2項 は、前述 4号 及 び 5号 に関 して必要 な技術細 目は国土
交通省令 (規 則 )で 定 めるとす る。
「公共施設 の配置及 び規模 に関す る技術的細 目」
そして同規則第 5条 は、
として、次 の ように規定す る。
「法第 4条 第 1項 第 4号 の公共施 設 の うち、道路、公園、緑地及 び広 場
並 びに排水施設 の配置及 び規模 に関す る同条第 2項 (法 第 13条 ノ 2第 2
項 にお いて準用す る場合 を含 む。)の 技術的細 目は、次 に掲 げるもの とす
る。
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一 道路 は、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案 して、
通行の安全上、環境の保全上、災害の防止上又は事業活動の効率
上適切な配置及 び規模で設計されていること。
二 公園、緑地及 び広場は、埋立地の規模、用途、区画割及 し
劇胃辺の
状況を勘案 して、環境 の保全又は災害 の防止上適切 な配置及び規
模 で、設計 されていること。
三 排水路、終末処理施設その他の排水施設 は、埋立地の規模、用途、
区画割、周辺の状況及び降水量を勘案 して、汚水及 0雨 水 を有効
に排出で きるよう配置及 び規模 で設計されていること。
」
そして、1974年 局長通達 は、 より具体的 になる。
「イ 則第 5条 第 2号 の公園・ 緑地及び広場 に関す る技術的細 目を適
合 するに当たっては、環境保全等の重要性 にかんがみ、埋立地
の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案 して、全体 として
十分 なオー プンスペースが確保 されることとなるよう運用する
こと。
口 則第 5条 で規定する公共施設以外の公共施設についても、法第

4条 第 1項 第 4号 の規定 によ り、その配置及 び規模 が適正であ
ることが必要であ り、審査にあた り十分留意すること。
」
最後 に1974年 課長通達 レベルになると、具体例 と数字 まで言及される
ことになるのである。
陳U第 5条 第 2号 の公園・緑地及 び広場 に関す る技術的細 目を適合する
に当たっては、環境保全等 の重要性 にかんがみ、埋立地の規模、用途、
区画割及 硼胃辺の状況を勘案 して、全体 として十分なオー プンスペース
が確保 されることとなるよう運用することとし、例 えば、主たる用途が
住宅用地 である埋立 てについての公園・ 緑地及 び広場 の割合 は、おおむ
ね埋立地の10パ ーセン ト以上を目途 とすること。
」
以上 から、埋立法の法的仕組みからみると、知事 の埋立て承認の本質
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は、坦立てること自体 ではな く、埋立地の用途 (土 地所有権取得)を 基
本 とした知事 が責任 をもつ地域の環境保全を配慮 した土地利用計画 (土
地所有権制限)を 承認することであるのである。これを、知事 の承認 (免
許も当然)の 法的性質 (趣 旨)は 、特定の公有水面を埋立てて土地造成
によ り造成事業者 に制限された土地所有権を取得 させ る権利を設定する
行為 (特 許)で あるとい うことになる。埋立地の用途 は特定地の利用 目
的が特定されたものとして、土地所有権の制限されたものであるからで
ある。
次 に、地域形成計画の環境の保全計画を検討することにしよう。
第 5款

i

環境の保全計画

l環 境保全への配慮 について

(法 第 4条 第 1項

2号 関係)

1974年 局長通達 は、環境保全条項に関 して、次のように達示する。
「埋

立てそのものが水面の消滅、 自然海岸線 の変更、潮流等の変化、工事中
の濁 り等 に関 し、海域環境の保全、自然環境 の保全、水産資源の保全等
に十分配慮 されているか どうか慎重に審査すること。
」
「十分配慮 されているかどうか慎重 に審査すること」 は、環境の配慮
は、理サを認める基準ではな く、十分配慮されていない とい う理由で埋
立てを抑制・ 消極的 にす る基準である。 しかし、前述 のように、沖縄県
では、国、県、市町村が、 自然豊かな沖縄の海岸線、サ ンゴ礁、イノー
を埋立ててきたのである。1972年 から、20M年 まで、184日 の沿岸部 が
県、市町村 が積極的 に埋立てて きたのである。米軍基地 に沖縄本島の18%
が占有されてきたからである。仲井間前知事の沖縄県 は、裁量 の余地 は
なく、ただ手続 きに従って承認 してきたとい うことの本音 とい うことに
なろう。そして、辺野古沿岸埋立てに反対するのは、
「埋立地の用途」力=
米軍飛行場基地であ り、埋立予定地が、沖縄の沿岸の 自然環境 が残され
た数少ないものであるとい うこと八 相乗化 して、現在 の問題状況 になっ
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ているのである。現在、この②環境配慮条項を最も大きな争点としてき
ている状況の背景 とい うことになる。そして、環境配慮の不十分さ、無
神経さが、知事の埋立て承認に対する批判の強さともなっているのであ
る。

2環 境影響評価 の導入
法律の レベルで始めて環境影響評価を導入 したのが、1973年 改正の埋
立法である。
まず第一段階で、埋立法 2条 3項 は、埋立の出願書には、国土交通省
令

0誠 U)の 定める図書 を添付すべ きとされ、その 5号 で 「其 ノ他国土

交通省令 フ以テ定ムル図書」 となっている。
次 に第二段階 として、省令 3条 でその図書は12号 まで挙げられ、 8号
に 「環境保全 に関 し講 じる措置を記載 した図書」 と特定 されてい る。
そして、第二段階 として、第二段階の省令 3条 8号 の環境保全条項図
書 に関 して、1974年 局長通達は、次のように明示 しているのである。
「
『環境保全 に関 し講 じる措置を記載 した図書Jと は、①埋立て及 び②
埋立地の用途に関す る環境影響評価 に関する資料 を含む環境保全措置を
記載 した図書であること」
。 ここに埋立法が、① は、埋立法 4条 1項 2号
の「環境保全条項」
、② は、同 3号 の「埋立地の用途Jと 二つの側面で環
境影響評価することを明示 したのである。①海 と②陸 との二面である。
その後の国 レベルの環境影響評価の展開は、1984年 の閣議決定 「環境
影響評価 の実施について」(「 閣議アセスJ)、 環境基本法 (1993年 )、 そし
て1997年 の環境影響評価法の制定 となるのである。
第 9節

小括

知事の埋立て承認 は、地域形成計画法の一環 である公有水面埋立法を
根拠法規 として、埋立事業計画者 の国 に、特定 の公有水面を埋立てて、
土地遣成 による埋立工事竣功により、国 に制限された土地所有権を取得
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させ る行為である。
地域形成計画法の一環 としての埋立法を位置づけることは、埋立法の
目的を規定 し、埋立て承認の 目的を規定するので、知事 の承認を地域形
成計画の一環 として位置づ けることになる。地域形成計画 は国土計画を
地方分権主義の観点から構成 したものであるが、地域形成計画を規定す
る国土利用計画法の土地利用基本計画は、都道府県の区域を都道府県知
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 に
地域区分 して土地利用計画を決定するものである。それぞれの 5地 域 に
関連す る法令の体系上の概念が地域形成計画法である。 5地 域 は個別規
制法規の諸計画により指定されるが、 この 5地 域 の諸計画を包括的 に抽
象化 したのが地域形成計画 である。 したがって、 その諸計画 は、地域形
成計画の各種計画 (都 市計画等)と な り、埋立法が地域形成計画法の一
環 であるとい うことは、埋立事業計画は都市計画 と同 じように地域形成
計画の各種計画 とい うことになる。
この地域形成計画の要素は、土地利用計画、公共施設の整備計画及び
環境保全計画である。地域形成計画の中核である都市計画の土地利用計
画の単位 は土地の用途である。土地の用途でゾーニングする用途地域制、
区域区分制では用途地域が指定される市街化区域、用途地域が原則 とし
て指定 されない市街化調整区域、そして、13用 途地域の詳細化、街区の
特性 に合わせたきめ細 かい地区計画 も基本は用途地域の下でなされる。
「埋立地
その土地利用計画の単位である「土地の用途」は埋立法では、
ノ用途」 として、出願、免許・ 承認基準、免許・承認の告示、埋立て用
途変更の承認、土地所有権取得後の埋立地の用途変更の認可等 の要素 と
「埋立地ノ用途」 は埋立法の背骨 となっているのである。埋立法の
な り、
「埋立地ノ用途」のための土地造成 によ り制限された土地所有権
目的は、
を取得 させ ることに目的があるからである。 したがって、その 「埋立地
ノ用途」は免許・承認基準 (埋 立法 4条 1項 、42条 3項 )の 中心 となる
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のである。 まず、1号 要件 の 「国土 利用上適正且合理的ナル コ ト」 の判
断要素 とな り、 3号要件 の「埋立地 ノ用途」 と「土地利用計画J及 び「環
境保全計画」 との適合性条項 では判断基準 そのもの とな り、 4号 要作 は、
「埋立地 ノ用途」 が公共施設の整備計画 を規定す るのである。
地域形成 計画 の中核 で ある都市計画 は「土地の用途」を単位 とした「用
途地域制」 を基本 としてい る。埋立法 も地域形成 計画 として 「埋立地 ノ
用途 Jを 基軸 とした法的仕組み となって い るのである。

地域形成計画の要素は、①土地利用計画、②公共施設の整備計画及 び
③環境保全計画である。この 3要 素は、埋立法では、免許・承認基準 (4
条 1項 1号 〜 4号 、42条 3項 )に 表れ、①土地利用計画は、 1号 要作の
「国土利用上適正且合理的ナルコ ト」
、3号 要作 の「埋立地ノ用途」の「土
地利用計画」及 び 「環境保全計画」 との適合性条項 に規定 されてい る。
②公共施設 の整備計画 は、 4号 要件 で「埋立地ノ用途 二照 ラシ公共施設
ノ配置及規模ガ適正ナル コ ト」 と規定されてい る。③環境保全計画 は、

2号 要作 の環境保全条項、 3号 要件 の「埋立地ノ用途」 と「土地利用計
画」及 び「環境保全計画」 との適合性条項 に規定 されてい る。
要するに、埋立法は地域形成計画法の一環 として、地域形成計画 の単
位 となる「土地の用途」 は埋立法では 「埋立地ノ用途」 として埋立法の
基軸 となり、地域形成計画の要素である土地利用計画、公共施設の整備
計画及 び環境保全計画は、理立法の目的規定同様 の、免許・ 承認基準の
要件 として規定 されてい るのである。
このように埋立法は、公有水面を埋立てて、土地造成す る地域形成計
画 そのものであるが、他の地域形成計画 と違 う点 は、既存 の土地所有権
の客体 である特定地上の時空の利用規制ではな く、理立後 の土地所有権
を、土地所有権 が付与 される前 に、その土地所有権を制限するとい う地
域形成計画である。つ ま り、埋立法は、土地所有権 の付与 (特 定地面)
と制限 (特 定地面上の時空の利用規制)を 同時 にするものである。土地
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区画整理事業 が都市計画の花であ り、特定地面 の整備 と特定 地上の時空
の利用計画 で あれ ばt埋 立事業 は、特定地面 の造成 と特定地面上の時空
の利用 規制 とい うことになる。言 い換 えると、 土地 所有権 が付与 される
前か ら制 限 された土地所有権 で地域形成計画 を決定す るのである。

戦後 の1945〈 昭和20)年 か ら1998〈 平成 10)年 までの埋立地面積 が
2140.12回 (国 土交通省)と い う広大な理十地が遣成 さオヽ 一方で日本 の

高度成長 の基盤 となり、他方で深刻 な公害を生みだしたのであるが、埋
立法は「土地利用 に関する法律Jの 中心を占めていたのである。
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第 4章
第 1節

知 事 の埋 立 て承 認 の法 的性質 論 の展 開
総説

公有水面埋立法は、知事の免許又は承認 とい う行政処分 により、特定
の公有水面を埋立 てて、土地を造成 し、その埋立事業者 に埋立地の土地
所有権 を取得 させる実体的及 び手続的 な事項を定 めた法律である。公有
「埋立法」 とする。
水面埋立法 (以 下、
)は 、国以外 の場合 を「免許」(同
法 2条 1項 )と し、国 による場合 は「承認」(同 法42条 1項 )と して区別
している。国 による埋立ては承認 として区別 してい ることは、私人 によ
る埋立てに対する免許 とは異なる法的性質 であるとして承認の法的性質
論が理論的に問題 となる。
この知事の承認の法的性質論 に関 しては、非埋立権説、埋立権説及び
土地所有権取得権説が対立 している。 この承認の法的性質論 は、次の 3
場面で、解釈論 と判断基準 に違 いが出て くる。第 1に 、取消訴訟の訴訟
要件 の 「処分性」 の判断、第 2に 、同 じ訴訟要件である 「訴 えの利益」
の判断においてである。第 3は 、本案審理 となる免許・ 承認基準 (法 4
条 1項 。42条 3項 準用)の 解釈 においてである。
本章 は、その学説、判決例 の展開を検討するものである。学説、判決
例の展開を考察する論点 は次の 5点 である。 5論 点 は、各学説、各判決
例を検討する上でポイン トとなる論点であるので、 5論 点すべてで、検
討するものではない。
第 1に 、知事の承認の法的性質 は何 か、つ まり「埋立権」又は 「土地
特許)か 、それとも行政処分 ではない
所有権」を取得 させ る行政処分 〈
か、である
第 2は 、国の機関相互の行政処分 はどうなるか。埋立法の制定時 は国
の機関相互の関係 (組織法)だ から「組織法」として「承認」 としたが、
その承認を行政作用法 の場面 に移 したらどうなるかである。
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第 3に 、国 は土 地所有権 をもつ ことがで きるのか。国 と私人 は同 じ土
地所有権 を取得 す るか。
第 4に 、地域形成 計画法 の一環 として埋立法 を捉 えてい るか。埋立法
は、公有水面の 「埋立てに関す る法律」 か埋立地 の 「土地利用 に関す る
法律」 か、 どちらの側面 を本質的 なもの と捉 えて い るか。

第 5は 、知事 の承認の法的性質論が、取消訴訟の訴訟要作の① 「処分
性」
、次 に②狭義の 「訴えの利益」 の判断、そして、本案審理 となる③
「法的瑕疵J判 断基準 となる「免許・ 承認基準」をどのように解釈するか。
以上の 5つ の観点 から、知事の承認の法的性質 に関す る理論 (法 的性
質論)を 検討することにする。
まず、非埋立権説の展開を検討する (第 2節 )。 次 に、埋立権説の展開
を検討 し (第 3節 )、 そして、土地所有権取得権説の展開を考察する (第

4節 )最後 に、本章 の小括 とする
第 2節

(第

5節 )。

非埋立権説の展開

埋立ては公有水面を所有する国の権限行使であ り、知事 の埋立て承認
は、国のなす埋立工事が公有水面の管理上何 らかの支障を生ずるもので
あるか否かを知事の判断にまかせ ようとする趣旨にすぎないか ら、知事
の承認により、国の理十権又 は土地所有権取得を設定す る行為ではない
とする理論が非埋立権説である。 したがって、知事の承認に 「処分性」
はな く、 また埋立竣工後 に知事 の承認が取 り消されて も、知事の原状回
「訴 えの利益 はないJと い うことにな り取消訴訟 は却
復義務 はないので、
下 されることになる。以下、埋立法の制定時から現在までの展開を概観
することにしよう。
第 1款 i921(大 正10)年 段階―「公有水面埋立法逐条理由」(立 法者意D
1921年 は、埋立法が成立 した年 であるが、その立法者意思である「公
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「逐条理 由」 とい う。)で は、次 の ように
有水面埋立法逐条理 由」(以 下、
説明 して いる

1。

国 による理立ては知 事 の承認 を受 けるべ きだ とす る埋立法42条 に関 し
て

、

「本条は国に於て埋立 を為 さむとする場合の手続及ι
嘩 用条文を定めたり
イ 承認 とあるは国の機関相互 の関係なるを以て免許の語を避 けり
口 国の機関の行為なるが故に竣功認可を受けしめす単に地方長官 に
通知することを以ってたることとせ り
ハ 国の工事 に付 ても第 7条 第 8条 を準用 したるは此等の規定 は権利
者を保護す るのみならず先取特権者抵当権者 をも保護する規定 な
れはな り
二 第14条 の準用 については地方長官の許可を受 くるに代へて之に通
知するを以って足 ることとせ り
ホ 国が埋立の承認を受けたる場合 に於 いては埋立を為す権利 か之に
依 りて生するに非さる故に之を私人に譲渡す ることを得す私人 か
免許を受けて発生する埋立を為す権利 も亦国 に移転するを得す国
は埋立を為す権利の主体たるを得 されはな り」
。
この 「逐条理由」の第 1の ポイントは、免許ではな く承認 としたのは
「国の機関相互の関係 なる」からとする。国の機関相互の関係 は組織法 の
場面で規定 したことになるが、免許 は行政作用法 の場面であるので、承
「承
認を行政作用法の場面 に移すと免許 になる。行政作用法 の場面では、
認」は免許 とな り、私人の免許 と同じことになる。私人 (免 許)も 国 (承
認)も 埋立 て事業者 に制限された土地所有権 を取得させ、産業地 (坦 立
地の用途)の 供給 を目的 とするものとして法的性質 は同じであるからで
ある。そして、行政作用 の場面 では、私人 も国も「免許」 であるが、 こ
1「

公有水面埋立法逐条理由」(三 善政二「公有水面埋立法 (問 題点 の考 え方)J(1970
年、 日本港湾協会〉収録 1970年 )291頁 。
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の免許 は、特定主体 に埋立地の土 地所有権 を取得 させ る処分 で あるか ら、
「特許Jと い う ことにな る。 つ ま り、
「免許」 も 「承認」 も 「特許」 の行
政処分 とい う こ とになる。以下、承認 を、 その まま用 い るが、行政作用
法 の場面 では、特許 で あるとい うことを合意 して い る。
「逐条理 由」 は、埋 立法の 目的 を 「土地 利用 に関す
第 2の ポイ ン トは、
「埋立 に関す る法律」 とみて い るか。言 い換 えると、
る法律」 とす るか、
知事 (地 方長官 )の 埋立 て免許又 は承認 を埋立 事業者 に土地所僣権 を取
得 させ る行政処分 とみ るか、後 でみ るように、免許 と区別 して、知 事 の

承認 は 「埋立工事 が公有水面の管理上何 らかの支障を生ずるものである
か否かJの 判断 にすぎないか、 どの見解を採 っているかである3埋 立法
を根拠法規 として免許も承認も在るからである。埋立権及 び土地所有権
の権利を付与する根拠は、法律 による行政の原理 の要請においては、知
事 の免許又 は承認にあるのではなく、その行政処分 の根拠法規である埋
立法にあるのである。つ ま り、埋立事業計画者 が埋立権及 び埋立竣工 を
停止条件 として土地所有権を取得するのは、埋立法の根拠法規に基づ く
免許又は承認だからである。 したがって、本質的に言えば、法律 による
行政の原理の要請の下では、免許又 は承認する主体が国であるか知事で
あるか、また埋立事業計画者が国か私人かで法的性質 に違 いは生 じない
のである。
それでは、埋立法 の 目的は何か。帝国議会 における「提案理由」で確
「食糧問題等 ノ解決 ノ為 二耕地 ノ造成等
認することがで きる2。 つ ま り、
国家 ノ事業 トシテモ、又民間ノ事業 卜致 シマシテモ、 …港湾ノ設備 フ要
2こ の 「提案理由」は、三本木健治 「
公有水面埋立法の改正 とその史料的回顧J(自
治研究50巻 第 7号 1974年 、以下、三本木・『公有水面埋立法 の改正Jと 略記する。
)

「公有水面埋立法 が制定された背景の 1つ には、大 正 7年 の米路動
26頁 に掲載され、
の衝撃 があるといわれ る (「 日本土木史大正編 」
)。 その当時の埋立に関する認識を示
すものとして、帝国議会における例府の提案理由説明は、次のようになされている」
として提示する。

-
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シ、工場 ノ敷地、宅地等 ヲスルノ必要」である。長 いが、埋立法の目的
を合意する提案理 由の説明をみることにする。
「…時勢 ノ進展 二伴 ヒマシテ埋立フ計画致ス者ハ著 シク増カロシテ参 リマ
シタ…大正 7年 二於キマシテ免許致 シマシタル埋立地積ハ、明治42年 ニ
於テ免許 シタル者ハ約 8倍 ノ増加 フ示シテ居ルヤウナ状況デア リマス、
而 シテー面ニハ申ス迄モナク食糧問題等 ノ解決 ノ為二耕地 ノ造成等国家
ノ事業 トシテモ、又民間 ノ事業 卜致シマシテモ、其 ノ方法ナル コ トハ申
迄 モナイコ トデアリマスガ、尚ホ此ノ土地ノ発達、商工業 ノ奨励 二連 レ
マシテ、港湾 ノ設備 フ要 シ、工場 ノ敷地、宅地等 ヲスルノ必要 ガ、益 々
此数年間二必要 ヲ感ジテ参 ツタャウナ次第デゴザイマス、サウ云 フ風 ニ
埋立事業ハ益 々緊切必要 フ加 へ来 タリマス」 と提案理由を述べ る。
「耕地 ノ造成J、 「工場 ノ敷地」
「宅地J等 のための埋
埋立法の目的は、
、
立の必要 とい うように「土地利用 に関する法律」を志向するものであり

3、

権利 レベルでは、土地利用の 目的が特定された土地 (輝 十地)の 用途 (耕
地・工場敷地・ 宅地)と して制限された土地所有権 となるので、免許又
は承認の法的性質は制限された土地所有権 を取得させ る特許 となる。
第 3の ポイン トは、私人に譲渡するような「埋立を為す権利」(llH市 権)
は生 じていない とい うのである。知事の埋立て 「承認」(行 政作用法 の場

'三 本木・「公有水面埋立法の改正」27・ 28頁 は、1974年 段階での埋立法の機能 と実
「昭和20年 、一朝にして国土の約45%を 失 った我
積 を次のように積極的 に評価する。
国 は、た くましく国土の復興 に着手 し、 しかもなお世界 の驚異 ともい うべ き経済成
長 をなしとげたが、その間 にあって、平和的に領土を拡張する方法、 すなわち埋立
が行われた実積 は、戦後27年 間 に総面積 11万 2716ha、 (国 土の約03%)、 うち農用地
4万 5022ha(構 成比399%)、 工場用地 3五邸 7ha(同 338%)、 住宅用地4117ha
(同 37%)、 公共施設 その他用地 2万 5521111a(同 226%)と なってお り、 これ を実施
主体別 に見れは 国 3万6685ha(構 成比325%)、 公共 団体 6万2080ha(同 551%)、
その他 1万3961ha(同 124%)で ある。国自 ら行 ったものは、 ほとんど農業千拓で
あ り、公共団体 の行 ったものは、 その大部分 力ヽ 都道府県の行 う地域開発の手段 と
しての分譲用 の埋立である」 とす る。都道府県の埋立 は「地域開発の手段 」である。
言 い換 えると、本稿 の問題意識 で言え底 「地域形成計画」 とい うことになる。
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面では特許)は 「埋立地の用途」に制限された土地所有権 を取得させ る
行為であ り、承認 によ り埋立権 を生 じさせるのではない。国は一般的 に
公有水面を所有する (法 1条 )が 、制限された土地所有権 を取得 させ る
ためには、その客体 である埋立地の用途 (工 場敷地筈)の 土地造成 のた
めに特定の公有水面の埋立工事をしなければな らず、その意味での、公
有水面を所有することから派生する権利 としての埋立権 は制限された土
地所有権 を取得させ る 「承認」に包含 されているが、私人 に譲渡できる
「埋立を為す権利」ではない とい うことである。国は国有財産を自由には
処分で きないか らである。 したがって、公有水面 の所有権 には埋立てを
して、公有水面を放棄する権利 は含 まれていないのである。国は、埋立
法を根拠法規 とする承認 によ り、埋立をすることがで きるのである。私
所有権 と公所有権の区別 を一般論 として、国がもつ埋立権 は、私権埋立
「私人か
権ではなく公権埋立権を想定 していたと思われる。したがって、
免許を受けて発生する埋立を為す権利も亦国に移転するを得す」 となる。
「国 は埋立を為す権利 の主体たるを得 されは」 だからである。
注意すべ きは、知事の埋立て免許 と承認の 目的つ まり法的性質は同 じ
とみていることである。知事の承認は「埋立工事が公有水面の管理上何
らかの支障を生ずるものであるか否か」を判断することではないのであ
「埋立の目的」(旧 埋立法 2条 2項 3号 )と して、埋立地の利用 目的で
る。
制限された土地所有権を取得 させ ることによって、富国強兵の下での殖
産興業の寄与を目的 としたのである。国 による埋立地も最終的には、民
間の耕地・ 工場地等 になるからである。

第 2款

戦後の1953(昭 和28)年 段階―内閣法制局意見

非埋立権説は、戦後の1947(昭 和22)公 布の新憲法の下で も維持 され
る。1953(昭 和28)年 12月 23日 付け港湾局長通知 「公有水面埋立法に関
する疑義 について

4」

において、知事の承認によって埋立権 が設定 される

-
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のではない とす る非埋立説 が内閣法制局意見 として示 されて い る。埋立
法 の立 法者意思 を示 した 「逐条理 由Jの 解釈論す なわ ち、第 1に 、何故
免許 ではな く承認 としたか、第 2に 、国 は埋立 権を取得 するかの論点 に
関 して、 内閣法制局 の見解 が示 され るのである。以下 に、 その法制局意
見 の内容 を確認す るこ とに しよ う。

「公有水面に対する支配権は、①それを公所有権 とよぶかどうかは別 と
して、公有水面を直接排他的 に支配 し管理する機能である」 とい う前提
「公有水面埋立法第42条 1項 は、
『国二於テ埋立 フ為サム トスル ト
を立て、
キハ当該官庁都道府県知事 ノ承認 フ受クヘシ』 と規定 してい るが、その
法意は、②当該官庁 のなす埋立工事が公有水面 の管理上何 らかの支障を
生ずるものであるか否 かを都道府県知事の判断にまかせ ようとすること
にあるのであつて、右の都道府県知事の承認の性質 を埋立の免許のそれ
と同様 に解 し、③承認によって『埋立 フ為ス権利』力S設 定されるものと
解 してはならないであろ う。けだ し、国は、右に述べたような④公有水
面 に対する支配権に基 づいて公有水面の一部 につ き適法に埋立をなしう
るのであ り、国以外の者 がなす埋立の場合 と異なって、埋立をなすため
に特 に、
「埋立ヲ為ス権利』を取得することを必要 としない と解 されるか
らである

(177・ 178頁 )。 」

第 1に 、私人 の埋立ては知事の免許 により埋立工事竣功 (認 可)を 停
止条件 として私人 は土地所有権 を取得するが (法 24条 1項 )、 国の埋立て
は、知事 の承認 によ り埋立工事竣功を停止条件 として、同 じ土地所有権
を取得するのであろうか。戦前 は、行政財産、特に公共用財産の所有権
の性質をめ ぐって、私法の適用を全 く否定 し、専 ら公法の適用を受ける
公所有権 の対象 として理解 しよ うとする公所有権説 と、私法 の適用を肯
定 し、私権 の対象 とな りうべ きものとする私所有権説 と対立 していた。
4国 土交通省港湾局埋立研究会編『公有水面埋立実務便覧

会、1995年 、2002年 全訂 2版 )慶象

-

177・ 178頁 。
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公所有権 説 は、私人 の土地所有権 と国 の土地所有権 は異 なる次元 の土地
所有権 で、土地所有権 を持 っているのは私人 だけであ り、市民社会 の上
に国家 が位置す る国家観 を前提 として い る。明治憲法下 では合理 的な所
有権 の捉 え方である。 しか し、市民社会 の中 に市民社会 の公共 の福祉 を
担 うもの として国家 を捉 える民主主義国家観 では、市民社会 での権利、
特 に土地所 有権 は、市民社会 で も国家 でも同 じ土地所有権 であ り、 その
土地所有権 を私人 が持 つ場合 には私有地、国家 が所有す る場合 には国有
地であ り「国有 とは、 国 が権利 主体 であるとい うだけで J、 土地所有権
の 内容 は同 じであるとす るのが基本 で ある。
そ こで、戦前 の国家観 か ら戦後 の国家観 に原理的 に転換 したことによっ
て、戦後 の所有権概念、特 に土地所有権 は公所有権 と私所有権 に質的 に

区別 できないことになるはずである。 この論点 に関 して、内閣法制局意
「① それを公所有権 とよぶかどう
見 は、1953年 段階で、結論を先送 りし、
かは,Uと してJと い う表現 をとる。 しかし結果的内容的には、新憲法下
では、基本的に公所有権 は存在 しえないので、公所有権 も私所有権も、
土地所有権概念 としては同 じになる。それが市民社会 の民主主義の原理
だからである。1960年 、 この問題 を田中二郎 は考察 し、行政行為を権力
作用、管理作用 に区別 し、土地行政、 したがって、土地所有権 を管理作
用に位置づけ、土地公法を土地私法の特別法として位置づ けたのである。
。
「実務上 は、国有財産についてのすべての所有権 は、
そ して、現在では、
私所有権説の立場 に立脚 して理解 されている 。
7」

「逐条理由」と内閣法制局意見 は
第 2に 、承認の法的性質論 に関 して、
5建 部和仁編『固有財産法精解

(平 成 6年 改訂)J(大 蔵財務協気 1994T、 以下、建
部編・『国有財産法精解 Jと 略記する。
)300頁 。
6田 中二郎『土地法 (法 律学全集 15‐ ■)』 (有 斐閣、196149月 、以下、日中・『土地法J
と略記する。
)J15頁 は「土地に関する公法的規律 (土 地公法)は 、正に、土地に関する
私法的規律 (土 地私法)に 対する特別法の地位をしめるべ きものと考 えるべ きJと する。
7建 部編・『国有財産法精解』31111頁 。
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異なっている。② は富国強兵 の下での殖産興業の一環 としての産業地 の
供給 の法政策 (埋 立の目的により制限された土地所有権の付与)と して
のjE十 法に否定的で、知事の承認の趣 旨 (法 的性質)を 、F当 該官庁のな
す埋立工事が公有水面 の管理上何 らかの支障を生ずるものであるか否 か
を都道府県知事 の判断にまかせ よ うとすること」 にお くのである。知事
の免許又 は承認の 目的が殖産興業の二環 としての産業地 の供給 (「 距サの
目的」 して表現されている)と して市J限 された土地所有権 の付与の特許
とい う行政処分 であったものから「埋立工事 が公有水面 の管理上何 らか
の支障を生ず るものであるか否か」の文字通 りの行政処分 ではない「承
認」 とい う都道府県知事 の判断に縮減 されたのである。 これでは、取消
訴訟では訴訟要件の 「処分性 」 に当たらず却下 となる。
「逐条理由Jで の「承認」 は、組織法 の場面で 「国の機関
このことは、
相互 の関係 なるを以て免許の語を避 け」たに過 ぎない ものが、同 じ「承
認」を行政作用法上 の 「承認」に再定義 してい るのである。そうすると、
承認の目的 (法 的性質)も 、制限 された土地所有権 を取得 させ る行為か
「当該官庁のなす埋立工事が公有水面 の管理上何 らかの支障を生ず る
ら、
ものであるか否かを都道府県知事 の判断 にまかせ ようとす ること」 にな
るのである。承認 の法的性質の質的転換である。
第 3に 、埋立法の趣旨

(目

的)を 「土地の利用に関す る法律」を志向

するものから公有水面の 「埋立に関する法律」 として捉える。
承認 の目的 (法 的性質)が 「公有水面の管理上何 らかの支障 を生ずる」
「埋立の目的」(耕 地、工場敷
かにあるとした場合 には、理サ法の趣旨は、
地、宅地)供 給 のために埋立 てとい う 「土地利用 に関す る法律」志向か
「埋立に関する法律」 に純化す ることになる。
ら、
さらに言えば、1921(大 正10)年 成立 した埋立法 の 2年 前、1919(大
正 8)に 成立 した旧都市計画法 の都市計画区域 を用途地域制、つ まり土
地の用途 を①居住地域、②工業地域、③商業地域、④ その他の地域に区

-
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分す ることによ り、都市計画 区域 の土地 利用規 制 を した 「土地の用途」
が 「埋立の 目的 (埋 立地の用途 )Jと して、埋立法 に浸透 してい くのであ
る。 その用途地域制 は、戦後、都市計画法 と建物基 準法 と相 まって都市
計画 区域 の市街地区域 での土地利用規制 の根幹 とな り、 その詳細化 が都
市計画法の展開 ともい えるもので ある。 そして、 1973年 改正の埋立法 の
基軸 となるのが 「埋立地の用途 」 で ある。 つ ま り、「埋立地の用途」 のた
めに特定 の公有水面 を埋 め立 てて土 地造成 をす るとい う埋立地 の 「土地
利用 に関す る法律 Jと して改正 したのが1973年 埋立法である。
第 4に 、国 は埋立権 を取得 するかの問題 である。 この問題 は、取消訴
訟 において、訴訟要件 の 「処分性 」 と 「訴 えの利益 Jに 関わる論点であ
る。私権 としての埋立 権の取得でなければ、
「処分性 」 はな く、 また、知
事 の承認 が違法 で取 り消 された場合 には国 は埋立 ての原状 回復義務 を生
ず るはず で あるが、 国 の埋立てが埋立権 に依 るのではな く、公有水面 の
所有権 に依 るとすれ ば、埋立 てが国 の権利 の行使 であるので、原状 回復
義務 は生ぜ ず、原状回復 を訴 えの利益 とす るな らば、訴 えの利益 はない
ことにな り、取消訴訟 は却下 となるのである。

この問題 に関 して、内閣法制局意見は、
「③承認 によって『埋立 ヲ為ス
権利』が設定 されるものと解 してはならないであろう」結論する。そし
て、その理 由を、国は、
「Э公有水面 に対する支配権に基づいて公有水面
の一部 につ き適法にIII十 をなしうるので」あ り、
「埋立をなすために特 に、
『埋立 フ為ス権利』を取得することを必要 としない と解されるからである。
」
「逐条理由」 とは異なっている。
「逐条理由」は私人に譲渡で
ここでも、
きる私権としての埋立権 は取得できず、また、私権としての埋立権を譲
「国は埋立 を為す権利の主体たるを得されはなり」
受することもできない。
からである。国 は承認 によ り土地の所有権取得のために、埋立 てする こ
とができることになるが、 この権利を私権 として譲渡又 は譲受 できない
のである。国 の権利 には、譲渡の 自由を原則 とする私権 は基本的には存
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在 しない か らである。 ところが、内閣法制局意見 の埋立 権 は、国 も私権
をもつ こ とが で きる こ とを前提、 それは国有財産、土地 の場合 は国有地
となるが、私権 としての埋立権 が発生 しない とい うのである。なぜ なら、
国 は 「④公有水面 に対 す る支配権 に基 づいて公有水面 の一部 につ き適法
に埋立 をな しうるのであ り、国以外 の者 がなす埋立 の場合 と異 なって、
「埋立 ヲ為 ス権利』 を取得す ることを必要 としな
埋立 をなすために特 に、
い と解 され るか らで ある。」。「逐条理 由」 は、
「埋立 を為す権利 か之 (承
認 )に 依 りて生す るに非 さる」 として 「生 する」 かを問題 とす る。承認
の効果 として私権 としての埋立権 が発生す るかを問題 として い るのであ
「特 に、F埋 立 フ為 ス権利 Jを 取得す
る。 これに対 し、内閣法制局意見 は、
「必要 としない」 とす る。承認 の
「特 に」
ることを必 要 としない」 として、
法律効果 の論点 か ら、埋立行為 が違法 になるか どうかに論 点 をす り替 え、

「④公有水面 に対する支配権に基づいて公有水面の一部 につ き適法に埋立
をなしうる」 とするのである。 このような論点のす り替 えは、内閣法制
局意見 が、知事 の承認の法意 (法 的性質)を 「②当該官庁 のなす埋立工
事が公有水面 の管理上何 らかの支障を生ずるものであるか否かを都道府
県知事の判断 にまかせ ようとすることにあるJと するからである。 この
承認 の法意からは、何 の法的効果 も生 じないのである。内閣法制局意見

の致命的な誤解 は、公有水面の①所有権から公有水面の①直接排他的支
配 と誤解釈 し、⑪岨立を適法になし得 るとした。そもそも① の所有権 は、
① のような自由な処分権の所有権ではない。公有水面は公共用物であり、
そこに漁業権者が在 る場合 には、国は自由に処分できないのである。①
の所有権 は、私的所有権の① の所有権 ではないのである。つ まり、埋立
「逐
権を授権しなければならないのである。それが埋立法の承認である。
条理由」の承認 と「内閣法制局意見」の承認 とは 「似て非なるもの」の
典型であるといえよう。
なお、知事の承認が「週ヤエ事が公有水面の管理上何 らかの支障を生

-
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ずるものであるか否か」 の判断にすぎない とすれば、知事 は承認を取消
し他の私人の埋立 申請者 に免許を与えても、国は、知事を批判する根拠
はないことになる。知事 の承認により埋立 申請者 の国 には何 の法的効果
は発生 していないか らである。そこで、内閣法制局見解 は、次 のような
理論を展開するのである。
「都道府県知事は、国のなす埋立について一たん承認を与えた以上、当
該官庁が埋立 をなす意思を持続する限 り、公有水面の当該部分 について
国以外の者 に埋立の免許を与えることができないが、当該官庁がその意
思を放棄 した場合 には(そ の承認を撤回し、国以外 の者 に埋立の免許を
与 えることがで きると解 してよい。
」 とする。知事の国に対する承認は、
「埋立工事 が公有水面の管理上何 らかの支障を生ずるものであるか否か」
「当該官庁が埋立をなす意思を持続する限 り、公
の判断 に過 ぎないのに、
有水面 の当該部分 について国以外 の者 に理十の免許を与えることがで き
ないJと い うことになるのだろうか。承認 によ り、国 に何 らかの法 的効
果 が発生するから、その承認の効果が知事を拘束すると考えるべ きであ
ろ う。 ここに も、内閣法制局意見 は解釈論 として破綻する ことになる。
私権 としての埋立権 は発生 しないが、公権 としてのJE十 権 は発生 してい
るから (そ うでないと埋立は違法 となるから)、 その効力が地方長官 (知
事)を 拘束す ることになる「逐条理由Jと 内閣法制局見解 とは異なるの
であるし
内閣法制局意見は、埋立法の目的を「埋立てに関する法律Jと して捉
えたものである。
このような内閣法制局見解 は、後述す る、1954(昭 和29)年 に土地所
有権取得権説 を展開 した山口・住田説が発表されたにもかかわ らず、以
後、内閣法制局見解が支配的見解 となってい く。
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1970(昭 和45)年 段階一 三善説8

埋立法の1973(昭 和48)改 正 の 3年 前 の見解 で ある。後述 の住 田・ 山
口説 の土 地所有権取得説 を踏 まえた上での非埋立権説の踏襲 で ある。

「国の為す埋立機能は、①一般私人 の場合 と同様 に埋立法 に由来する
「埋立を為す権利』 として把握すべ きものなのであろうか。換言すれば、
そのことは、国 と雖 も埋立法に基づいて免許権者から相当の処分 をうけ
ることによって付与される機能 なのかどうか とい う、問題である。
」

￨

「結論 は F否 Jで ある。何故 なら￨ム 公有水面は、元来、国の所有に属
し、国の独占的支配下にある。②国 は、その管理権、支配権の作用 とし
て当然 に埋立 を為す権能 を保有するもの と考えねばならない。従 って、
国が国の機関たる免許権者 から行政処分をもって『埋立 フ為ス権利Jを
設定 して貫 う必要 はな く、 それ以前 に、管理権乃至支配権 の作用 として
埋立を行 う機能をもつ ものと解 される。
埋立法は、斯 かる見地か ら免許でな く、
「承認Jを 受けさせ ることとし、
竣功認可については、確認行為を要せず 『竣功の通知」 をすれば足 りる
としているのである。 これらは、埋立を為す国と免許権者 とは、相互 に
国の間柄であるとして事務処理 をさせ ようとする意図にでたものである
と考えられる。(一 方、権利説 の立場では、承認す る国を行政権の主体 と
しての国、出願する国を公企業の主体 としての国であると観念 して両者
の相互関係 を説明する。
)9」
この三善見解 は、内閣法制局意見 を改めて踏襲 したもので、理論的 に
は、同じ見解 である。
まず第 1に 、土地に関する権利で私権 と公権の区別 を前提 とするかの
問題 に関 して、
「①一般私人の場合 と同様 に埋立法に由来する F埋 立を為
8三 善政二「公有水面埋立法 (問 題の考え方
)』
善・「公有水 面埋立法Jと 略記する)。
9三 善・『公有水面埋立法J233頁 。

(日
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す権 利』 と して把握 す べ きものJか 、 と問題 を設 定 して い るので、私権
と公 権 の 区月Uは な く、私権 を基 本 とす る立 場 を とって い る。

「②国 は、
そこで第 2に 、国 による埋立ての根拠 は何 かが問題 とな り、
その管理権、支配権の作用 として当然に埋立を為す権能 を保有する」点
に置 くのである。
そうすると、第 3に 、知事 は何を承認す るのかが問題 となり、国の埋
立ての根拠が、公有水面 の 「管理権、支配権 の作用 として当然に埋立を
為す権能を保有する」点 にお くことから、論理的に、承認 は 「埋立てを
為す権能」の行使 である「埋立工事が公有水面の管理上何 らかの支障を
生ずるものであるか否かJの 判断 とい うことになる。都道府県知事の承
認をうけることにした趣 旨ついて、次 のように述べ る。
「基本的に、わが国の埋立行政は免許権者の規律するところに委ねる制
度を採 る。従 って、埋立 に関す る限 りは、先ずもって免許権者にコン ト
ロールせ しめなけれ ばならない筈である。 この意味で、国であるからと
い う理由で免許権者の埋立調整機能を排除することは失当であり、公有
水面の管理上 からも多 くの支障が生ずるであろうことは今更多言を要 し
ない ところであろう。国 といわず、私人 といわず埋立に関する限 りは免
許権者の監督 に服すべ きである。斯様な観点から、国 と雖 も埋立を為す
場合 には、免許権者の立場を尊重 して水面 に何 が行われているかの現状
を把握せ しめることが必要であり、 その目的で承認にかからしめる制度
を創設 したと解 したものと解する。国 が専管する公有水面 に対 しては、
当然 に、埋立を為す権能 が包含 されてい るけれども、国 と雖も埋立を為
Ю
す以上 は免許権者 の統制 を無視す ることはできないのである 」
。
内閣法制局見解 と同じ内容 とい うことになる。 しかしながら、知事の
承認 は、管理権に基 いてなされるのではな く、埋立法を根拠法規 として
Ю三善・『公有水面理立法」233・ 独 頁。
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なされるのである。そ して、 その根拠法規 にもとづ く知事の免許又 は承
認 は事業計画者 に土地の用途で制限された土地所有権 を取得 させ るとこ
ろに、産業地の供給 とい う埋立法の目的があるのであ り、埋立はその土
地造成の手段 であ り、埋立 てを免許又は承認する点にはないのである。
免許・ 承認の根拠法規は埋立法 自体 なのである。法律 による行政の原理
の要請である。 とくに、公有水面の支配権の作用から当然に埋立を為す
権能を導 き出 していることは、公有水面の支配権 には、そのような権能
は法による行政の原理 の下ではあり得ないのである。
この後、1973(昭 和43)年 に、埋立法 は改正 されるn。
第 1に 、地方長官が都道府県知事に換 えられる。
第 2に 、埋立て免許出出願を公衆の縦覧等に供する (法 3条 関係)。
第 3に 、従来漁業権者等に水面権利者 との関係でのみ覇東されていた
知事に裁量行為に、法 4条 1項 の免許・承認基準 に 1号 の国ILFJ用 上適
正■合理的条項、 2号 の環境保全配慮条項 と、 3号 の埋立地の用途 の上
地利用計画考慮条項、 4号 の公共施設の整備条項 が追加され、新たに法
的な霧束 を加えた。
この追加によ り、埋立免許・ 承認基準 が改正以前の埋立ての奨励・ 積
極的基準 から抑制・ 消極的基準 に転換する。それは、埋立地の大規模な
石油 コンビナー ト等 の産業公害による環境汚染 による周辺住民 の深刻な
健康被害 と生活環境被害、並びに埋立て 自体及 び大量 な工場廃水による
海洋汚染等を国土計画上の危機的状況 と認識 したからである。
第 4に 、埋立地の竣功認可後10年 間 は、土地 に関す る権利 を制限 し、
用途 と異なる利用は知事の許可を必要 とし、その許可基準を定めた (法
27条 〜29条 関連)。

第 5に 、無免許埋立工事者 に知事の原状回復義務 なしの追認制度 を廃

H=本 木・『公有水面埋立法の改正」28・ 29頁 、改正点の要点に関 して、第 3点 の評
価 は筆者。ただし、第 1点 は記述なし。
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止 した (法 36条 関係 )。
第 6に 、50haを 超 える埋立 てに関 しては、 主 務大 臣 の認可 に際 して、
環境保全 の見地 か ら環境庁長官 の意見 を求めるべ きとした。

第 4款 1995(平 成 7)年 、2002(平 成14)年 段階―建設省見解12
「免許に代わる承認」
建設省見解は、逐条解説で、42条 1項 関係 として、
の下で、
「国が支配 し、管理する水流又は水面を埋立てるのは、国に本来
備わっている権限であるから、免許ではな く承認としている。
」(139頁 )
と解説 している。1973年 の埋立法が改正された後も、同 じ理論構成 して
いることになる。公有水面の「所有権」 はいわゆる「所有権」ではない
のである。そもそも排他的に支配できないからである。そして、それは、
次の免許・ 承認基準の捉え方に端的に表れる。
埋立法 4条 1項 1号 の免許・承認基準である「国土利用上適正且つ合
理的なること」に関して次のように提示 している。
「①

日本三景等の古来からの景勝地 における埋立、

② 環境保全上重要な地域に等 における埋立、
③ 良好な住宅地の前面の工業用地造成 目的の埋立等である」〈
①②
③筆者挿入)に 1頁 )。
この 3基 準は、① と② は、埋立の免許・ 承認は公有水面の埋立が目的
の判断である。 これに対 し、③の表現は、基準自体 は異 なるが、①②の
基準 にそうようにしている。非埋立権説の知事の承認は、公有水面を埋
立てるための承認であるところ、その承認基準も公有水面の管理上の障
害があるかの判断基準 となるので、公有水面の埋立ての範囲の基準 とな
り、① と②基準がでて くるのである。しかし、現実 には、埋立の承認は
産業用地の供給にあり、それが行き過ぎたために深刻 な産業公害が日本
認建設省河り‖局水政課監修「公有水
面埋立実務 ハン ドプックJ(1995年、きょうせ い、
2002生 F」 と
言
r2月 反)。
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社会 の深刻 な社会問題 とな り、 その公害発生源対策 として、埋 立ての抑
制・ 消極化 が政治的要求 とな り、国土計画 の レベルで、1号 の国土 利用
上 の適正且 つ合理性要作、 2号 の環境保全の配慮要件 と 3号 の埋立地の
用途 が国又 は地方公共 団体 の土 地利用計画 との適 合性要件 が追加 された
「埋立地 の用途」 とい う制限 された土地
ので ある。埋立 の免許・ 承認 は、
所有権 を産業用地 として地域 の産 業開発 を目的 としたものである。 つ ま
り、埋立 ての免許・ 承認 は水面 を埋立てる目的ではな く、制限 された土
地所有権 を取得 させ るための承認 であるので ある。 しか し、非埋立説 は、
公有水面 を埋立 て ることを目的 とす るので、 それに規定 された 「国土利
用上適正且合理的ナル コ ト」 の基 準 は、単 に公 有水面 に限定 され、①②

の基準 となり、③ も「良好な住宅地の前面の工業用地造成 目的の埋立等」
「工業用地」 とす る 「埋立地の用途Jの 視点 は全 く欠落す
なるのである。
るのである。 ここに、非埋立権説 が破綻す ることになる。
このことは、取消訴訟 の免許・ 承認の違法性の判断基準 として、非埋
「埋立地の用途」力S判 断対象 とならず、埋立ての問題性が判断
立権説で、
対象になるにすぎない。 なぜならば、知事の承認 は、公有水面 の管理上
障害 になるかの判断 にすぎないか らである。 ここでも、非埋立権説は、
現実 の埋立て及 び埋立地の用途 から生ずる社会問題に対応できないこと
になる。裁判 をそのような問題 に限定す る理論 を裁判所 が採用するなら
は 裁判所 は不要 とな り、裁判所の権威は失墜することになる。
したがって、免許・ 承認の違法性の判断には、埋立地の用途 が、その
判断の対象 とならざるを得 ない。 これは、承認 の法的性質 を土地所有権
取得権説 とする必然的な結論 である。

第 5款 2012(平 成 14)年 段階― 岩国埋立て訴訟の山口地裁判決

1判 決 の概腰
国による埋立に対する知事の承認の取消訴訟 が岩国埋立て訴訟である。
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埋立法2条 1項 の知事の承認の法的性質論 に関 して、第一審 の山口地裁
判決

(山

口地裁2012年 6月 6日 )Bは 、国の埋立権を否定 し、広島高裁 の

控訴審判決 (広 島高裁2013年 11月

13日

)は 、埋立権説

(埋 立権 の定義 は

土地所有権取得権説)を 採用するとい う全 く反対の見解 を採用すること
になる。判決の論点 は、第 1に 、理十法42条 1項 の知事の承認の法的性
質論、第 2に 、同法42条 3項 が法35条 を準用 していない理由、そして、
結論 として、第 3に 、国の原状回復義務 の有無が問題 となる。
第一審判決 は、① の知事の承認の法的性質に関して、埋立ては国が「本
来的 に公有水面を直接排他的に支配する権能」 に基づ くものであ り、知
事の承認 は「知事が海面に対 して有する機能管理権 との調整上の兼合 い」
によるものであ り、② 「埋立承認が取 り消されて同承認 の効力が消滅 し
たとしても、国 は法的 に原状回復義務 を負わない」から準用 しないので
あり、 したがって、③ 「3項 において前記条項を準用 していないか ら、
埋立て承認の効力が消滅 したとしても、国 は原状回復義務を負わない と
するのが 自然 な解釈」 とい う結論 になる。

2知 事の理サて承認の趣旨

(法 的性質)

山口地裁判決は、第 1の 埋立法42条 1項 の知事の承認 の趣 旨 (法 的性
質)に 関 して、
「国がなす埋立ての場合 には、法42条 1項 において『国二於テ埋立 フ為
サム トスル トキハ 当該官庁都道府県知事 ノ承認 ヲク受 クヘシ』 として、
都道府県知事の承認 で足 りるとす る。 この趣旨は、①国 は、本来的 に公
有水面を直接排他的 に支配する権能を有 しているから、国がなす埋立て
の場合 には、国に本来備わっているこの権限 に基づいて埋立てを行 うこ

B第 一審判決の判 旨は、本田博利 「公有水面埋立法における国の原状回復義務の有
無について (意 見書)」 (愛 媛法学会雑誌 第 巻第 1・ 2号合併号、2014年 3月 、以
下、本田・「意見書」 と略記す る。)119頁 以下 による。判決全文 は、TKC LEX/
DB2548213参 照。
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とになるので、 国以外 の者 が行 う埋立てには都道府県知事 の免許 が必要
だが、国 のなす埋立 てにはそれを要 しない とい うべ きところ、都道府 県
知事が海面 に対 して有す る機能管理権 との調整上 の兼合 いか ら都道府県
知事の承認 を要す ることとし、都道府県知事 に対 し承認基準 を満 たすか
否 かの判断権限 を与 えた ことにあると解 され る。
」
ここでは、第 1に 国 による埋立てが免許 によるのでな く、何故承認 な
「国 は、本来的 に公有水面 を直接排他 的 に支配する
のかの論点 に関 して、
権能 を有 して い るか ら、国 がなす埋立 ての場合 には、国 に本来備わ って
い るこの権 限 に基 づいて埋立てを行 う ことになる」 か らとす る。 それで
は、何 を承認す るかの論 点 に関 して、

「②都道府県知事が海面に対 して有する機能管理権 との③調整上の兼合
いから都道府県知事の承認を要することとし、都道府県知事 に対 し承認
基準を満たすか否かの判断権限を与えたJと する。 これは、 これまでの
内閣法制局意見の承認 と同 じ内容である「埋立工事 が公有水面 の管理上
何 らかの支障を生ずるものであるか否かJの 判断である。
本判決 は、承認の趣旨を国の公有水面の埋立て権能 (① )と 知事の海
面管理機能 (② )と の 「調整上 の兼合 い」(③ )と してお り、 いずれも
「公有水面」 の埋立て権能 と「海面」の管理機能で、
「埋立地の用途」 は
「埋立地の用途」を免
承認の判断 の対象 となっていない。 したがって、
許・ 承認基準の基本 とする法 4条 1項 に適合 しないことになる。

3埋 立法42条 3項 の法35条 の非準用の理 由
次 に、第 2の 、本作 の 「訴 えの利益」 の存否を規定する法42条 3項 が
法35条 の準用 していない ことについて、
「国がなす埋立ての場合 には、法43(マ ・
マ

)条 3項 において法35条 1

項を準用 していない趣旨は、単 に、立法当時、国の判断 と都道府県知事15
本田・「意見書J■ 9頁 「42条 3項 の誤 りJと 指摘。

b本 田・「意見書」120頁 「立法当時は国の機関 としての地方長官Jと 指摘。
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が相違す ることが想定 されて い なかった とい う ことに とどまらず、前記
の とお り国以外 の者 が行 う埋立て と国 がなす埋立ての場合 に、①竣 工通
知 によ り埋立地 の所有権 は当然 に国 に生ず ることとされ、都道府県知事
には竣 工の有無 に関するなん らの検査 権限・ 義務 も認 め られて い ない こ
とに照 らせ ば、国 がなす埋立 ての場合、埋立承認 が取 り消 されて同承認
の効力 が消滅 した として も、国 は法的 に原状回復義務 を負わない と解す
るのが相 当である。J
この見解 は、 これ までの非埋立権説 と同 じである。 これ までの非埋立
権説 は、承認 によ り埋立権 は発生せ ず、公有水面 の所有権 の権限 として
埋立 て工事 が適法 であ り、 したがって、埋立地の造成 もその成果 で あ り、
「①竣工通知 によ り埋立地 の
公有水面が埋立地 に姿態変化 したにす ぎず、
所有権 は当然 に国 に生 ず ること」 なるのである。
しか し、現埋立法 4条 1項 (42条 3項 )の 免許 ̀承 認基準 によ り、埋
立て承認の段 階 で、埋立 竣 工 を停止条件 として土地所有権 を取得 させ る
権利 が設定 されてい るのであ り、埋 立 て承認 の取消 しによ り、失効 とな
り、原状回復義務 が生ず ることになる。
141国 が原状回復義務 を負わ ない理 由

第 3に 、知事の承認 の法的性質 か ら35条 の準用 がない とす る論理 は次
の ようになる。
「公有水面埋立法の建前 によれば、国 がなす埋立 ての場合 に埋立て承認
の効力 が消滅 して も、 国 は原状回復義務 を負わない と解 す るのが相 当で
ある。すなわ ち、公有水面埋立法 は、国以外 の者 が行 う埋立 ての場合 に
は、埋立 て免許 の効力 が消滅 した場合 に埋立権者 が原 状 回復義務 を負 う
ことを規定 して い るの に対 し (法 35条 1項 )、 国 がなす埋立 ての場合 に
は、法43(マ マ

)3項 にお いて前記条項 を準用 してい ないか ら、埋立

本田・「意見書J120頁 「42条 3項 の誤 り」 と指摘。

‑248 (135)一

公有水面埋立法と土地所有権
て承認 の効力 が消滅 した として も、国 は原状 回復義務 を負わない とす る
のが 自然 な解釈 である。」

17)3項

非埋立 説 を とる場合 には 「法43(マ マ

に おいて前記条項 を準

用 して い ないか ら、埋立て承認 の効力が消滅 した としても、 国 は原状回
復義務 を負 わない とするのが 自然 な解釈 で ある。
Jと なるのであ る。
「本件訴訟 においては、 まさに『国の なす埋立てに
この却下 に対 して、
ついての承認J力 S『 違法 Jに 行 われたため、国民 が、裁判所 に対 し、 そ
の F取 消』を求 めて い る事案 で あ り、
『却下J=裁 判の否定 は許 されない」
Bが
とい う批判
でて くることになる。
この 山口地裁半U決 は非埋立権説の論理的展 開 で ある。

第 3節

埋立権醜の展 開

理十法は、埋立ての申請者 に対 して知事 による免許・ 承認の行政処分
によ り、①埋立権 と、②埋立地の土地所有権を取得 させ る権利 を設定す
る実体規定及 び手続規定である。 このように、埋立法を理解するのは、
知事の免許・ 承認を権利の取得 と捉える権利説の立場である。 この権利
説 は、埋立て申請者が知事の免許・ 承認 によ り取得する権利 は何かに関
して、埋立権説 と土地所有権取得権説に区別 される。

第 1款 1979年 段階―阿部説
埋立権説 は、知事 の免許・ 承認 によ り、①埋立権 を取得 し、国以外の
場合 は埋立工事竣功認可の告示 (埋 立法22条 2項 )、 国の場合 は工事竣功
の通知 (法42条 2項 )に より土地所有権 を取得す るとい う理論である。
理寺権説を輝す法 の性格から位置づけたのが、阿部泰隆の報告論文「公

′本田・「意見書」120頁 「42条 3項 の誤
り」 と指摘。
B本 田・「意見書」

-
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Ю
有水 面埋立 て と法 」 で あ る。

0)阿 部説 は、まず埋立法の性格 を次のように規定する。
「埋立法は元来、埋立てを私人のイニシアティプに委ね、造成された埋
立地を私有地 とする私有財産制度 に基づ く制度をとっているわ けであ り
ます。国家 はこれに対 して、埋立免許制度を通 じてコン トロールを加え
ることができますが、国家自身が埋立事業をするものでも、埋立ての将
来計画を立てるものでもあ りません。公有水面埋立法は、埋立ての事業
法でも、埋立計画法でもない。埋立法 は、単 に水面を陸地化するとい う
ことに関する手続法にすぎない、→種の開発許可法であ ります」(102頁 )。

(2こ のように埋立法を「一種 の開発許可法」とみて、その埋立免許の性
質を次 のように規定す る。
「埋立免許制度、埋立免許の性質をみますと、埋立てを適正ならしめる
ためにコン トロールする法律である。 これは、国民共通の財産で ある公
有水面あるいは海浜地の自由使用を廃止 して、特定人に廉価 で払い下げ、
その独占的使用に委ねるものであ りますから、法学上、公物の自由使用
の廃止 と特許 といったような二重性格 を持ってお ります」〈
102頁 )。
13)そ して、埋立法が大正10年 以来、50年 以上適用 してきた理 由を次のよ

うに述べ る。
「この法律がこれだけ長 い間、時代の要請 に応 じて適用 してきたとい う
理由は、実務担当者 によれば、 この法律が元来、手続法であって、埋立
ての実体面の変化 に影響 されることが少なかった。 また埋立免許 は自由
裁量 とされて、時代 の要請 に応 じて柔軟に運営することができたことに
よるものです。従って、埋立法 とい うのは、天下 の名法であると賞賛 さ
れてきたとい うことであ ります」〈
102・ 103頁 )。

D阿 部泰隆「公有水面埋立てと法」

(『

(有 斐閣、1976年 10月

近代的土地所有権・入浜権 〈
土地問題双書 6)」

)99頁 以下。 なお本稿 でのう1用 文後 の頁 は本書 の頁。
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(41し か し、 この 「天下の名法Jが 、高度成長時代 に 「天下の悪法」 とな

る と本質的批判 をす る。
「 しか しなが ら、実 はこの天下の名法 とされ る埋立法の特色 が同時 に高
度成長時代 に、開発優先 と海 の利権化 を許 して、埋立規制 の役割 を果 た
し得ず、 もっぱ ら埋立促 進法 であるかの ごとき欠陥 を露呈 し、国土総汚
「埋
染 をもた らした天下 の悪法 となったのであ ります」(103頁 )。 従 つて、
立 ては善」 か ら 「埋立てス トップ」 へ と考 え方 を転換す べ きだ とす る。
15)そ して、次 のような流れ の中 で、1973年 埋立法 改正 を次 のように規定

す る。
「公有水面埋立法 は、そのような機運のもとに昭和48年 に改正 されたわ
けですが、 それはあ くまで環境汚染 と埋立ての利権化防止 の観点か らな
されただけで、埋立法が水面 の陸地化 に関す る手続法 で あ り、埋立ては
善 であるとい う基本的 な発想 自体 には、変更 は加 え られ なかったのであ
ります」(103頁 )。
ここに埋 立権説力理 論的 に完成 した ことになる。
「公有水面
そ して、阿部説 は埋立権説 の定 義 を、免許 の場面 におい て、
埋立法 による埋立 免許 は埋立 権、同 じく竣功認可 は土地所有権 を与 える
(公 水 16条 ・ 17条・ 24条 )20」

と定義 す る。

一般的 には、権利 説 の 中では、埋立権 が採 られて い る。阿部説 が埋立
権説の法的根拠 として挙 げて い る埋立 法 16条 が、埋 立の 「免許」 を受 け
た者 は知事 の認可 (法 文 は許可)を 受 けなければ 「埋立 フ為 ス権禾U」 を
他人 に譲渡す ることはで きない と規定 し、 また、同法 17条 は、埋 立ての
「免許」 を受 けた者 の相続人 はその被 相続人 の有 した 「埋立 ヲ為 ス権利」

阿部泰隆「行政法解釈学 IJ(有 斐閣、2009年 、以下、阿部・
『行政法解釈学 IJと
略記する。
)212頁 は、 この定義 を権利の創設 の項 で 「行政活動 が私人の権利 を生 じ
させ るかどうか、 は法令や事柄の性質 によ り異なる。権利 を付与す る制度 を挙 げる
とJと して、その例 の中での定義 である。 この定義 の背景 が前述 したものである。
2。
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を承継す ると規定 し、 さ らに同法24条 は、埋立免許 を受 けた者 は、埋 立
て工事の竣功の告示 (22条 2項 )「 ノ 日二於 イテ埋立地 ノ所有権 フ取得 ス」
(24条

1項 )と 規定 して い るか らである。

そ して、阿部説 は、埋立法 を次の よ うに総括す る。
「海浜埋立 がか くも盛 んに行 われた理 由 は、法 シス テムが大量低廉供給
を可能 に したか らである。 よ り詳 し く言 えば、根拠 となって い る公 有水
面埋立法 は、海浜埋立 による国土の造成 を書だ とす る、 自然 が余 ってい
て、貧乏だ った時代 の発想 の まま安易 に埋立 免許 を与 え るシステ ム を引

きずってお り、経済的 には、埋立免許料 は造成された地価の 3%(し か
も自治体 は無料、公水施行令17条 )で 、陸地を取得す るよりも安価 にか
つ抵抗 なくまとめて広い土地を取得できるように、埋立促進的な色彩 を
a」

帯 びてい るからである 。
「埋立法は、単に水面を陸地化
このように阿部説 は、埋立法 の性質を、
す るとい うことに関す る手続法 にすぎない、一種 の開発許可法」 とし、
埋立免許制度 を「埋立てを適正ならしめるためにコン トロールする法律」
とするところ、埋立の免許の法的性質 は「埋立権」を与える特許 とする。
「埋立地の用途」
この阿部説からは 「埋立地の用途」は除外されている。
「埋立促進法」
「国土開発優先主義」
「埋立ては善」の
に徴表 している、
、
、
埋立法は 「天下の悪法」であり、否定 されるべ きだからである。
このような阿部説からは、 4条 1項 1号 の「国土利用上適正且合理的
「埋立地の用途」より「埋立て」力S基 本 となるので、
ナル コ ト」の解釈 は、
次のとお りとなる。つ まり「埋立地の用途」の地域での 「土地利用計画」
ではなく、公有水面の陸地化 とい う「埋立てそのもの」 の判断となる。
「埋立てとい うのは、元来、埋立地の利用による公益の増進 と、自然環
境の破壊 などのマイナスとのバランスの上に立って、埋立地の利用によ

a阿 部 ・ [行 政法解釈学 I』
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る公益の増進 の方がプラスになる場合 にのみ認め られるのであ りますか
ら、免許にさい しては埋立地の利用 がどのようになされるかとい うこと
が重大な関心の対象 となり、審査 されるのは当然であ ります」(106・ 107頁 )。
この考えは埋立地に限定された、その上での 「用途」の公益の増進の
視点である。地域の中での 「埋立地の用途」 の視点 は除外 されることに
なるのである。従 って、第 1号 の要作は次のとお りとなるのである。
「第 1号 は余 りにも抽象的 。一般的なので、判断基準 として役 に立っか
どうか、私 は大変疑わ しい と思 い ます。改正法関係資料 によりますと、
国■ll」 用上適正かつ合理的なことにはならない例 として挙げ られている
のは、何人 も埋め立てることの疑わしい と思 うような、例 えば天ノ橋立
を埋め立てるとい うようなものでありまして、 これでは役 に立ちませんJ

.

(107頁 )。

このような 1号 の捉 え方 は、理め立てた埋立地 で考 えるからであ り、
「国土利用上」 と、
「埋立地ノ用途Jが 「国土利用上適正且合
1号 要件 は、
理的ナル コ ト」 と地域の中で、地域形成計画 の下での 「埋立地ノ用途」
を対象 として、俯政的 に 「国上の均衡ある発展」 の観点から判断するも
のである。 この視点が弱 いのが埋立 権説 の特徴 である。 この埋立権説 は
阿部説 によって確立 したことになる。
「埋立てス トップ」 の機能 としては効
このような埋立権説、阿部説 は、
「埋立地の用途Jを 「国上の均衡ある発展」の基本理念 が
果的であるが、
埋立法 4条 1項 1号 に表れた 「国土オU用 上適正且合理 的ナル コ ト」 の理
念的 なコン トロール機能を滅却することになる。まさに「天 ノ橋立」を
埋めることをス トップさせる機能 こそ八 1号 要件の本質的な機能である。

第 2款 2012年 段階一本田説
本田説 は、阿部説を受けて明快 に、知事 の承認 の場面でも、埋立権説
を次のように定義 し、説明している。
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0)知 事 の理十て承認の法的性質
「国 とても都道府県知事の埋立「承認』 を受けて『埋立権者Jと な り、
埋立工事が完了すれば『竣功通知』 により土地所有権を原始取得 して国
有地 となすものである。 このプロセスは私人 による埋立 と全 く同一であ
り、節 日となる処分の過程において『承認J、 「通知』 とい う『特例Jが
設けられているにすぎない ことに注意する必要がある。 もちろん、免許
の基準 (4条 )も 同一である。
端的に言えば、キセルの両端 に国が埋立てを行 う場合 の講学上の「処
分Jの 特例 が置かれているだけで、 キセルの両端を結ぶ手続・ 内容 は私
人 と異なることがな く同等の法的立場で埋立を行 うものである。違法な
埋立てに対す る「原状回復義務」も国に特例 =免 除を認 めることな く、
同等 に課せ られるものである″」
。
「承認」 が埋立 権を付与す る点 にある。そ して、
この本田説の特徴 は、
「竣功通知」 によ り原始取得 し「国有地」 となる。免許も
土地所有権 は、
「逐条理由」のように耕地、
「埋立権」 を付与するのである。
同 じ構造 で、
工場敷地、宅地 の供給 のために土地所有権 を与えるのは 「免許」 または
「承認」ではない。
「私法上の所有権を取得するには『国の行 う埋立てが、
埋立権に基づ くものJで あるとい う率直で明快 な解釈 がどうしてとられ
ないであろ うか23」 にみ られるように、埋立権 に基づ くのである。
(2)埋 立法の趣 旨

(目

的)

それでは、埋立 権を付与できる根拠 はどこにあるのであろ うか。本田
説 は、次のように、知事の海の管理権限に求めている。
「海 の埋立てについて絶大 な権限を有 している山口県知事の役割 に着 目
し、今後急 ピッチで進行するであろう埋立工事にス トップをかけるため
22本 田・
『意

見警J136頁 。

23本 田・ r意 見書J170頁 。山口・住田説を

根拠 としているが、山口・住田説は後述
するように、承認を「土地所有権を取得させる権利を設定する行為」というように、
ヽことに注意すべきである。
承認の射程距離力鉱 ヽ
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の法 的 な方策 を探 ることが肝要 である。 そもそも、知事 に与 え られた海
の管理権 限は、船舶 の航行、漁業・ 水産振興、 レクレー シ ョンな どさま
ざまな価値 をもつ海 の利用 を調整す るために県民 か ら「信 託』 されたも
のであ り、貴重 な海面 の埋 立てが許容 され るのは、県民全体 の利益 と直
結 し環境保全上 も問題 がない例外的な場合 に限 られ るのである24」 。
そ して、次 の ように、公有水面埋立法 を性 格づ けるので ある。
「公水法 は、広域 にわた る行政 の責任者 としての都道府県 知事 に対 し
て、県域 の大 きな要素 をなす海域 、 とりわ け沿海域の総合 的 な管理・ 利
用のための重要 な法 的 コ ン トロール手法 として埋立 ての免許権限 を付与
してい るのである｀
J。

これ は、 まさに、埋立法 を公有水 面 の 「埋立てに関す る法律」 に概念
規定 したものである。 その意味では、問題意識 は全 く別 で あるが、内閣
法制局意見、 三 善説、岩 国訴訟第 一審判決、控訴審判決 と同 じ見解 とい
うことになる。
この埋立 法 を 「埋立てに関す る法律」 とす る捉 え方 は、承認 の基 準 で
ある 4条 1号 の 「国土上適正■合 理的ナル コ ト」 の半J断 要素 に 「埋立地
の用途 Jの 比重 が弱 くな り、 また 3号 の 「埋立地 ノ用途 J、 4号 の 「埋立
地 ノ用途 J位 置づ けが問題 となる。埋立法 は 「埋立地 ノ用途」 を基 軸 に
「埋立地 ノ用途」 で ある耕地、工 場敷地、宅地等 の産 業
構成 されて い る。
地 を安定的に供給 す るために創 られた法律 だか らである。
埋立法 を公 有水面 の 「埋立 てに関す る法律」 とす ると、 13条 の 2の 埋
立地 の用途 変更 に対 す る知事 の承認 の対象 が形式化 され ることになる。
それが、次の岩 国埋立訴訟 の広 島高裁判決 である。
「また、確 かに、埋立地 の用途 の変更 の承認に当た って環境保全条項 を
24本 田博利「基地インクニの

行政法問題J(成 文堂、2012年 、以下、本田・「基地イ
フクニ』 と略記す る。
)136頁 。
あ 本田・『基地イフクニ』 148・ 149頁 。
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含 む承認 が準用 され る結果、埋立 ての動機、埋立地 の具体 的な利用計画
を勘案す る必 要 があることは否定 で きない。 しか し、既 に述 べ た とお り、
埋立法 は公 有水面 の埋立 て を規律 した法 律 であって、埋立地 の利用 につ

いて規律する法律 ではない。加 えて、環境保全条項の文言 が① 『其 ノ埋
立ガ環境保全及災害防止二付十分配慮セ ランタルモノナル コ トJ、 ②『埋
立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全 二関スル国又ハ地方公共団体 (港 務
局 ヲ含 ム)ノ 法律 二基ク計画 二違背セザル コ トJと い うものであること
からすれば、環境保全条項 の趣 旨は、③埋立工事そのものの問題点や、
④埋立地の用途 自体 と法律 に基づ く計画 との整合性を確認す ることにあ
るとい うべ きであって、埋立ての動機や埋立地の具体的な利用計画 その
ものを対象 とするものではない。
」
埋立法を「埋立てに関す る法律」 とした論理的帰結 である。

第 3款 2013年 段階=広 島高裁判ガ

6

最近、岩国埋立訴訟において、前述のように山口地裁判決 は、2012年 、
非埋立説を取 ったのに対 して、広島高裁判決 は、2013年 、埋立権説 を採
用する。

1知 事 の承認の趣旨 ̀法 的性質
山口地裁判決 は、国がなす埋立に対する知事の承認の「趣旨は、国は、
本来的に公有水面を直接排他的に支配する権能を有 してい るから、国が
なす埋立ての場合 には、国 に本来備わってこの権限 に基づいて埋立てを
行 うことになるので」
、承認により国に輝十権を設定す るのではないとす
「処分性」 はない。
る。 したがって、
これに対 して、広 島高裁判決 は、次 のように、明快 に、埋立権説を展
開 し根拠づ ける。
25広 島高判

(平 成25年 11月 13日

訟務月報第59巻 第12号3003頁 )。
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「国が行 う埋立てについての都道府県知事の承認の法的性質につ
まず、
いては、②公有水面を現実に管理する都道府県知事が埋立て工事の実施
主体である国に対 して、特定の公有水面を埋立てて土地を造成 し、竣功
通知の日において当該実施主体に理立地の所有権 を取得 させる権利 (埋
立権)を 設定する行為 と解するのが相当である27」 。
そして、非権利説 の法文上の根拠 とされてきた「埋立法 1条 は公有水
面 が国の所有 に属す る旨を規定するものの、 ここでい う国 とは、公権力
としての行政権限 を行使す る主体 としての国 とい うべ きであって、国が
行 う埋立てについての都道府県知事の承認の名宛人である、埋立事業の
実施主体 である国 とは異 なるから、埋立事業の実施主体 である国が、埋
立法 1条 の公有水面 に対する所有権を有するものと解することはできず、
それゆえ、公有水面 を現実 に管理する都道府県知事の承認により埋立権
の設定をうけることで、初 めて特定の公有水面の埋立工事 を行 うことが
可能 になるとい うべ きである。
」

2埋 立権説の論拠
こうして、法文上の重要な非埋立権説 の論拠 を崩 して、次に、埋立法
の法的仕組みの観点 か ら、埋立権説を根拠づ けるのである
まず第 1の 論拠 は、知事の免許 と承認の判断基準等が同 じ枠組みない
し基準に基づいているという点である。埋立法では「国が行 う埋立ての
承認手続 きにおいて、国以外の者 による免許申請の場合 に求められる記
載事項及 び添付図書 についての規定 (2条 2項 、 3項 )や 、免許申請 さ
れたときの可否の判断基準 (4条 )に ついての規定が準用 されてお り (42
条 3項 )、 国が行 う理サてについての判断基準 は国以外 の者 についての免
η 埋立権 を最終的に 「埋立地の所有 を取 させ る権利
権
得
Jと して、 これ までの埋立
権 より拡大 していることに注意 する必要 が ある。 つ まり、 これ までは、一般的 に、
①承認 によ り埋ゆ立て工事の権利 としての埋立権 が設定され、②竣功認可の告示又
は通知 によ り土地所有権の取得 がなされるとしていた。 この埋立権 ―① +② の見解
は、埋立法の趣 旨 (目 的)を 「週十てに関す る法律 Jと して捉えるからである。
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許 の場合 と同 じ枠組み ない し基 準 に基 づい てなされ、 かつ、都道府県知
事 が国 とは異 なる独 自の立場 での裁量 に基 づ き、埋立免許 ない し承認の
付与 を判断す るもの とされてい る。」
次 に、第 2の 論拠 として、知事の承 認後 の権能 を通 じて知事 の承認 に
「都道府県知事 は、国 が
含 まれ る公有水面 の独 自の管理権 限 を指摘す る。
行 う承認 したあ とも、埋立法42条 が準用す る埋立法 13条 の 2に よ り、埋
立地 の用途、設計概要 の変更の承認権限 を有 してい る。 これ らの規定 は、
埋立 ての主体 が国 であった としても、埋立工 事 として公有水面 に何 が行
われて い るのか、都道府県知事 に現状 を把握 させ その上で埋立工事が都
道府県知事 による公有水面の管理上支障を生ず るか否 かを判断 させ る機
会 を付与 したもの と解 される。」 これは、公有水面 の支配管理機能 をもつ
国 とは別 の知 事 の独 自の権 限を付与 したものであ り、国 の事務 に吸収 さ
れない、知事 の独 自の承認 とい うことを意味す る。
以上か ら、知事 の承認 は、行政機関相互の内部的処分 は処分性 を有 し
ない とい う見解 に対 して、内部 的処分 には該 当 しない とい うことを意味
して もい るのである。
さ らに、第 3に 、 1973年 の埋立 法 改正 にお ける立法者意思 を述 べ て、
埋立 説 の合理的解釈 を論拠 づ けている。
「ちなみ に、都道府県知事 よる国 に対 する埋立承認の性 質 に関連 し、埋
立法 改正 について、審議 された衆議院建設委員会 において、F42条 の示 し
てお ります とお り、必ず都府県知事の承認 がな けれ ば、端的申 し上 げま
す と国 は埋立てについて権利 を設定で き得 ない とい うとい うことになる
わ けで す ね。・・・ 公有水面埋立法で い えば唸 条 でい うと ころの手続 が
必要 になってい るわけであ りますが、 それ について も関係府県知事の承
認 とい う ことがなければな らない とい う ことをここではっ き りお認 めに
な ります ね。』 とい う質疑 に対 し、運輸省港湾局長が、
『 当然 の ことだ と
思 い ます。』 と答 弁 を行 ってい る (乙 22)。 」
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これは、衆議院建設委員会 おいて、
『必ず都府県知事の承認がなけれ ￨よ
端的申 し上 げます と国 は埋立てについて権利 を設定で き得 ない とい う こ
とになるわ けですね』 とい う質疑 に対 して、運輸省港湾局長 が、
『当然の
ことだ と思 い ます。
』 と答弁 した ことは、1973年 の埋立法 改正 によ り、立
法者 は埋立権説 をとっているこ とを意味するのである。
なお、知事の承認 の法的性質 に関 して、 理立権説 をとる として、承認
は、公有水 面 を埋立てて土地 を造 成す る 「埋立権 」 を設定するのか (埋
「特定 の公有水 面 を埋立 てて土 地 を造成 し、竣功通知
立権説 )そ れ とも、
の 日において 当該実施主体 に 「埋立地の所有権 を取得 させ る権利」 を設
定す るのか (土 地所有権取得権説 )と 見解 の分 かれ るところで ある。本
高裁判決 は 「竣功通知 の 日において 当該実施主体 に埋立地の所有権 を取
得 させ る権利 (埋 立権 )を 設定 す る行為」 として、埋立 権 の内容 を拡大
して い る。 これは、埋立法 を公有水面 の 「埋立 てに関す る法律 」 と捉 え
るか らである。土地所有権 権説 は、埋立法の 目的が産業地の供給 にある
ので、埋立地の 「土地利用 に関する法律 」 として捉 えるので、広島高裁
判決 は、本質的 は土 地所有権取得 権説 ではない ことになる。 それが、埋
立地 の用途変更 に対す る知 事 の承認 の判断 に表れ ることにな る。

3埋 立法 の趣 旨・ 目的
これ まで、埋立法の解釈論 においては、知事 の承認 の法的性質 が争わ
れて きたが、広島高裁判決 は、初 めて、埋立法 の趣 旨を論 じた画期的な
「公有水 面 の埋立てを規律 した法律」
判決 で ある。高裁判決 は、埋立法 は、
(本稿 では、基本的 には「埋立 てに関す る法律」 として い る。)か 「埋立
地 の利用 について規律す る法律」(本稿 では、基本的に 「土地利用 に関す
る法律」 として い る。)か の問題 を正 面 か ら論 じたのである。それが、 ど
の よ うな場 面 で論 じられ、 どの よ うな結論 になったか を検討 することに
しよ う。
知事の承認 の法的性質 。趣 旨論が機能 したのは、国 は原状回復義務 を
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負 うかの争点 に関 して、主位 的請求 の承認処分 の取消訴訟 にお いてで あ
る。 そして、高裁判決 は、 埋立承認処分 の効力 が埋立工事の竣功後 に消
滅 した場合 も、国 は原状 回復義務 を負 うか ら同処分 の取消 しを求め訴 え
の利益 が認 め られ る として、訴 えの利益 がない ことを理 由 に本件訴 えを
却下 した原判決 を取 り消 した。 しか し、 この主位的請求 は出訴期間経 過
後 の提起 である等 の理 由で本件訴 えを却下 した。原告住民 は、 出訴期間
内である埋立て用途 の変更承認 の処分取消 しの予備的請求 を提起 して い
たのである。埋 立法 の趣 旨論 は、 この予備的請求 については処分性 の要
件 を満 たすかの判断 にお いて機能 し、不適法 である として却下 したので
ある。
知事 の埋立 て承認 の法的性質 については、一定 の合 理的な判断 を示 し
た と考 えるが、 この予備 的請求 の判断 においては、埋立法 の趣 旨の理解
に問題 があるため、却下 となった と思われ るので、 この高裁 の判断を検
討す ることに しよう。 この検討 に、理 立法 の事業計画 が、土地所有権 の
制限 による都市計画 ない し市街 地開発事業 と同趣 旨であることが確認 で
き、 その視点 が欠落 した判断 が高裁判決 と考 えるか らである。
高裁判決 が 「埋立地 の用途」 の変更承認 の処分性 がない と判断 した根
拠 は 「埋立法 は公有水面 の埋立てを規律 した法律 であって、埋立地 の利
用 について規律 す る法律 ではない」 とす ることである。次 に、 この高裁
判決 を検討 する ことにす るが、 その検討 の前提 に高裁判決 の判示 を、 ま

ず確認 し、その上で、埋立法及 び規則

(省 令)で の規定 をみることにす

る。

4埋 立地の用途変更承認の判断
まず、判断の対象 として、控訴人の主張を提示す る。
「控訴人 らは、本件変更承認 は、埋立ての動機や埋立地 の具体的な利用
計画 に重要な変更があった場合であり、実質的に埋立n42条 3項 、13の

2の 埋立地の用途 の変更 に該当するとして、本件変更承認 に処分性を認
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めるべ きである主張する。
」
そして、形式的な面での判断を示すo
「しかし、本件変更承認申請 においては、本件埋立地の用途 は本件願書
と同 じく飛行場用地 のままであ り、本件変更 の対象 に本件埋立地 の用途
は含 まれていない く
前提事実 0)ウ )。 」
埋立法の趣旨を「公有水面の埋立てを規律 した法律」 と捉 えると、形
式的に「埋立地の用途」は「飛行場用地」として具体化されてい るので、
変更 にあたらない ことにな り、処分性なしとして判断 しても十分だ とい
えよう。 しかし、裁判官 は踏み込 んだ判断 をすることになる。
「また、確 かに、埋立地 の用途の変更の承認に当たって環境保全条項を
含む承認 が準用 される結果、埋立ての動機、埋立地の具体的な利用計画
を勘案する必要 があることは否定 で きない。
」
「埋
環境保全条項 は実際の土地利用の場面を想定す るものであるから、
立地の用途の変更」後 の土地利用 の環境保全 も判断対象 になるのかと疑
間に感 じたと思われる。 しか し、埋立法 は、そ こまでは、具体的な土地
利用 までは規律 していないのでは、 と考 え、そもそも論 に立ち返るので
ある。
「しかし、既 に述べたとお り、埋立法は公有水面の埋立てを規律 した法
」 として、判
律 であって、埋立地 の利用 について規律す る法律ではない。
断の対象、範囲を限定す る。 さらに、判断の対象、範囲の限定を根拠づ
けるために、気 になった環境保全条項は、土地利用の場面 ではない と示
すのである。

5高 裁 の判断の根拠
このような半J断 の根拠 は、埋立地の用途変更の知事の承認規定 (13条
の 2)の 根拠を、次 のように捉 えるからである。
「これらの規定 は、埋立ての主体 が国であったとしても、埋立工事 とし
て、公有水面 に何 が行われているのか、都道府県知事 に現状を把握 させ

‑261(122)一

法政研究19巻 3・ 4号 (2015年 )
その上で埋立工事 が都道府県知事 による公有水面の管理上支障 を生ず る
ものであるか否 かを判断させ る機会 を付与 したもの と解 される」。 この よ
うに解す るが故 に、次 のよ うになる。

「加えて、環境保全条項の文言がЭ『其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ
付十分配慮セランタルモノナルコ ト』
、②『埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ
環境保全二関スル国又ハ地方公共団体

(港 務局 フ含ム)ノ

法律二基ク計

画二違背セザルコ ト』 とい うものであることからすれば、環境保全条項
の趣旨は、③埋立工事そのものの問題点や、④埋立地の用途自体 と法律
に基づ く計画 との整合性を確認することにあるとい うべきであって、埋
立ての動機や埋立地の具体的な利用計画そのものを対象とするものでは
ない。
」(00Э Э筆者挿入)。
1973(昭 和48)年 の埋立法改正で同法 4条 1項 に① 2号 、② 3号 とし
て追加された環境条項であるが、①条項は、 まさに③ の通 りで、埋立て
工事 による環境保全配慮である。しかし、②の 「埋立地の用途」 と「環
「環境」は「時空」であるので、具体的な土地
境保全計画」に関 しては、
利用からの影響評価であるから、当初の 「埋立地の用途」の実質的な変
更がある場合 には、環境保全計画に違背する事態も想定できる。したがっ
「埋立地の用途 自体」ではな く、変更された具体的な土地利用計画 の
て、
下で「環境保全計画」が再策定する必要がある。つ まり、 この②環境保
全条項 は①環境保全条項 と同じではないのである。

6高 裁判決の検討
ただし、埋立地の用途に対する環境保全配慮 に関して埋立法が無関心
である場合には、埋立地の用途変更による環境保全計画への影響は関係
ない ことになる。つ まり、環境保全配慮は、埋立て工事 による公用水面
汚染等だけなのか、埋立地に大型 コンビナー トからの工場廃水 による海
水汚染及び工場煤煙 による大気汚染等に対する発生源対策も言い換える
と埋立地の 「土地利用に対する規律」も想定されているか とい う問題 に

-
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なる。 1973年 の埋立法 改正 の 目的 が埋立てによる海洋汚染、例 え睫
内海汚染 の深刻 さに加 えて、臨界 工 業地帯 の大型 コン ピナ ー トか らの工
場廃水 による海洋汚染及 υS工 場煤煙 による大気汚染等公害 の発生源対策

の二つの側面 をもっていたのである。埋立法の解釈の側面では、①埋立
工事 と②埋立地の用途 に表れることになる。①が法 4条 1項 2号 の環境
保全条項 となり、②が 3号 の環境保全計画 との適合 となる。また、 4条
1項 1号 の「国土利用上適正■合理的ナルコ ト」の判断においても、①
② が判断の対象 となる。

71974年 局長通達
前述 したが、1973(昭 和49)の 埋立法改正の翌年

(197の

、港湾局長 と

河川局長の通達 (1974年 局長通達)力 S出 されるが、 1号 に関 して次のよ
うに通達される。
「①埋立てそのもの及υ颯
②埋立地の用途が国土利用上適切かつ合理的で
あるかどうかにつ き慎重に審査すること」
。
① は 2号 の環境保全の配慮についてであるが、両局長通達 は次のよう
な判断を示す。
「埋立てそのものが水面 の消滅、自然海岸線の変更、潮流等の変更、工
事中の濁 り等 に関 し、海域環境 の保全、 自然環境 の保全、水産資源の保
全等に十分配慮 されているか どうかにつ きに審査すること。
」
また、②埋立地 の用途 については、 3号 で規定されているが、 さらに
環境保全 に関する図書の面で関連付けされる。 まず、法 2条 2項 の申請
願書 に①氏名等、②埋立区域、③埋立地 の用途等が記載事項 となってい
る。 これらは土地所有権の①主体 (特 定人)、 ②客体 (特 定地)、 ③内容
(利 用及 び処分)と して 3構 成要素であることに留意すべ きである。さら

に、同 3項 で、 この願書には国土交通省令 (規 則)の 定める図書を添付
すべ きとされ 1号 から4号 までは特定され、その 5号 で 「其 ノ他国土交
通省令 「ヲ以テ定ムル図書」 となってい る。そ して、省令 3条 で12号 ま
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で掲 げられている。 7号 に 「埋立地 の用途及 ι悧 用計画 の概要 を表示 し
た図面」、 8号 「環境保全 に関 し講 じる措 置 を記載 した図書、 9号 公共施
設 の配置及 び規模 につい て説明 した図書、 と特定 されて い る。留意 して

お くべ きことであるが、都市計画 は、①用途地域 (7号 )、 ②環境配慮

(8号 )、 ③都市施設 の整備 (9号 )を 基本要素とし、都市計画 の内容 の
一つである市街地開発事業 (土 地区画整理事業等)も それらのO② ③要
素を基本要素 とする。
そして、省令 (規則 )3条 8号 の環境保全条項図書に関 して、1974年
局長通達 は次のように明示 してい るのである。
「
『環境保全 に関 し講 じる措置を記載 した図書Jと は、①埋立て及 び②
埋立地の用途 に関する環境影響評価 に関する資料を含む環境保全措置を
記載 した図書であること」
。
この通達 は、埋立法が、公有水面の 「埋立てに関する法律」 と埋立地
の 「土地利用に関する法律」の二つの側面をもっていることを端的に示
「土地利用に関す る法律」の側面 は「埋立地の用
すものである。そして、
途」を通 じて規律 しているのである。それは、都市計画の基本 が用途地
域制にあるものと同じである。広域な埋立地 (一 定地域)を 面的、一体
的に総合的に土地整備する土地整理事業の埋立地版 とも言 えるものであ
る。 このような側面から埋立法を捉えると、埋立法は「埋立てに関する
法律Jの 側面 よ り「土地利用 に関する法律」(先 取 りしたものであるが)
の側面が本質的ともいえるものである。

8埋 立地の用途 の変更 に関す る1974年 摘替
さらに、本件 で問題 となっている埋立地の用途変更の承認 (輝 十法13
「理十地ノ用途ノ変
条 ノ 2、 42条 3項 )に 関 して言 えばヽ まず、 2項 で、
「第 3条 、第 4条 第 1項 第 2項 並第11条 」を
更 ノ許可 (承 認)」 に関 して、
準用する。 これは用途変更 した内容で、一般公衆 に告示・ 縦覧 し地元市
町村長の意見を聴取し く
第 3条 )、 用途変更 した内容で、免許・承認基準
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に適合 しなければならない (第 4条 1項 2つ ということを意味する。そし
て、それを改めて変更 した内容で、許可 〈
承認)の 日及び①氏名等、②
輝サ区域等、③理十地の用途を告示 しなければならないのである(法 11条 )。
そして、省令 (規則 )7条 の「出願事項の変更等 の許可の申請Jの 場
合 の提出する図書に関 して、 2項 3号 は、次 のよう規定する。
「埋立地の用途の変更 にあっては、第 2条 第 4号 並びに第 3条 第 7号 か
ら第 9号 までの図書」
。
ここでの提出する図書が 「第 3条 第 7号 から第 9号 までの図書」であ
るが、 これこそ、省令 3条 における、 7号 の 「埋立地の用途及び利用計
画 の概要を表示 した図面」
、 8号 の「環境保全 に関 し講 じる措置を記載 し
た図書、 9号 の 「公共施設の配置及び規模 について説明 した図書」であ
『環境保全 に関 し講 じる措置を記載 した
り、 8号 が、前述 の局長通達 で 「
図書」 とは、①輝十て及 び②埋立地の用途 に関す る環境影響評価に関す
る資料を含む環境保全措置を記載 した図書であること」(①②筆者挿入)。
「埋立地の用途の変更Jの 許可・ 承認 は、最初からや り直し
以上から、
の再認可・ 承認 となるのである。
知事の理立免許・承認の法的性質 が条件附きの制限された土地所有権
の取得 にあるとすると、埋立法を、埋立地の 「土地利用 に関す る法律」
とする方が合理的であると考える。

第 4節

土地所有権取得権説の晨関

第 1款 1954年 段階―山口・ 住田説
行政実務では、非埋立権説が現在 まで支配的であるが、 日本国憲法の
地方 自治の原理、地方自治法の下での埋立法 の解釈を展開 したのが、山
口員弘・住田正二共著 F公 有水面坦立法2り の山口・ 住田説である。
田 山口員弘・ 住田正三『公有水面理手法
J(日 本港湾協会、19 年、以下、山ロ ー住
「公有水 面埋立法Jと 略記する)。
田。
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1公 有水面埋立法解釈 の視点
山口・ 住 田説 は埋立法 の解釈 の視点 を 「は じが き」 で 「新憲法 の施 行
に伴 う多 くの関係法律 の制定 改廃 に対す る整理す ら満足 に行 われて い な
「実定法 の規定 を、現行法制 下 にお いて、 どのよう
い」(1頁 )点 に置 き、
に解釈す ることが最 も合 理的であるかを研究す ることは、公有水面埋 立
法 のように十分整備 されて い ない法令 については、 一 つ の意義 をもちう
ると考 え られ る」(1頁 )と す る。 ここには、新憲法 の地 方 自治 の原理 に
基 づ く埋立法 の合理 的解釈すべ き問題意識が明確 に表明 されて い る。す
「埋立法 は、制定以来、今 日に至 るまで、全 くとい って よい ほ ど
なわち、
改正が加 え られてい ない。 しかるに戦後 においては、憲法 をは じめ、多
くの法律 が内容及 び形式の両 面 において、著 しく変貌 している。 これ ら
の法令 と比 べ てみる と、埋立法 は、形式的 に文語体 で書 かれて い るとい
うだけではな く、内容 にお いて も、古す ぎるとい う批判 を免れ得 ない"」
とす る。 そして、 その問題意識 による合 理的解釈 の象徴 が、次 に述 べ る
法2条 1項 の知事 の承 認 の法的性質 に関す る解釈諭 で ある。

2知 事 の埋立 て承認 の法 的性質
「埋立の承認 は、当該官庁 が、特定 の公 有水面 を埋立 てて、土地 を造成
し、竣工 通知 の 日において、行政 主体 に理十地の所有権 を取得 させ る権
利 を設定する行為 で ある。埋立の承認 によ り行政主体 は この よ うな権利
を取得す る。国 の機 関 たる埋立 免許権者 が、行政 主体 たる国 につ きこの
ような権利 を設定する ことは論理的には少 しも矛盾 しない。 なぜ ならは
承認 を行 う国の地位 は、行政権限 の主体 としての国 で あ り、承認 を受 け
る国 の地位 は、公企 業 としての主体 としての国 であるか ら、両者 はその
発動 の面 を異 にす るものである。 この関係 は、 た とえ lよ 企 業 の主体 と
しての国 が鉱業 を営 む場合 に、行政権限 の主体 たる国機 関 である通 商産

"山 口=住 田

。
「公有水面埋立法J6頁 。

‑266 (117)一

公有水面埋立法と土地所有権
業局長 の許可 を受 けて鉱業権 の設定 を受 けるの と同様 である。 また公 有
水面 が国 の所有 に属す るものであることと、国が当該水面 を埋立 てて、
これにつ き私法上の所有権 を取得 す ることも、 また矛盾 しない30。 」

この埋立ての承認を機関委仕事務 であることを前提 として、国の機関
「当該官庁が、①特定の公有水面を埋立てて、土
としての知事 の承認を、
地を造成 し、竣工通知の日において、②行政主体 に埋立地の所有権 を取
得 させ る権利を設定する行為である (① 、②筆者挿入)」 と定義する。 こ
の理論を土地所有権取得権説 とする。知事の承認により土地所有権 を取
得 させ るわけであるから、 この 「承認」 は、講学上 は 「特許」 となる。
「②行政主体 に埋立地の所有権を取得させる権利を設定す る行為
承認 は、
である」 からである。つ ま り、山口・住田説 の承認の法的性質 は埋立工
事竣功を停止条件 として土地所有権 を取得 させる特許 とい うことになる。
それでは、 この土地所有権 は私人 の土地所有権 と異なる公所有権であ
「国が当該水面を埋立てて、 これにつ き私法上の所有権 を取得す
ろうか。
「埋立地が、公用又は公共の用に供せ られる場合 は、当該
るa」 。そ して、
埋立地 については、私法の適用が排除されるから、右の所有権 は、直ち
に、公法上 の所有権 に転化す る。 。免許 と承認 は同じ土地所有権 を取得
2」

させる特許であるのである。

3国 の埋立権
このように、土地所有権取得権説は、知事の承認の法的性質を埋立事
業者 の国に土地所有権 を取得させ る特許 とするものであるが、それでは、
免許 と同 じように「埋立権」も特許するのであろ うか。山口・住田説 は、
知事の免許の法的性質は講学上の 「特許Jと し、その特許は①埋立 権 と
「特定
②土地所有権を取得 させ ることである。す なわち、知事の免許は、
山口・ 住日・『公有水面埋立法J329・ 330頁 。
尉 山口 =住 田・『公有水面埋立法 329頁
』
。
2山 口‐住田・『公有水面埋立法』331頁 。

3。
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の公有水面 につき、① これを埋め立てて、土地を造成する権利を設定す
る行為であるとともに、条件付きに当該公有水面の公用を廃止 し、②坦
立地の所有権を、埋め立ての免許を受けた者 に取得 させる行為である∞。
」
と定義する。免許は、①埋立権を設定する行為であるとともに、②埋立
地の土地所有権を取得 させる行為であ り、① +② =免 許であ り、免許 =
①埋立権、埋立工事竣功認可=② 土地所有権ではないのである。
「①特定の公有水面を埋立てて、土地を造成 し」 とあ
承認 については、
り、免許のように「① これを埋め立てて、土地を造成する権利を設定す
る行為」 とし「土地を造成する権利」の表現 はない。山口・住田説 は、
免許は埋立権 と土地所有権 を与える特許で、承認は土地所有権だけの特
許であろうか。山口・住田説 は承認により、国に埋立権を認めている。
「条件付きに公有水面の公用を廃止し」 とし
第 1の 理由は、免許により、
「公用の廃止」 を、免許の根拠法規である埋立法に求めてお り、
てお り、
国の公有水面の所有権に求めていないからである。 したがって、公有水
面の所有権 に基づ く埋立権能 を否定することを合意 しているのである。
公有水面の所有権に埋立権能を認めて、公有水面を廃止する効力はない
のである。公有水面の所有だからである。第 2に 、形式的理由ではある
「また、埋立法の規定においても、国の行 う埋立が権利に基づ くもの
が、
であることを否定している規定 はない

34」

からである。法治主義の要請

「行政に主要 な部分が国民の代表からなる議会の制定し
である。つ まり、
た法律 によって行われ、行政機関の行為の適法性を審査する独立の裁判
所 によって行政の司法統制が行われる

35」

のである。

注意すべ きは、知事の免許・ 承認 によ り私人・ 国が坦立権 ない し埋立
地の土地所有権を取得するのは、知事が公有水面の管理権又は国が公有
"山 口=住 日・『公有水面埋立法126・

27頁 。
山口=住 田・『公有水面埋立法J330頁 。
35宇
賀克也 『行政法概説 I行 政法総論 [第 5版 ]、 』(有 斐閣、2013年 9月 、以下、宇
賀・「行政法概説 IJと 略記する。
)27頁 。

-
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水面 の所有権 を根拠 とす るのではな く、知事 の免許・ 承認 の根拠法規 で
ある埋立法 が根拠 で ある。 つ ま り、埋立法 とい う法令 に基 づ く一方的な
行政行為 (免 許・ 承認 )に よって法効果 (埋 立権、土地所有権 )力 '発 生
す るとい う行政処分 (行 政行為)だ か らである。 この ように、国民等 に
権利 を付与 した り、権利 をtl」 限 した り、義務 を課 した りす ることを行政
処分 (行 政行為 )の 規律力 といわれる。 この ような行政行為 の規律力 が
「行政行為 が国民 (住 民 )代
認 められ るのは、民 主主 義社会 においては、
表議会 の定 める法律・ 条例 に基 づ くものであ り、行政行為 を用 い ること
について、国民・ 住民 の事前 の同意 を擬制 で きる ことにあると説明で き
ると思われ る。 。
6」

第 2款 1960年 段階一日中説
「国土開発造成関係法」を構成 し、
「土地法Jに おいて、
田中二郎説 は、
「国上 の造成Jを 構成要素 として、そのなかに、公有水面の輝立を位置付
「埋立の竣功認可を条件 として埋立地の
け、埋立 の免許 (又 は承認)を 、
所有権 を取得させ る行為 である」 として、土地所有権取得権説を採用 し
ている。田中説 は 「国土開発造成関係法」(本賄では内容的 に地域形成計
画法 と同じ)の 中に、埋立法を位置付 けてい ると思われるので、 まず、
その全体の要約を確認することにしよう。

1「 国土開発造成関係法J
土地公法を全体的 に概念化するために「国土開発造成関係法」を構成
「国上の調査」
「国上の造成」
「国土
「国上の開発」
し、その構成要素を、
、
、
、
の保全」 に 4区 分する。
「国土開発造成関係法」の意義を、
「狭小 な国土に膨大 な人口を抱
まず、
え、 その生活を支 えていかなければならないわが国においては、国土 の

86宇 賀・『行政法概説 I』 310頁 。
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①開発②造成及 び③保全を図 り、その利用関係を合理的 に調整 し、進ん
でその高度利用を期 し、 もって産業の飛躍的発展 に資することは、現在
の重大な課題 といわな くてはならぬ。敗戦 によって、い よい よ国土の狭
ガVヒ したわが国で、戦後、これらの問題がクローズ・ アップされるに至っ
たことは、むしろ当然 といえるであろ う37。 (O② ③筆者挿入)Jと する。
第 1の 「国上の調査」 の意義 と必要性について、次 のように纏 める。
「国土の開発・ 保全 を図 り、その利用の高度イ
とを期す るに当た り、まず必
要 なことは、国土の実態を明らかにすることである。わが国では、明治
初期 に、地租 の徴収 に間 に合 わせ るために行 った土地調査の結果 を、大
体 そのまま、現行の土地台帳に引きついで来たが、土地台帳 と実測 との
間には誤差 が多 く、これが課税上の不公平をもたらしているだけでな く、
土地の改良 (農 地改良、土地区画整理等)や 土地の売買 に障害 となって
いることは、 しばしば、人 の指摘 してきたところである。そ こで、国土
全体を正確 に捉えるためには、国土の実態を科学的且つ総合的 に調査す
る必要があるとして、先 に国土調査法

(昭 和26法 180)を

制定 し、 これに

基づ き地籍調査を実施 してきたが、既 に8年 を経過 した今 日なお、遅 々
として進んでいない (行 政管理庁の発表 した国土調査事業関係 の行政査
察報告参照)。 しかし、正確な地籍調査を実施することは、あらゆる土地
行政 の欠 くべからず前提条件 をなすものといわなくてはならぬ"」 。
「国上の調査を基礎 にして、国
第 2の 「国土の開発Jの 理念について、
土

(土 地、水その他の天然資源)を 最高度 に利用 し、災害 を防除 し産業

立地条件を整え、都市 と農村 の規模・ 配置の適正を期 し、産業 の飛躍的
発展を図る必要がある。このことは夙 に要求されて来たところであるが、
これに応えて昭和25年 に、国土総合開発法 (昭 和25年 205)の 制定をみる
に至 り、また地方 ごとの開発 〈
促進)法 が相次 いで制定実施 されること
９
５
９
５

頁頁

舒 田中・「土地法J
田 田中・『土地法』
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とな り、国 と地方公共団体 とに通 じて、 その計画 が推進 されつつ あるの
が実情 である"」 。
そ して、第 3の 「国土 の造成 Jで あるが、 ここに、公有水面埋立法 が、
都市計画、土地区画整理事業等 の国土形成 の観点 か ら位置 づ け られ るこ
「国 土の開発 と並んで、国土 の造成―公有水面 の埋立千拓等―
とになる。
も、今 日い よい よ重 要性 をもつ に至 って い る。 これ らの事業 は、 土地 区
画事業の一環 として、 これ とあわせてお こなわれ ることもあるが、公有
水面埋立 については、別 に古 く大正 10年 に制定 された公有水面埋立法 (大
正 10年 法 57)が あ り、戦後若 千 の 改正 を経 ただけで、現行 の根拠法 とし
て存続 してい る。しか し、同法 は、その形式 か らいっても、内容 か らい っ
て も、現在 の実情 に即 しない点 が少 な くない40」 。 と批判 す る。
最後 に、第 4の 「国土 の保全」 であるが、次 の よ うに、 その内容 を纏
「国土 の造成 と相 まって、 国土 の保 全 も現 在 の重 要 な問題 と
めて い る。
なって い る。総合開発計画 も、 その課題 の一つ として、 この問題 をと り
あげることになって い るのであるが、災害 の防除 と並んで、海岸 の浸食
防止 、地すべ り対策、地盤沈下対策年 は、何れ も、 国上の保全 の見地 か

らとりあげなければならぬ問題 である。海岸法 (昭 和31年 法101)、 地す
べ り等防止法 (昭 和33年 法30)等 、 これらに関す る法律 が次第 に整備 さ
れてきたが、未だ未解決 のまま残 されている問題 も少な くない4」 。

2公 有水面埋立法の位置及び評価
田中説 は、埋立干拓事業を「国上の造成」の重要部分 と構成 し、土地
「国土 の開発 と並んで、国土の造成―公有
整理事業の一環 と位置づ ける。
水面の埋立千拓等― も、今 日い よい よ重要性をもつに至っている。 これ
らの事業 は、土地区画事業 の一環 として、 これとあわせてお こなわれる
39日

・

中・『土地法』 160頁 。
田中 ,『 土地法』 160頁 。
日中・『土地法』 160頁 。
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「公有水面埋立については、別 に古 く大正10年 に制定
こともあるつ」
。しかし、
された公有水面埋立法 (大 正10年 法57)が あ り、戦後若千の改正を経た
だけで、現行 の根拠法 として存続 してい る。 しかし、同法 は、その形式
からいっても、内容からいって も

=現

在 の実情 に即 しない点が少なくな

い 」
・
。 と批判する。土地行政の観点からのアプローチであるので、埋立
の免許・承認は、土地所有権の取得の観点から次のように位置づけられる。

3知 事の埋立て免許及 び承認 の法的性質
「公有水面埋立法は、公有水面の埋立又 は干拓を国の特許企業 とし、国
の機関 としての都道府県知事の免許―公企業の特許の性質を有す る一又
は承認 (国 が埋立をする場合)を 得 てこれ をなすべ きものとする。埋立
等の免許 は、埋立の竣功認可を条件 として埋立地の所有権 を取得させる
行為である。近時、国又 は地方公共団体が、国土の造成 のため、大規模
の埋立等を行 う例 が増加する傾向にある句 とする。
「国の機関 としての都道府県
田中説の免許の法的性質は、特許である。
知事の免許―公企業の特許の性質を有す るJと するからである。
「埋
また、免許 (特 許)の 内容 は土地所有権取得権説そのものである。
立等の免許 は、埋立の竣功認可を条件 として埋立地の所有権を取得させ
る行為である 」 とするからである。埋立権 は、定義 には含 まれていな
「埋立の竣功認可を条件 として」 とでているので、その法的根拠 と
いが、
して 「埋立権」 は内包 しているといえよう。つ まり、免許には理立権も
含 まれている。
承認 に関 しても、土地所有権取得権説 を採っている。上述のように「公
有水面埋立法 は、①公有水面 の埋立又 は干拓を国の特許企業 とし、②国
の機関としての都道府県知事 の免許一公企業の特許の性質 を有する一又

2日 中・「土地法』160頁 。
43日

中・『土地法」 160頁 。
田中・『土地法J161頁 注 (五 )。
田中・ F土 地法J161頁 注 (五 )。
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は承認 〈
国 が埋立をする場合)を 得 てこれをなすべ きもの とする (① 、
②筆者挿入)」 。国 を、①埋立てする主体 (公 企業)と 承認 (特 許)権 者
の② と区別 しているのは、前述の山口・住田説 と同じである。田中説 は、
公共用財産の所有権の性質論において、私所有権説を とり、土地行政を
権力作用 と管理作用に区別 し、土地行政 は監理作用の場面で、土地行政
「土地に
は土地公法によるが、その土地公法 と土地私法の関係 について、
関する公法的規律 (土 地公法)は 、正に、土地 に関す る私法的規律 (土
地私法)に 対す る特別法 の地位 を占めるもの と考 えるべ きであるる」 と
総括す る。土地行政の根拠規定である土地公法の一環 として公水埋立法
は存在 し、そして、その埋立事業者は、国、私人 とも埋立地の用途にし
たがった土地利用の面では同 じ法的地位にある。私人 と国 とを区】Uす る
「ここでい う管理作用 は、事業
理由のない行政 の管理作用の場面である。
の経営 とか財産の管理 とか会計の経理のように、必ず しも行政 に特殊固
有 の作用ではな く、むしろ、私人が普通に行ってい る活動 と、本質的に
は何 ら異 なるところのない作用である。 この種 の作用 は、例 えば一般公
衆 のためのサービス として事業を経営 し又 は各種の公共的施設を管理 し
た り、国民全体又 は地方住民全体の信託に基 いて、財産を管理 し会計を
経理 した りするもので、 それが、国又 は地方公共団体 のような行政主体
によって、多かれ少なかれ、公共の福祉のために行われるものでるため
に、そうした公共性の目的にそうよう、その 目的を達する上に必要な限
度 で、特殊の法的規律が設けられているにすぎない′」
。
このように行政を権力作用 と管理作用に区別 し、管理作用 の場面 は市
民社会の原理を適用すべ きと考 えるべ きである。田中説は、国の埋立て
も同じ管理作用 で、私人 と同じ平面 に立脚す るので、免許 と承認 の法的
性質 は同じになるべ きとい う結論 になる。
46田 ・『土地法
中
115頁 。
47田 中・「土地法 14頁

』

。
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4地 域形成計画

(都 市計画)の 主体

田中説の、① 「国土の開発」
、② 「国土の造成」
、及 び③ 「国上の保全」
町
は、国土形成概念 の①土地利用、②整備及 υ
Э保全 と内容的につながっ
「土地行政」の範疇に入
ていると思われる。これは土地所有権 と関連 し、
るものである。公水埋立法を土地行政 の一環 として位置づ け、その土地
行政 の主体 は、①主務大臣 (政 府)、 ②都道府県知事、③市町村長 となる
が、土地行政が中央集権主義 から地方分権主義へ と転換過程 において、
①主務大臣から、②都道府県知事へ、そ して、③市町村長に移転 してい
くことになる。土地行政

(そ

の内容 は都市計画が基本)が 、都市地域形

成において、法律 によ り規定 されるが、埋立法 は、1921〈 大正10)年 の
規定を基本に、1973年 に改正 したものである。 したがって、埋立法の解
釈 にあっては、 この土地行政の一環 として位置づ ける必要がある。
このように、国土形成・ 地域形成における土地行政 の行政主体が国か
地方公共団体

(知 事、首長)力、

が基本的立場の態度決定 となる。田中

説 は次 のように明確 に述べ る。
「土地行政 は、国及 び地方公共団体等の行政主体が行 ういわゆる管理行
政の一環をなす。ただ明治憲法の下においては、行政全般 にわた り、中
央集権主義を建前 とし、土地行政 についても、その多 くは、 これを国の
行政 として行 うものとし (例 えば旧道路法上の道路 はすべて国の営造物
として国の機関がこれを管理すべ きものとしていた)、 地方公共団体等が
これを行 う場合 において も、国の後見的監督の下に、その指揮監督を受
けて行 うとするのが通例 であった。 ところが、日本国憲法の下 において
は、広 く地方分権主義的考 え方をとり、地方自治を尊重 し、地方の行政
は、地方自治の本旨に基 いてこれを行 うものとすることとな り、憲法の
下 に地方自治法の基本法 としての地位を有する地方 自治法 をはじめ、各
種 の法律の制定改廃 によって、ある程度 に、 この趣旨を実現 した。特 に
土地行政 は、その性質上、土地 に密着 して行われる行政であるため、地

‑274(109)一

公有水面埋立法と土地所有権
方自治 に委ねられるのがむしろ当然 で、 その意味において、従来の建前
に重大な変更を加え、地方の土地に関する行政は、 これを地方公共団体
に委ね、地方公共団体 をその主体 として行わ しめることにしたものが少
なくない。ただ、 しかし、土地行政に属す るものであつても、全国的 に
統一 し、一定の方針 に基いて一貫 して行 う必要 がある分野においては、
これを国の権能 に留保 しているものも少な くなく、 また、今 日なお、戦
後 の改革の趣旨の徹底 していない分野もないではない 」
。
「特 に土地行政は、その性質上、土地に密着 して行わ
田中説の本質 は、
れる行政であるため、地方自治に委ねられるのがむしろ当然」であると
す る点 にある。 この田中説は1960年 であるが、 この理念 が実現す るのは、
1999年 の地方分権―括法においてである。

5国 は土地所有権 を取得できるか
国が埋立を行 う場合 には、知事の埋立の承認、国以外の場合 は、免許
と違 うが、何れも、産業地の供給 として土地所有権 の取得が目的であ り、
しかも、その土地所有権の内容である土地利用の目的は特定 されたもの、
つ まり「埋立地の用途」 として、土地所有権 は制限 されたものである。
この土地所有権は私人の場合 と国の場合 とで異なるのであろうか。前述
の、山口・ 住田説 は、国も私人 も同 じ土地所有権 (私 法上の)の 取得 で
あつた。田中説も、土地所有権 の平面では同じ扱いになるのであろ うか。
この問題 に関 して、田中説 は、行政作用を権力作用 〈
権力関係)と 管理
作用 (管 理関係)に 区別 し、土地所有権の規制の問題つ まり土地行政 は、
管理作用であ り、私人 と同 じ平面に立つ とする理論を構成す る。

1)行 政の権力作用 と管理作用の区別
まず、行政の権力作用 と管理作用の区別 について、次のように述べ る。
「従来、行政 は、一般 に、権力の行使 を内容 とするものと考 え、これに

8日 中・ r土 地法116・

17頁 。
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関す る法的規律 は、私法 の体系 とは別個 の法体系 を構成 し、独 立別個 の
法原理 を有す るもの と考 える傾 向 があった。 この考 え方 に対 し、私 は、
かねてか ら、 ひろ く行政作用 と呼ばれるものの 中 に、公権力 の行使 を本
体 とす るいわゆる権力作用 (権 力関係 )と 公権力の行使 を本体 としない
― その意味で非権力的 な,い わゆる管理作用 (管 理関係 )と の 区別 の存
す ることを明 らかに して来 た。 ここでい う権力作用 は、私人相互 の関係
にお いては同様 の作用の行 われる余地の全 くない、行政 に特殊固有 の作
用 で あ り、 したがつて、 この分野 では、行政 に特殊 固有 の法的規律及 び
法原理が認め られなけれ ばならぬ。警察上 の命令 強制 とか土地 の収用 と
か租 税の賦課徴収 とかの作用 は、何れ も、 この種 の作用 と考 えることが
で きる。 これに対 して、 ここで い う管理作用 は、事業 の経営 とか財産 の
管理 とか会計の経理 のよ うに、必ず しも行政 に特殊固有 の作用 ではな く、
む しろ、私人 が普通 に行 つている活動 と、本質的には何 ら異 なる ところ
のない作用 で ある。 この種 の作用 は、例 えば一般公衆 のためのサ ー ビス
として事業 を経営 し又 は各種 の公 共的施設 を管理 した り、国民全体又 は
地方住民全体 の信託 に基 いて、財産 を管理 し会計 を経理 した りす るもの
で、 それが、国又 は地 方公共団体 の ような行政主体 によって、 多 かれ少
なかれ、公共 の福祉 のために行われ るものであるために、 そ うした公共
性 の目的 にそ うよう、 その 目的を達す る上 に必要 な限度 で、特殊 の法的
規律 が設 けられて い るにす ぎない。 したがって、 それ らの法律 の趣 旨か
らい って、 それ は、一 般 の私法的規律 に対す る特別法 の性格 を もともの
と解すべ きで、特別 の必要 に基 づいて設 けられた特別 の規定 のない以上 、
私人 と同様 の活動 について適用 され るべ き一般 の私法的規律及 び私法原
・ 」。
理 が これ らの行政作用 をも支配す るもの と考 えるべ きである
そして、土地行政 に関 して、次 の ように、行政 の管理作用 の場面 と位

49田 ・ [土 地法』 13・ 14頁 。
中
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置付 け、公共用物所有権論 に関 して、私所有権説 を採 るのである。

2)土 地公法 と土地私法 の関係

(公 所有権説 か私所有権説 か)

土地行政 を管理作用 の場面 の位 置付 ける論拠 に関 して述 べ る。
「従来、 土地 行政又 は土地 に関す る公法 的規律 の性格 を論ず るに当っ
て、 これ を権力作用 の一環 として、 これには、行政 に特殊 固有 の公法的
規律及 び法原理 が一般的 に支配す るものの ように考 える傾 向 が強 かった
とい えよう。 しか し、私 は、 このよ うな考 え方 と異 なって、土地 行政 は、
一般 的にい えば、 国又 は地方公共団体等 の行政主体 が、公企業 として各
種 の事業 を経営 し又 は公共的 な施 設 を設 けて、 これ を一般 の使用 に提供
す る等 、公共 の福祉 の見地 か ら、 よ り多 くのサ ー ビス を提供 しようとす
る ところに、 その特色が存す ることを否定 し得 ないが、 これ と同様 の作
用 は、私人 によって も広 く行 われて いる ところであ り、 その作用 の本質
的性格 か らいえば、私人の手 による事業又 は施設 と別段 に異 なる ところ
はないのであるか ら、同種 の法律関係 につい ては、特別 の定 めのない限
り、 同一 の法的規律及 び法原理 の適用が認 め られ るべ きだ との見地 か ら
すれ ば、土地 行政 の分野 について も、実定法上、別段 の定 めのない限 り、
私法的規律及 び私法原理 の適 用 が認 め られ るべ きであって、土地 に関す
る公法的規律 (土 地公法 )は 、正 に、土地 に関す る私法的規律 (土 地私
法)に 対す る特別法 の地 位 を占めるもの と考 えるべ きであるといわ な く
てはならぬ:尤 も、この ことは、個 々具体的な法律 の定める ところによっ
て、私法 的契約法 の適用 を排除 し、行政処分 によって、 一 方的命令 (又
は一般的 な禁 上 の解 除 としての)強 制 した り法 律関係 を形成 した りす る
ことを否定す るものではない。ただ、法律上、具体的 にその ような定 め
を して い ない場合 には、 一般 的 に私法的規律及 び法原理 の適 用 を排除す
る理 由 はない、 とい うにす ぎない"」 。

∞ 田中・『土地法J14・ 15頁 。
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田中説 は、私所有権説 を明確 に とり、土地公法 と土地私法の関係 も定
義す る。す なわち 「土地 に関す る公法的規律 (土 地公法 )は 、正 に、土
地 に関す る私法的規律 (土 地私法 )に 対す る特別法 の地位 を占めるもの
と考 えるべ きで あるJ。 そ して、現在 「実務上 は国有財産 についての全 て
の所有権 は、私所有権説 の立場 に立脚 して理 解 されて い るコ」
。

6田 中説 の本質
土地 行政 は、土地所有権 の場面 でみ ると土地所有権 の内容 を規制す る
ものである。土地所有権 とは、①特定人 が、②特定地 の上下の 時空 を、

③法令 の制限内において 自由に利用及 び処分す る権利であるが、土地行
政 とは、③ の利用及 び処分を制限す る法令を根拠規範 とす るものである。
資本主義社会 が市場原理 による社会形成を基底 とす るものであ り、その
市場原理 は土地所有権 を根幹 としてい ることを考 えると、土地行政 は、
公共の福祉の観点から土地所有権 を制限 してい ることになる。そして、
土地行政の主体 が、中央集権主義の下での国から地方分権主義の下で地
方公共団体 に移 ることになる。土地行政 に表れた日本 の民主主義の姿を
田中説は描 いていると考 えることができる。

第 5節 Jヽ 括
知事の埋立て承認 は、地域形成計画法 の一環 である公有水面埋立法を
根拠法規 として、埋立事業計画者 の国 に、特定 の公有水面を埋立 てて、
土地造成 による埋立工事竣功 により、国 に制限された土地所有権を取得
させ る行為である。
知事 の埋立て承認 は、制限された土地所有権 を取得 させることを目的
とし、その制限された土地所有権の付与 は地域形成計画の一環 である。
制限された土地所有権 は地域形成計画の単位 となる「土地の用途」 であ
Ы 建部編・「国有財産法精解」300頁 。
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り、埋立法 では 「埋立地 ノ用途」 で あ り、埋立て承認 の本質 で ある (土
地所有権取得権説)。 この見解 は埋立法を「土地利用 に関す る法律 Jと する。
これ に対 して、知事 の埋立て承認 の 目的 は、埋立て工事 が公 有水面 の
管理上何 らかの支 障 を生ず るもので あるか否 かの判断 で、承認 によ り埋
立 権を付与す るのではない とする (非 埋立権説 )。 この見解 は埋立 法の日
「坦立
的 を公有水面 の 「埋立てに関す る法律」 として捉 える ことになる。
地 ノ用途 Jは 本質 的 な問題 ではない ことになる。
現実 の広域 の公有水面 を埋立て る目的 は 「埋立地 ノ用途 」 の含意す る
建築物等 の形態規制 による地域形成計画 として埋立て を承認す るのであ
り、埋立 て工 事 の管理 上 支障 があるか どうかの承認 ではない と考 えるベ
きであろ う。 なぜ な ら、埋立後 の 「埋立地 ノ用途」 に即 して土地利用 が
なされ、 そこに生産 と生活がなされ るか らである。 また、埋立法 の仕組
み も 「埋立地 ノ用途」 を基軸 とし、地域形成計画 の要素 である土 地利用
計画、公共施設 の整備 計画及 び環境保全計画 が免許・ 承認基準 (4条

1

項 1号 〜 4号 、42条 3項 )と して要作化 されてい るか らである。つ ま り、
埋立 ての承認 の法的性質 は土地所有権取得 権説、 そ して埋立法 の 目的 は
「土地利用 に関す る法律 」 として捉 え られ る こ とになる。

たしかに、埋立法 自体 は埋立ての免許・ 承認事務 を法定受託事務 とし
ているので (51条 )、 不徹底な知事の免許・ 承認ではある。 しかしなが
ら、輝立事業がもっている地域形成計画での現実性、重要性 から、現実
には知事 の承認権は強 い ものとなってい るのである。その法的根拠 は、
知事の免許・承認基準が埋立法 4条 1項 1号 から 6号 (42条 3項 )に 規
定され、 この免許・ 承認基準 は法定受託事務か自治事務 かによ り違 いは
ないからである。さらに、 この免許・ 承認基準 は、地域形成計画 の二環
「埋立地ノ用途」を基軸概念 として、地域形成計画の要素である
として、
①土地利用計画 が、国土計画 レベルで、1号 要件 として 「国土利用上適正
且合理的ナル コ ト」
「埋立地ノ
、地域形成計画 レベルは、3号 要件 として、
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用途」 と「土地利用計画」及 び 「環境保全計画」 との適合性条項 として
要件化されている。②公共事業の整備計画 は、4号 要作 に「埋立地ノ用途
二照シ公共施設ノ配置及規模ガ適正ナルコ ト」 として規定され、③環境
保全計画が2号 要件 の環境保全条項 として、また、3号 要件の 「埋立地ノ
用途」 と「土地利用計画J及 び 「環境保全計画」 との適合性条項 として
規定 されているのである。つ まり、知事の埋立ての免許・ 承認基準 の内
容 は、地域形成計画 の要素であ り、都市計画年の自治事務 と同じである:
「埋立地
知事 による埋立ての承認は当該埋立ての承認が本質ではな く、
ノ用途」が含意する地域形成計画の中での建築物等の用途、形態を含意
した「埋立地ノ用途」を承認す るのである。沖縄県知事 の辺野古沿岸域
の埋立て承認 は、米軍基地建設 に反対 か否かの観点を含 みながら、 その
本質 は、沖縄県の地域形成計画 において、辺野古沿岸域を埋立てて米軍
基地を建設することが、沖縄県 の歴史的現実 とそれを踏 まえた沖縄県の
地域形成計画の未来 を見据えた上で、知事の埋立て承認による米軍基地
の建設を認めることが、沖縄県 の未来を切 り開 くことになるか否かの観
点からの判断とい うことになる。 なぜなら、埋立事業計画の 「埋立地ノ
「米軍飛行場基地Jで ある場合 には、知事 の埋立て承認 は「米
用途」力ヽ
軍飛行場基地Jの 建設 の承認を含意 しているからである。 したがって、
最終的には、沖縄県民 の代表 である知事の埋立て承認又 は不承認 (職権
取消)は 、沖縄県民 の決定を意味すること、言い換えると、沖縄県民 は、
この知事の判断 に責任をもつ ことになる。 まさに、日本国憲法秩序 の中
での沖縄県民 の 自己決定権 の象徴 としての沖縄県知事の承認又は職権取
消 しとい うことになるのである。
要するに、知事の埋立て承認 は 「埋立地ノ用途」の合意す る地域形成
計画を承認することであ り、知事の責任及 び知事を選挙 した県民の選択
を含意するのである。
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第

5章

総 括 一沖縄県知事の辺野古埋立て承認の法的瑕疵―

本稿の 「土地所有権 と公有水面埋立法」(第 2章 )、 「地域形成計画法 と
公有水面埋立法」(第 3章 )及 び「知事の埋立て承認の法的性質論の展開」
(第

4章 )の 考察を踏 まえ、本章 では、総括 として、沖縄県知事の辺野古

沿岸域の埋立て承認 はどのような法的瑕疵があるか、を考察する。公有
「埋立法」 とする。
「埋立地ノ用途」力ヽ
水面埋立法 (以 下、
基
)に おいて、
軸概念 となるところ、埋立事業計画者の沖縄防衛局 は、沖縄県名護市辺
野古継浄域の 「埋立地ノ用途」を「飛行場用地及び普天間飛行場代替施
「米軍
設建設のための造成用地」 としているが、それを包括 して、以下、
飛行場基地」 とする。
沖縄県知事の辺野古沿岸域 の埋立て承認 (以 下、本件埋立て承認 とい
う。
)の 法的瑕疵の本質的論点は、沖縄県 の沖縄本島に米軍専用施設が集
中 して きている歴史的現実を「国土利用上適正且合理的ナル コ ト」〈
埋立
法 4条 1項 1号 、42条 3項 )の 判断要素 (考 慮要素)と するかである。
沖縄本島に米軍専用施設が集中 してい る歴史的現実の法的瑕疵 の論点
は、第 1に 、戦後70年 間も沖縄本島 (1208離 )の 約20%(70年 間の平均
247瑚 で20.45%、 現在228ば で18%)を 米軍専用施設が占有 してきている

歴史的現実 は「国ELfj用 上適正且合理的ナルコ ト」の判断要素 となるか、
第 2に 、国土 (37万 7960d)の

06%の 沖縄県 (2276d)に 米軍専用施設

(308M)の 73%(現 在228耐 、復帰の1972年 は全体446ぽ・ 沖縄283日 で
63%で あるが、1973年 は全372儲・ 沖縄276dで 74%と な り以降75%前 後
で現在 まで続 く。実 に現状が1973年 から2015年 まで2年 続 いてい ること
になる。
)が 配置されている沖縄県民 の過重負担 は「国土利用上適正且合
理的ナル コ ト」の判断要素 となるか とい う2つ の論点 に区別 で きる。 こ
の法的論点を、国土利用の側面においてみると、第 1の 論点 は、国土利
用の客体 (国 土)の 問題、第 2の 論点 は、国土利用の主体 (国 民)の 間
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題であ り、 さ らに米軍基 地の国土利用の歴 史的現実 は主権 の問題 で ある
ので、本論点 は、国土、国民及 び主権 とい う国家 レベルの問題 になる。
沖縄県知事 の埋立 て承認 の法的瑕疵の問題 にお いて、沖縄 の米軍専用
施設 (基 地)の 歴史的現実 が論点 となるのは、本件 「埋立地 ノ用途 」 が

「米軍飛行場基地」であるため、その埋立ての承認 は「埋立地ノ用途」で
ある「米軍飛行場基地」建設の承認を合意 しているからである。 したがっ
て、本件埋立て承認の法的瑕疵 の論点は国土利用上、沖縄県 の米軍基地
の歴史的現実 を踏 まえて 「米軍飛行場基地」の建設を認 めることが 「国
土利用上適正且合理的ナル」か、 とい うことになる。
「米軍飛行場基地」建設 の承認を合意する本作埋立 て承認の
本総括 は、
法的瑕疵を、沖縄県の米軍基地の歴史的現実 (① 戦後70年 にわた り沖縄
本島 に米軍専用施設 が集中し、沖縄本島を 「基地の島」の景観 としてい
南
ること及ι
②国土の06%の 沖縄県 に米軍専用施設の73%が 集中する沖縄
県民の過重負担の現実)の 中で判断するものである。
そして、本総括 は、沖縄県知事 の辺野古沿岸域 の埋立て承認 の法的瑕
疵 (違 法性)は 重大■つ明自であ り無効 であると結論す るものである。
知事の承認基準の規範的

(不 確定)要 件である「国土利用上適正且合

理的ナル コ ト」の該当性判断 において、沖縄県の米軍基地 の歴史的現実
を法的瑕疵 (違 法性)の 判断要素 とすることを前提に、本件 「埋立地ノ
用途Jの 「米軍飛行場基地」は「国土利用上」著 しく不適正且不合理 (法
的瑕疵)と 判断す る。その判断根拠 となる事実 は、次の 9点 である。
まず、戦後70年 にわた り米軍専用施設が沖縄本島の約20%(現 在18%)
を占有する歴史的現実である 「基地の島Jの 景観 の形成 の側面 において
は次の 4点 である。
第 1は 、沖縄本島の「基地の島Jの 景観 は「太平洋戦争の 日本国の敗
「良好でない景
戦 の姿」であ り、平和条約 の発効及 び沖縄返還 の下では、
観」であること。

-
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第 2に 、埋立て予定 区域の自然豊かな辺野古沿岸海域を沖縄特有の「観
光資源」 として「良好な景観Jを 創出すべ きこと。
第 3に 、ジョセフ・ ナイの主張する、軍事戦略上、
「中国の弾道 ミサイ
ル能力向上」による、沖縄本島の米軍基地固定化 (集 中)の 脆弱性理論。
第 4に 、沖縄本島に米軍専用施設の75%を 占める海兵隊のグアム移転
を合理的 とする国防総省 の軍事戦略。
次 に、沖縄県に米軍専用施設の73%が 集中する沖縄県民 の過重負担の
現実 は、国土 (37万 7960離 )の 06%の 沖縄凛 (2276ぽ )に おける米軍基
地の面積当た りの負担度 (米 軍基地の密度)が沖縄県 は4 倍 であること
から、この米軍基地の468倍 の過重負担は沖縄県民に次のような形で現れ
法的瑕疵

(「

米軍飛行場基地」建設の不適正且不合理性)の 根拠 となる。

第 1に 、この米軍基地の負担度力8468倍 であることは生活及 び生産に通
ずる共通の基盤である国土・ 県土・土地利用効果 力望68分 の 1と な り、沖
縄県民 の経済活動 を制約 し「著 しく不公平」であること。
第 2に 、米軍基地の468倍 の過重負担 は、等 しくあるべ く国民の国土防
衛負担義務 を沖縄県民 は468倍 も果たし、
「著 しく不平年」であること。
第 3に 、米軍基地の468倍 の過重負担は、米軍基地の維持 (人 的 。物
的)か らの沖縄県民の生命、自由及び財産等の人権侵害の危険性 が468倍
(県 民の92%の 128万 人の居住す る沖縄本島

(1208d)で は854倍 )と な

「著 しく不平等かつ不公正Jで あること。
り、
第 4に 、米軍基地の4 倍 の過重負担は、米軍基地 に対する攻撃 による
沖縄県民の人権侵害 の危険性力S468倍 (沖 縄本島在住の沖縄県民128万 人
の危険度8騒倍)と な り、
「著 しく不平等かつ不公正」であること。
第 5は 、普天間基地の県外移設の選挙公約で当選 した沖縄県知事によ
る米軍基地建設を合意する本件埋立て承認は公約違反になること。
「埋立地ノ用途」 として「米軍飛行場基地」 とする本作埋立
以上から、
ては著 しく不適正且つ不合理であ り、 したがって、本件埋立て承認は法
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的瑕疵 〈
違法性)力 ｀
あ り、その違法性 は重大且つ明白で無効 である。 こ
のような判断を、以下の ように検討す る。
まず、名護市辺野古沿岸域 の埋立て承認の法的瑕疵の論点 において、
沖縄県 の米軍基地の歴史的現実を判断要素 とすべ きかを考察 し (I)、 次
に、敗戦後70年 にわた り米軍専用施設が沖縄本島 に集中 している歴史的
現実 (■ )、 また、沖縄県に米軍専用施設 の73%配 置 による沖縄県民 の過
重負担の歴史的現実

(Ⅲ )、

最後 に、どのような法的瑕疵 があるかを確認

し、本作埋立て承認の法的瑕疵 (違 法性)は 重大■つ明自であり無効 で
あると結論す る (Ⅳ )。

1

沖縄県の米軍基地の歴史的現実

知事の埋立て免許・ 承認基準であるとともに法的瑕疵の判断基準でも
ある埋立法 4条 1項 1号 (42条 3項 )「 国土利用上摘T■ 合理的ナル」か
の判断過程 に沖縄県 の米軍基地の歴史的現実を判断要素 とするかの論点
を検討す る前 に、 まず、沖縄県知事 の埋立て承認の法的瑕疵が問題 とな
る経緯 を確認する ことにし、次 に、その法的瑕疵の判断基準、そ してヽ
その判断要素 とすべ き根拠 となる土地所有権の公共性を考察する

1沖 縄県知事の埋立て承認の経緯
「輝十地ノ用途」を「米軍飛行場基地Jと する沖縄県名護市辺野古沿岸
域の埋立てを沖縄県知事が承認することは、本作lH十 地に「米軍飛行場
基地」の建設を承認す ることを合意す る。 したがって、埋立事業計画者
の国 (沖 縄防衛局)は 、辺野古沿岸域 の理立 申請 の手続 きの前提 として
名護市辺野古沿岸域への 「米軍飛行場基地Jの 建設 に関 して沖縄県知事
及 び地元名護市長の同意を得 なければならない。
そこで、まず、第 1段 階 として、1999(平 成11)年 ■月22日 、沖縄県
知事 は、普天間飛行場の移設候補地を「キャンプ・ シュフプ水域内名護
「米軍飛行場基地」
市辺野古沿岸域」に決定 した旨表明する。この表明は、
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を名護市辺野古沿岸域 に建設す ることを沖縄県知事 が同意 した ことを意
味す る。
第 2段 階 として、 1999年 12月 27日 、名護市長 は、同決定 について、 一
定 の条件 を示 しつつ、受 け入れ を表 明す る。名護市長 も 「米軍飛行場基
「米軍飛行場基地」の建設の地元 の法
地」 の建設 に同意 した ことになる。
的手続 きは一応、完了 した ことになる。
そ して、第 3段 階 として、 1999年 12月 28日 、政府 は 「普天間飛行場 の
移設 に係 る例 特方針」 を閣議決定す る。米軍普天間飛行場 の辺野古移設
による 「米軍飛行場基地 」 の建設 を沖 縄県知事、名護市長 の同意 を前提
に閣議決定 した ことになる。日本政府が一方的 に、辺野古沿岸域 へ の 「米
軍飛行場基地」 の建設 を、米軍普天 間飛行場基地 の辺野古沿岸域 へ の移
設 を、決定 したわ けではない。
「米軍飛行場基地」建設予定地 は辺 野古沿岸域 の 「埋立地 」 で
しか し、
あるので、 その土地造成 のために、埋立法42条 1項 による沖縄県知事 の
埋立 て承認 を得 なければな らない。
「米軍飛行
そ こで、最終段階 として、2013年 12月 27日 、沖縄県知事 は、
場基地 」建設 のための名護市辺野古沿岸域 の埋立て を承認す る。 ここに、
「米軍飛行場基地 」建設 のための法的手続 きは完了す ることになる。
知事 は沖縄県 を代表 す るので、知事 の承認 は沖縄県民 の承認 を含意す
る。辺野古沿岸域 の埋立て承認 の法的手続 きは完了 した ことになる。政
府 は、辺野古埋立ての予算措置 を して、埋立 て施 工の法的義務 が生ず る
のである。 日本 の民主主義体制 は、 一般 的 に個別行政 に民意 が直接反映
す るシス テムで はない。法律 による行政 の原理 に基 づ き、内閣 によ り、
又 は普通地方公共団体 の長 を通 して行政 は行 われるか らである。
ただ し、沖縄 の米 軍基地 の ように軍事基地 の始 ま りが戦勝 国 の軍事 占
領 による場合 には、軍事基地周辺住民 の受容 によって存続す る本 質的限
「民意」 は軍事基地存続 の
界 をもって い るので住民 の同意 、 したがって、
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本質的要素 となる。 日本本土 か ら米軍基地 が1955年 以降、撤退 した本質
的理 由はそこにある。この点 が、軍事基地建設 における「民意」の本質的意
味 である。他国 の 「軍事基地」建設、存続 は本質的 には政治問題 で ある。
国際社会 における「軍事基地」は法治主義 の制度的保障装置だからで ある。
ところで、法治主義の下では、 その沖縄県知事 の承認 に対す る法的対
抗手段 は基 本的 には二つ ある。一つ は、知事 の承認 を取消 し、知事 の承
認 を失効 させ る行政事件訴訟 の取消訴訟 である。他 の一つ は、知事 の職
ある場合 で
権取消 である。 いずれ も知事 の承認 に法的瑕疵 (違 法性 )力 ｀
「法律 による行政 の原理 に照 らし、瑕疵 ある行政行為 は原則 として
ある。

有
取 り消 されるべ きであるから」(宇 賀克也 『行政法概説 I(第 5版 )』 〈
斐閣、2013年 〉330頁 、以下、宇賀・「行政法概説 I』 とする。
)で ある。
沖縄県知事の辺野古沿岸域 の埋立て承認 の取消訴訟が現在進行中である。
知事の承認 に法的瑕疵 (違 法性)が 裁判 によ り認定されると裁判 による
承認 の取消 しで、知事 の承認 は失効す る。
他方、知事 の職権取消 は知事の取消 しとい う行政処分 による取消 しで
ある。 これは、現知事が前知事の承認に法的瑕疵 があると認識すれば取
消 しができるとする制度である。この知事の取消 しの行政処分 に対 して、
国は、取消 し無効確認の訴え又 は代執行訴訟を提起す ることになる。い
「国民
ずれにせ よ最終的 には裁判 の判断となる。法治主義の要請 によ り、
の権利利益 の保護 のため、行政 の主要な部分 が国民代表 からなる議会の
制定 した法律 によって行われ、行瑛機関の行為の適法性 を審査する独立
の裁判所 によって行政 に司法統制が行われ る」(字 賀・『行政法慨説 I』 27
頁)か らである。
次 に、埋立て承認基準であ り、法的瑕疵 の判断基準である「国土利用
上適正且合理的ナル コ ト」の規範的 (不 確定)要 件を考察す る。 この規
範的要件 が国土利用計画 (法 )上 の基本理念である「国土の均衡ある発
展」 の埋立法 の側面 における要件化であることの認識 が肝要である。
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2埋 立法の免許 。承認基準 と知事の承認の法的瑕疵
沖縄県知事の辺野古沿岸域埋立て承認に法的瑕疵があるか否かの判断
基準は、知事の免許・ 承認基準 (埋 立法 4条 1項 、42条 3項 )で ある。
この免許・ 承認基準 は 1号 から6号 まであるが、本件埋立て承認 の法的
瑕疵 で争点 となるのは、1号 要件、 2号 要件、 3号 要件であ り、その要
件 は次の通 りである。
第 1号要作は「国土利用上適正且合理的ナル コ トJ、 第 2号 要作 は「其
ノ埋立ガ環境保全及災害防止二付十分配慮セランタルモノナル コ ト」(以
下、環境保全条項 とい う。
)、 第 3号 要件 は「埋立地ノ用途ガ土地利用又
ハ環境保全 二関スル国又ハ地方公共団体 (港 務局 ヲ含 ム)ノ 法律 二基ク
「埋立地ノ用途」の 「土地利用計画」及 び
計画二違背セザル コ トJ(以 下、
「環境保全計画」 との適合性条項 とい う。
)で ある。一般的 には、 2号 要
作 の環境保全条項が大 きな争点 となってい るが、本総括では、1号 要作
の 「国土利用上適正且合理的ナル コ ト」 の規範的 (不 確定)要 作を本作
「埋立地ノ用途」である「米軍飛行
埋立て承認の本質的争点 としている。
場基地」建設を承認するか否かが本質的問題 と考えるからである。 とこ
ろが、 この「埋立地ノ用途」 は 3号 要作 には規定 されてい るが、 1号 要
件 にはな く「国土利用上」 とい う概念がある。 そこで、 1号 要作 の 「国
土利用上適正且合理的ナル コ ト」 は 「埋立地の用途Jと の関係 で、その
解釈 が問題 となる。
「①埋立てそのもの②埋立地の用途が国土利用
この 1号 要件 の解釈 は、
上適正かつ合理的であるかどうかの審査を求めるもの」(国 土交通省港湾
局埋立研究会編 「公有水面埋立実務便覧 (全 訂第 2版 )』 214頁 、以下、
「便覧』 とい う。
)と されてい る。 ここでのポイ ン トは、①埋立てそのも

のと、②埋立地の用途の二つの側面が 「国土利用上適正■合理的ナル」
かの判断をすることである。① は公有水面を埋立てて公有水面を廃止す
ることが 「国土利用上適正且合理的ナル」かの判断であり、公有水面の
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「埋立地の用途 」 が 「国土
廃 止 の評価 の問題 で ある。②埋立地の用途 は、
利用上適正且合理的ナルJか の判断 である。 そこで、問題 は、1号 要件
の 「埋立地の用途Jと 3号 要作 の 「埋立地 ノ用途 」 との判断機能 の違い
とい うことになる。結論 か ら言 えヤ
よ 1号 要件 の「埋立地の用途 Jは 、規範
的 (不 確定)要 件 である 1号 要件 に即 して国土利用 の理念 的観点か らの
判断であるのに対 し、 3号 要作 の 「埋立地 ノ用途 Jは 地域形成計画 レベ
ルの地域 に即 した土地 利用計画 と環境保全計画 との適合性判断 となる。
この 「埋立地 ノ用途」 の 1号 要作、 3号 要件 の判断機能 を理論的に区
「国上の均衡 ある発展 」の理
「埋立地の用途 」を、
別 す ると、 1号 要件 は、
念的観点 か ら 「国土利用上適正且合理的 ナル」 かの 「縦 の関係」 の俯政
的判断であるのに対 し、 3号 要件 は、地域 に即 した 「埋立地 ノ用途」が、
地域 の土地利用計画及 び環境保全計画 との適 合性 の 「横 の関係」 の判断
となる。 1号 要件 の 「埋立地 の用途」 は判断対象 であるのに対 し 3号 要
件 の 「埋立地 の用途」 は判断基準 であるので 1号 要作 と 3号 要件 の判 断
の観点 は理論的には異 なるのである。
まず、 3号 要作 の 「埋立地 ノ用途」 の 「土地利用計画 」及 び 「環境保
全計画 Jと の適 合性 は、地域 に即 した地域形 成計画 の平面 での判 断 で、
「埋立地 の用途 (使 用形態 の 区分 )か ら翻 ってみた埋立地周辺等 において
の土地利用上での整合性 を求 めたものであるJと 一般 的に解釈 されて い
る。辺野古沿岸域 の理立てを承認 した沖縄県知事 は、 この 3号 要件 の該
当性 について、埋立地 の用途 が都市計画法 に基 づ く都市計画 に違 背 して
い ないか、理 立地の用途 か ら予想 され る環 境 へ の影響 の程度 が公 害対策
法 (環境基本法 )に 基 づ く公害防止計画上許容 されてい るか、 その他 国
又 は地方公共団体 の法律 に基 づ く計画 に違背 して い ない か とい う 3項 目
の審査事項 を設 けて、 その適 合性 審査 を行 ってい る (被 告第 1準 備書面
「埋立地 ノ用途」 が本件 の
34頁 )。 この 「埋立地 ノ用途 Jの 判 断基準 は、
ように 「米軍飛行場基地 Jで ある場 合 には、移設元 の宜野湾市米軍普天
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間飛行場基地 と移設先の名護市辺野古埋立沿岸域の米軍飛行場基地 との
土地利用計画及び環境保全計画 (環 境基準)の 比較 となり、その適合性
判断 は事実的・ 数学的に判断 され、その適合性 の法的瑕疵の判断 は規範
的、政策的判断ではないのである。
これに対 し、1号 要件の 「国■rll用 上適正且合理的ナルコ ト」の判断
の対象 となる「埋立地の用途」 は、その 「埋立地の用途」を「国上の均
「国土利用上適正且合理的ナル」かの判
衡ある発展」の理念的観点 から、
断をす ることである。 このような規範的 (不 確定)要 作 の判断をより透
明化するため、 この 1号 要件 の法定外 の判断要素 として 「埋立ての必要
性J(「 埋立必要理由書」
)が 実務上あり、 その審査基準 として、次 のよう
なものが提示 されている

(『

便覧』399頁 )。 [1]埋 立ての動機 となった土

地利用が埋立てによらなければ充足されないか、[2理 十ての動機 となっ
た土地利用に当該公有水面を廃止す るにたる価値 があるか、[31埋 立て
の開始時期 からみて、今埋立てを開始する必要があるか、[4]埋 立てを
しようとする場所が、埋立地の用途 に照 らして適正な場所 といえるかな
どの 7項 目を設定 している。
この判断 を、本作 でみると、まず、名護市辺野古沿岸域 の埋立予定面
積 は157haで 、 この海域 は、沖縄の海岸の中でわずかに残 った貴重なサ
ンゴ礁 の海 であ リジュゴンが回遊 し、 また近年新種の甲殻類 が相次いで
発見 されている。 この海域を埋立で廃止するかは、その海域 自体 の評価
ではな く、12]「 埋立ての動機 となった土地利用に当該公有水面を廃止
「埋立ての動機 と
するにたる価値 があるか」で判断される。 したがって、
なった土地利用」 をどう評価す るかに係 ることになる。
そこで問題 は、本作 の[21「 埋立の動機 となった土地利用」 は何 かで
ある。 これは 「埋立地の用途」 のことであ り、本件では 「米軍飛行場基
「米軍飛行場基地」を建設するために、本作辺野古沿岸海域
地」である。
の公用水面を廃止する必要性 があるか、の判断 とい うことになる。
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また、 この 「埋立地 ノ用途 」 の評価 は、 [2]「 埋立ての動機 となった
土地利用 に当該公有水面 を廃止す るにたる価値 があるかJ、 [4]「 埋立て
をしようとす る場所 が、埋立地 の用途 に照 らして適正 な場所 とい えるか」
「理 寺地の用途」
で判断 され る。 この論点 を本作 に即 して本質規定す ると、

としての 「米軍飛行場基地」建設のために辺野古沿岸域 を埋立てること
「国上の均衡ある発展」の理念的観点から「国土利上適正且合理的ナ
が、
ル」かの判断 となる。 その判断過 程に、敗戦後70年 近 くに渡る沖縄県 の
米軍基地 の歴史的現実 を判断要素 とすべ きかが本質的論点 となる。
このような、知事の埋立て免許・ 承認基準の埋立法 4条 1項 1号 (42
条 3項 )の 「国土利用上適正且合理的ナル コ ト」 の合理的解釈の理論的
根拠 は、埋立法を国土利用計画法の法秩序の下の位置付けることにあるo
国土利用計画法 は地域形成計画を規定する「土地利用基本計画」を「都
道府県 は、当該都道府県 の区域 についてJ「 定める」(9条 1項 )と する。
この土地利用基本計画 は、①都市地域、②農業地域、③森林地域、④ 自
然公園地域、⑤ 自然保全地域を、諸個別規制法規の諸計画 に基づいて地
域決定す る (9条 2項 )。 そして、国土・県土・土地利用規制

(そ

の基本

単位 が「土地の用途」で土地所有権 の制限 と公共性の対抗関係)の 根拠
「土地利用基本計画 に即 して適正かつ合理的 な利用 が図 られるよう、
法は、
関係行政機関の長及 び関係地方公共団体は、 この法律に定めるものを除
くほか、別 に法律 に定めるところにより、公害の防止、自然環境及 び農
林地 の保全、歴史的風土の保全、治山、治水等に配意 しつつ、土地利用
の規制 に関す る措置 その他の措置を講ずるものとする。
」(10条 )と 規定
する。国土・ 県土・土地利用 に関す る規制 は「適正かつ合理的 な利用 が
図られるようJ措 置す る。その土地利用規制 に関する措置の法的根拠 は
「この法律に定めるものを除 くほか、月Jlこ 法律の定めるところによJる の
の法律 の定めるところJの 法律が都市計画法、景観法、
であり、 この 防」
土地収用法、土地区画整理法等であ り、 ここに埋立法も入 り、本法の国
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土の 「適正 かつ合理的な利用が図られるよう」力S、 埋立法 4条 1項 1号
の「国■TJ用 上適正且合理的ナルコ ト」に表れているのである。そして、
この国土利用 の基本理念 の 「国土の均衡ある発展」力S次 のよう国土利用
計画法 2条 に定 められているのである
「国土の利用 は、国上が現在及び将来 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、自然環境の保全 を図 りつつ、地
域の 自然的、社会的及 び文化的条件 に配意 して、健康 で文化的な生活環
境の確保 と国土の均衡ある発展 を図ることを基本理念 として行 うものと
する。
」
以上が、埋立法 4条 1項 1号 (42条 3項 )要 件の 「国土利用上適正且
「埋立地の用途」
合理的ナル コ ト」の規範的(不 確定)要 作 の解釈に関して、
を「国土の均衡ある発展Jの 理念的観点から「国土利用上適正且合理的
ナルJか の判断であることの理論的根拠である。
沖縄県知事の辺野古沿岸域の埋立て承認の法的瑕疵の問題 は、1号 要
件 の 「埋立地ノ用途」 を 「国土の均衡ある発展」の理念的観点から「国
「土地の用途」が
土利用上適正且合理的ナル」かが本質的な論点 となり、
「米軍飛行場基地」として土地所有権の制限と公共性の関係 を表すものな
のである。次に、その土地所有権 の制限 と公共性の関係 を考察 して、1
号要件の判断過程に、戦後70年 間の沖縄 の米軍基地の歴史的現実を判断
要素 とする理論的可能性 を検証す ることにしよう。

3土 地所有権の公共性
0)知 事 の埋立 て承認の意義、 目的及 び法的性質
知事 の埋立て承認 は、地域形成計画の一環である埋立法を根拠法規 と
して、事業計画者 の国が、特定の公有水面を埋立てて、土地造成 による
埋立工事竣功によ り、 その国 に、制限され土地所有権 を取得 させ る行為
である。知事 の承認の目的は制限された土地所有権の付与にあり、承認
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「埋立地ノ用途」
の法的性質 は特許 となる。制限された土地所有権 とは、
として土地の利用 目的が特定され土地利用の自由が制限されているから
である。土地所有権 は特定人が特定地の上下の時空を法令 の制限内にお
いて 自由に利用及び処分す る権利 である

(民 法206条・207条 )。

土地所有

権 の客体である特定地 の上下の時空 は、①特定地面、②特定地面上の時
空及び③特定地面下の時空の 3側 面 に区別され、特定地上 の時空の利用
「埋立地ノ用途Jと して土地の利用 目的が特定 され、土
の側面 において、
地利用の自由が制限された土地所有権 となるのである。
12)「 土地の用途 」 と土地所有権 の公共性概念 の展開

土地所有権 の制限原理 は公共 の福祉 (公 共性)に ある (憲 法″条 1項・
29条 2項 )。 したがって、土地所有権 の内容は、特定地の上下の時空の自

由な利用及 び処分 とい う排他的支配性 と他者 との規定関係的な公共的時
空の利用 とい う公共性を併有 したものとなる。土地所有権 は、 この排他
的支配性 と公共性の対抗関係・規定関係 において捉えられることになる。
この関係 は、次の 3段 階 に区別 されるが、第 1段 階 として、公害対策基
1967年 )の 「公害」概念、第 2段 階 に、都市計画法 (1968年 )の
本法 〈

「用途地域制」概念、そして、第 3段 階に、景観法 (20 年 )の 「景観」
概念である。
まず、第 1段 階 は、公害対策基本法 (1967年 )の 「公害」概念の段階
である。居住地 と事業地 の土地所有権間の関係である。事業地の土地所
有権 による自由な事業活動 に伴 う排出物 が他者の居住地 の土地所有権 の
生活環境権 (良 好 な生活環境を享受す る利益)侵 害及 び健康侵害 に至る
場合 には、自由な事業活動 に伴 う排出物 は「公害」 として抑制されるべ
きで、自由な事業活動の制限であり、事業地 の土地所有権 の制限となる。
資本主義社会の営業の 自由 (憲 法22条 1項 )の 法的基盤 で ある土地所有
権 の一定の制限 を意味す る。
次に、第 2段 階 は都市計画法 (1968年 )の 「土地の用途」概念 を単位
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「土地の用途」
とする都市計画 の基本 である 「用途地域制」概念 である。
概念 は土地利用 目的が、居住地、工業地、商業地等のように特定 された
もので、土地利用の 自由を内容 とする土地所有権 を制限するものである。
その「土地の用途」を地域及び地区に区分 して土地利用規制するのが「用
途地域制」(地 域地区制)で あるが、その 「用途地域制」 は都市計画 の基
「土地の用途」により区域化された用途地域
本 となるものである。

(居 住

地地域、工業地地域等)は 、その 「用途Jに 即 した「特定地面上の時空
の利用」規制 は建築物の形態規制 (建 築基準法)に より具体化 されるが、
それ は特定地面 の時空の自由な利用の制限 となるので、土地所有権の制
限 となるのである。さらに、街区単位 による建築物等 の形態・ 意匠規制
による地域の特性 に応 じたより細かな地区づ くりを可能 とする地区計画
制 (1980年 )が 導入 され、 より細か く土地所有権 が制限 される。つ ま り
都市計画 は「土地の用途」 を単位に人工的に計画 した 「用途地域制」に
よる土地所有権 の制限である。言い換 えると、都市地域 の土地所有権の
「適正な制限のもとに土地の合理的禾U用 」(用 途地域制等)に よ
公共性 は、
り都市地域 レベルで 「健康で文化的な都市生活」及 び「機能的な都市活
動 の確保」が図 られ、国土 レベルで 「国上の均衡ある発展」 と国民 レベ
ルの「公共の福祉 の増進に寄与」することである (都 市計画法 1条 )。 こ
のような都市計画 の土地所有権 の公共性 は、13種 の用途地域の建築物形
態規制 の具体化 を通 じて機能的、形態的、価値中立的 に建築物、都市景
観 を形成 してい く、都市の在 るべ き姿の公共性 に依 る将来 に向けての上
地所有権制限であることに特徴がある。
第 3段 階 は、景観法 (2004年 )に おける「景観」概念 である。景観計
画 は都市地域、農漁村地域にも適用され る概念であるが、都市地域 にお
いては、第 2段 階の 「土地の用途」概念 を単位 とする用途地域制 の建築
物形態・ 意匠規制 によ り造形化された都市の景観 を過去・現在・ 未来 の
過程 で景色化、風景化するものである。景観一般 は、土地所有権 の特定
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地上の時空利用の側面における「土地の用途」の造形化 としての建築物
等の景観である。その景観は、歴史過程における文化的伝続的な価値的
要素を内包 した建築物守の景観 を意味し、この景観が、現在の段階で「良
好な景観」 と判断される場合 には、 その 「良好 な景観」 は土地所有権 の
「良好 な景観」の公共性 に依 り地域の
公共性を有するとするものとして、
他者の土地所有権 が制限される。土地所有権の特定地面上の時空の利用
は国民 の生活及び生産の場 である建造物等により具象化、造形化され、
その景観 となるが、その建造物等 の景観 は、国民・ 民族 の伝統 。文化・
思想か造形化された建造物等を媒介に、土地所有権の内容に組み込 まれ
「良好な景観」 の形成は、国土計画 の基本理
ることになる。 したがって、
念である 「国土の均衡ある発展」を、国土 レベルで 「美 しく風格のある
国土の形成」
、国民生活 レベルで、畔野いのある豊かな生活環境の倉U造 」そ
して、地域 レベルで 「個性的で活力ある地域社会の実現」 を図ることと
なるのである (景 観法 1条 )。 景観法の「良好 な景観」概念 は「国土の均
「景観」
衡ある発展」 に質的、価値的色彩 を盛 り込むのである。つ まり、
概念 は、国土計画の基本理念である 「国土の均衡ある発展」 に積極的又
は消極的な歴史的価値的視点を浸透 させ、その基本理念 として 「美 しく
「良好な景観」 は土地所有権の公
風格のある国土の形成」と概念化 され、
共性の内容 となるのである。
「地域の自
その 「良好 な景観Jの 評価 の対象 となる「景観」概念 は、
然・ 歴史・ 文化等 と生活・ 経済活動等 が『地域の姿』 として現 れたもの
であつて、その地域の特性 を形づ くるもの」(安 本典夫『都市法概説

(第

2版 )J《 法律文化社、2013年 〉148頁 、以下、安本・『都市法概説Jと す
る。
)と 定義される。「良好な景観 は、地域 の自然、歴史、文化等 と人 々
の生活、経済活動等 との調和 によ り形成 されるものであることにかんが
み、適正な制限の下にこれらが調和 した土地利用 がなされること等を通
じて、その整備及 び保全 が図 られなければならない」(景 観法 2条 2号 )
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からである。 また、 この 「景観 は、街路景観 などの小規模、その背景 と
しての中景観、そして大景観

(た

とえば盆地形の京都 であればまちを取

り巻 く山並み)の 重層的なものである。そ して、中景観・大景観 におい
て、各種 のモニュメント的な建造物や自然は、その都市全体の景観 にお
けるアイデンティティを形成する」(安 本・『都市法概説』170頁 )。
さらに、土地所有権の公共性 を帯びる「良好 な景観」 は、過去から現
在の 「良好 な景観Jの 保全だけでな く、将来 にむけてもその 「良好な景
「良好な景観 の形成」は、
「現 にある良好な景観
観」を創出すべ きとする。
「新たな良好な景観を創出することを含む
を保全すること」のみならず、
「良好な景観」の保全
ものであることJ(景観法 2条 5号 )だ からである。
だけでなく創出も含むことは、この土地所有権 の公共性 は、内在的に「良
好でない景観」 は縮減、縮小及硝 滅させてい くべ き方向性 も包含する
ことになる。つ まり、都市計画 は、都市地域 における現在から未来 (将
来)に 向けての地域形成計画 であるが、景観計画 は、都市地域及び農漁
村地域 における、過去 。現在・ 未来 の歴史過程における地域形成計画 と
い うことになる。したがって、何が 「良好な景観Jか 「良好でない景観」
かが肝要 となるのである。
この各段階 は、平面的対立関係でな く、重層関係 である。第 1段 階の
「公害」概念の層に、第 2段 階の 「土地の用途」概念 の層 が重な り、さら
に、その上に第 3段 階の 「景観」概念 の層 が重なるのである。現段階の
国土計画及び地域形成計画 は、1層 、 2層 、 3層 の 3層 構造 をなしてい
るのである。 したがって、当該問題をどの段階・ 層 で捉 えるべ きか論点
となるが、基本的には、第 3段 階の 3層 において捉えるべ きことになる。
なぜなら、第 3段 階の 3層 は、第 1、 第 2の 各段階・ 各層 を包摂 してい
るからである。
0)「 国土の均衡ある発展Jの 都市計画型 と景観計画型

国土計画の基本理念である「国土の均衡あ る発展」 の内容 は、第 2段

-
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階の 「都市計画型」と第 3段 階の 「景観計画型」で捉えることができる。
都市計画型 の 「国土の均衡ある発展」 は、あるべ き都市像 を構想 して、
現在 から将来・未来 にむけた地域・ 地区単位の土地利用規制である用途
地域制を基本に理想的な都市を形式的、機能的、価値中立的な土地利用
規制 。誘導 によ り構築 してい く地域形成計画であるのに対 し、景観計画
型 は、過去・現在・未来 の時空の中で、過去の歴史過程 において造形化
された伝統的、文化的及 び歴史的景観 を景観計画区域単位 で、その景観
力S「 良好 な景観」であれば、現在・未来に渡って保全及び創出してい く、
内容的、質的、価値的色彩をもった地域形成計画 で ある。 したがって、
その景観が 「良好でない景観」である場合 には、その景観 の縮減、縮小
及 び消滅 の方向性をもつ ことになる。つ まり景観全体 で 「国上の均衡 あ
る発展」
、その景観法の表れとしての「美 しく風格ある国土 の形成」を考
えるとい うものである。なお、その景観 は、小景観、中景観、大景観 と
重層的な景観 を構成 していることに留意すべ きである。
「国土の均衡ある発展」の観点から「国土利用上適正且合
したがって、
理的ナル」かの判断過程 において、都市計画型 で判断す るか、景観計画
型で判断するかは、その判断要素に違 いがでて くる。都市計画型は、地
域の関係 のなかで現在 から未来 に向けた事実で判断す るのに対 し、景観
計画型では、地域 の景観全体の中で、過去・ 現在・未来 の歴史過程 にお
いて、 その景観 の本質 を踏 まえた当該地域形成計画の 「国土利用上適正
且合理的ナル コ ト」の判断 となるのである。
それでは、1号 要件の 「国土利用上適正且合理的ナル コ ト」の判断の
理念的観点である 「国土の均衡ある発展」 は都市計画型、景観計画型の
いずれの型で捉えるべ きであろうか。

1号 要件 の該当性判断

(規 範的判断)を 「国上の均衡ある発展」の理

念的観点から判断する場合、都市計画型 で判断す るか、景観計画型で判
断するか、の違 いは、戦後70年 にわたって沖縄本島に集中 して存続 して
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い る米軍基地 の歴史的現実及 び国上 の0.6%の 沖縄県 に米 軍専用施設73%
が配置 されて い るとい う沖縄県民 の過重負担 の歴 史的現実 を判断要素 と
す るか、の違 い になる。景観計画型だ と過去 。現在・ 未来 の歴 史過程 に
おいて、都市地域、農漁村地域 にわたる全体 としての景観 で地域 形成 計
画 を捉 えるので、沖縄 の米軍基地の歴史 と現実 を判断要素 とす ることに
なるのに対 し、都市計画型 では、米軍基地移転元 の宜野湾市米軍普天間
飛行場基地 と移転先の名護市辺野古沿岸域埋立地 の米軍飛行場基地 との
現 在か ら将来 に向けての相対的比較 が判断要素 となる。結論 的 に言 えば、
形式的 には、1号 要件 は景観計画型 で あるのに対 し、 3号 要件 は都市計
画型 とい う ことで、層 としてすみわ けがされて いるこ とになるが、本件
埋立 て承認 の法的瑕疵 の判断 においては、内容 的 に 1号 要作 は景観計画
型か らの判断 をす べ き理 由を次 に考察す る。

4景 観計画型 アプローチの理 由
本稿 が、景観計画型のアプロー チを採 る理 由 は、基本 的 には、現段階
の国土計画 、地域形成計画 は景観法 (2004年 )に よ り景観計画型の段階
に達 してい るか らである。 また、個別 的、 内容的 には次 の理 由 による。
第 1は 、 日本 国 の敗戦 1945年 か ら、 70年 にわた り戦勝国 の米軍基地 が
沖縄本島 に集 中 して存続 して きた とい う歴史的現実 は、沖縄本島内での
米軍基地 の移設が 「国土利用上適正且合理 的ナルJか 、の判断 において、
法治主義 に基 づ き、本質的 な判断要素 とす べ きである。 したがって、過
去・ 現在・ 未来 の歴 史過程及 び都市地域 だけでな く農漁村地域 も含 めた
景観計画型 の 「国土 の均衡 ある発展」 の観点 か ら判断す べ きである。

第 2に 、景観法の目的 (1条 )で ある「美 しく風格のある国上の形成J、
「個性的で活力のある地域社会の実現」及 び「潤 いのある豊かな生活環境
の整備」の観点から、沖縄本島に集中す る米軍基地 の存続 は、景観法 の
精神 を否定 している。沖縄県民 の92%の 128万 人が居住 している沖縄本島
(1208耐 )に 米軍専用施設 (228ぽ )が 、沖縄本島の18%(現 在)を 占有
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しているのである。 この規模 の機能 の米軍基地 の現実 が70年 に渡 って存
続 し、沖縄本島は 「基地 の島J、 「基地のなかにある沖縄」 と表現 され る
景観 となって い るのである。 この 「基地 の島Jの 景観 は 「良好 な景観」
「基地 の島」 は 「美 しく風格 のある国土 」 あろ うか。圧倒 的
で あろ うか。
な米軍基 地 の機能 による人権侵害 の危険性 の高 さは 「潤 いのある豊かな
生活環境」 で あろうか。沖縄本島の県民 の生活、生産 の最適 の場所 にあ
る米 軍基 地 の70年 に渡 る存 続 は 「個性的 で活力 のある地 域社会 の実現 J
には制約 が大 きす ぎるのではない か。米軍基地 の圧倒 的 な存在 そのもの
が景観計画型 の 「国土の均衡 ある発展 Jの 観点 を採 るべ き ことを、法治
主義が要請 して い るのである。埋立法 は国土利用計画法、地域形成計画
法の一環 として存在 す るか らである。
第 3は 、沖縄本 島 が第 二次世界大戦 の米 国 と日本 国 の「戦争 の権利」
としての地上戦が行 われた地域であるとい うことである。 日本 お よび米
国 の戦没者 20万 人余 にも及 ぶ戦争 が行 われ、 日本軍 9万 4136人 (沖 縄県
民軍人 2万 8228人 )、 米軍 1万 2520人 、 そ して、 国家間 の 「戦争 の権利 J
の 当事者 ではない民間人 の沖縄県民 が 9万4000人 も犠牲 となったので あ
る。 その沖縄本 島の地 に戦勝国 の米国 の米軍基地 が70年 間 も存続 して き
ているのである。 その地 に新 たに米軍基地 を建設 する こと自体 が愛国心
の 由来 であ り徴表 である 「美 しく風 格 のある国土 の形成」(景 観法 1条 )
に反す るのである。景観計画型の適用場面 そのものであ る。
「埋立地 の用途J力 ヽ
「米軍飛行場基地Jと い う安全保 障政策 の
第 4は 、
質的、価値的色彩 の強 い問題 である。 したがって、価値 中立的 な都市計
画型 よ り景観計画型 で真 正 面 か ら 「国土利用 上適正且 合 理的ナル」 か、
を判断すべ きである。 つ ま り、沖縄本島 に米軍基地 を現在、新 たに建設
す ることの必 要性、合理性及 び妥当性 を正面か ら判断すべ きなのである。
「美 しい風 格のある国上 の形成 Jは 国上 の安全保 障 を合意 し、国土 防衛 を
合意す る。戦勝 国 の米軍専用施設 (基 地)228断 が沖縄本 島 (1208ぽ )の
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18%を 占有 しているこの沖縄本島の地が、 日米双方20万 人余の戦没者 の
地上戦の戦地であることを、日本国は考えるべ きである。日本国は、1941
年12月 8日 に宣戦布告による戦争状態 に入 り、1945年 8月

15日

に敗戦を

認め、1956年 4月 28日 にサンフランシス コ平和の発効の日に戦争状態を
脱 し主権国家を回復 し、さらに、1972年 5月

15日

の沖縄返還 によ り日本

が沖縄の主権を回復 したはずなのに、現実の米軍基地の圧倒的な存在 は、
未 だ 「戦争状態」 にあることを合意するからである。 日本国は沖縄の主
権 を「回復Jし ていないのである。主権国家の国土の側面 での徴表であ
る 「美 しく風格のある国土」力S「 蹂躙され続け」ているなかで、主権国
家の当然の権利である主権を「回復」すべ きとい うことになる。したがっ
て、米軍普天間飛行場基地の危険性 の高 さは、 このような基地の閉鎖の
根拠 にはなるが沖縄本島内の移設の根拠 にはならないのである。70年 近
く危険性ある普天間飛行場基地を認 めてきながら、同 じ沖縄本島に移設
す ることを根拠 にすることは、主権 を持つ国家では物理的に在 り得 ない
のである。沖縄本島の 「基地の島」の景観を敗戦後70年 間 も形成 し続け
ること自体 が主権国家を自己否定 し続けてきたものであるからである。

5小 結
以上から、戦後70年 にわたる沖縄本島の米軍基地の歴史的現実を、知
事の埋立て承認基準 (法 的瑕疵の判 断基準)で ある「国土利用上適正且
合理的ナル コ ト」 の判断要素 とすべ きことになる。次 に、戦後70年 間 の
沖縄本島の米軍基地の歴史的現実つ まり沖縄本島の20%(現 在18%)を
米軍専用施設が占めている歴史的現実及 び国土の06%の 沖縄県 に米軍専
「国土利用上
用施設の73%が 集中し沖縄県民の過重負担の歴史的現実 は、
適正且合理的アル」 かの判断を検討することにす る。 まず、沖縄本島の
米軍基地 の集中は「国土利用上適正且合理的ナル」 か、から検討する。
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Ⅱ 沖縄本 島の米軍基地 の集中

1米 軍飛行場基地 のための辺野古沿岸域埋立 ての 「適 正且合理性」
それでは、1945年 の敗戦以降70年 にわた り米軍専用施設 (現 在、228
ば 、33施 設 )を 存続 させ、沖縄本島 (1208ビ )の 約20%(現 在 18%)を

「基地のなかの沖縄Jの 「景観」〈
「基地の島」
占有 し続け、
、
大景観)を 形
「国土利用上適正且合理的ナル」か
成 している沖縄本島の歴史的現実を、
の判断要素 として、その要件該当性を判断することにしよう。つ まり「埋
立地ノ用途」 としての 「米軍飛行場基地」建設のために辺野古沿岸域を
埋立てることは 「国土利用上適正且合理的ナル」かの判断 に沖縄本島の
米軍基地 の歴史的現実 を判断要素 として検討 した場合、 どう判断 され、
どのような結論 になるであろうか。言い換 えれば、沖縄本島の「基地 の
「国上の均衡ある発展」の基本理念、
「美 しく風格ある国土
島」の景観 は、
「良好 な景観」 として 「保存」
の形成Jの 景観法理念 から見 た場合、
、陰」
「良好でない景観」 として、縮減、縮小 して 「基地
出Jし てい くべ きか、
の島」 の景観の消滅の方向 にもってい くべ きかの判brrを 内包 しているの
である。
そこで、辺野古沿岸域を埋立てて米軍飛行場基地を建設することは「国
上の均衡ある発展」の理念的観点から 「国土利用上適正且合理的ナルJ
かの判断過程 に、敗戦後70年 近 くに渡る沖縄県 における米軍基地の形成、
沖縄本島の約20%(現 在18%)を 米軍専用施設 が占め続けている歴史的
「埋立地ノ用途」 としての 「米軍飛行場基地J
現実を判断要素 とすると、
建設のために辺野古沿岸域 の埋立ては 「国土利用上適正且合理的Jで な
い とい う結論 になる。その理 由を次 に考察す る。

2本 件埋立 ての 「国土利用上適正且合理的」でない理 由
辺野古沿岸域 の埋立てが 「国土利用上適正且合理的」でない理 由は、
第 1に 、沖縄本島の 「基地の島」の景観 は 「太平洋戦争の敗戦国 の姿」
であ り「良好でない景観」であ り、第 2に 、辺野古沿岸域 は沖縄本島の
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東海岸 に残 された自然豊かな海域 であ り「観光資源」 として「キャ ンプ・
シュフプ基地」 と連 結 して 「良好 な景観 Jを 創 出すべ きであ り、第 3に 、
軍 上戦略上 、沖縄本島 の 「米軍基地 の固定化 (集 中化)の 脆弱性 J理 論
によ り、第 4に 、沖縄本島 の米軍基地 の75%を しめる海兵隊のグアム移
転 による 「米軍 は地理的に分散 され、作戦面で は弾力的 とな り、政治的
「米軍飛行場基地」
にも持続可能」な軍事戦略上 の合理性 による。つ ま り、
建設 を合意す る本作埋立ては全 く又 は著 し く 「適正且合理的」 でない の
である。
し)沖 縄 の 「基地 の島」 の景観 は 「太平洋戦争 の 日本国の敗戦 の姿」
まず、第 1に 、沖縄本島の 「基地 の島Jの 景観 は 「太平洋戦争 の 日本
国 の敗戦 の姿Jと しての 「良好 でない景観」 で あ り、米軍基地 の整理・
「敗戦国 を克服 す る 。美 し
縮小す べ き義務 が国及 び地方公共 団体 にあ り、
く風格 の ある国上 の形成」 を意味す る 「良好 な景観 の形 成」 に向 けて、
「米軍飛行場基地」建設 は制 限 され るべ きで、辺野古沿岸域 の埋立て は
「国土利用上適正且合理的」でない ことになる。以下、その結論 に至 るプ
ロセスを、長 いが述 べ る ことに しよ う。

「国土の均衡ある発展」 の観点から、
「米軍飛行場基地」 の建設 のため
に辺野古沿岸域 を埋立てることは「国土利用上適正且合理的ナル」かの
判断要素 は、沖縄県の米軍基地 が敗戦後70年 に渡 り沖縄本島の約20%を
米軍専用施設が 占有 し続けてい る歴史的現実 である。沖縄沐 島には、米
軍専用施設 が集中 し、現在 は18%で あるが、戦後70年 に渡 って占有 して
「基地のなかの
いる歴史的現実 は、沖縄本島の 「景観」を 「基地の島」、
沖縄」 として表現 し、 しかも現実 にそのような島 として存在 し続けて き
たとい うことである。沖縄本島の「基地の島」の景観は敗戦後70年 間の
沖縄 における米軍基地 の在 り様 の造形化であ り、 日本国家の敗戦 の在 り
様 の造形化 であり及 び沖縄 の歴史的存在 の造形化である。 この 「基地 の
「良好な景観」ではないが、景観法 における「良好 なJを
島」の景観 は、
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「地域の自然・ 歴史・ 文化等 と生
捨象 した 「景観」 である。景観 とは、
活・ 経済活動等が「地域の姿』 として現れたものであって、その地域 の
特性 を形づ くるもの」(安 本・『都市法慨説』148頁 )で あるからである。
国土計画 の基本理念 が 「国上の均衡ある発展」(国 土利用計画法 2条 )
であるのは、細長 い 日本列島の特性 によ り地域性の強い 日本国民を「国
土の均衡ある発展」の理念の具体イ
ヒを通 じて日本国土の防衛意識を持続
させ ようとする国家戦略の一環である。さらに、国土計画の基本理念の
基底 にある、20世 紀後半 の敗戦国 としての国家からの脱却の国家戦略が
国土計画の側面 に表れたのが、1998年 の21世 紀の国土のグラン ドデザイ
ンの 「地域の自立の促進 と美 しい国土の創造」である。 ここに初 めて国
土計画 レベルで 「美 しい国上の創造」 の概念が表 にでて くる。そして、
20044、 「景観法」の目的 として「美 しく風格のある国土の形成」力
=挙 げ

「個性的で活力ある地域社会の実現」が示 されるの
られ、それと並んで、
である。 日本国民 の愛国心 の神髄 は「美 しい国、日本」である。愛国心
は美 しい国土に由来 し美 しい国土は愛国心を徴表す る。景観法 は、 日本
の伝統、文化及 び歴史の形を「良好 な景観」 として保全 し創出 して愛国
「国土の均衡ある発展」の内容 に 「良好 な景
心の醸成 を図るものである。
「美 しく風格のある国土の形成」 のような価値的色彩 が組み
観 の形成」
、
込 まれたのである。その「
『国土の均衡ある発展』とは、わが国国民が国
土のいずれの地域においても、その地域の特性に応 じた暮 らしぶ りを営
むことができ、幸福 に生活することを追求で きるための条件整備を行 う
旨の理念に他ならない と考 える。すなわち「個」 の利益 を守 りなが ら、
「全体』の利益を安定的に向上させ るようなパ ランス を意味していると考
えるのである」(川 上征雄「国土計画の変遷τ効率 と衡平の計画思想Jく 鹿
島出版、2008年 〉127頁 、以下、川上・『国土計画の変遷』 とする。
)。
か くして、沖縄本島の景観 である「基地の島」 に新たに「米軍飛行場
「国土の均衡 あ
基地」 を建設するために辺野古ぬ帯域を埋立てることが、
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る発展」 の理念的観点か ら 「国土利用 上適正且合 理的ナル」 かが本質的
な論点 となるのである。敗戦国 日本が、邦人戦没者 18万 8136人 の地上戦
の当該地 に戦勝国米国 に軍事基地 を70年 間 も提供 し続 け、 しかも70年 後
「国土 の均衡
も最新の基地 を建設 して戦勝国 に提供 しようとす ることが、
「美 しく風 格 のある国土 の形成」の理念的観点か ら「国土
ある発展 Jの 、
利用上適正且合 理的 アルJか が沖縄県名護市辺野古沿岸域 の埋立の問題
の本質 であ り、 しかも、 当地 の沖縄県知事 がその ような意味 をもつ埋立
て を承認 した とい うのが、 この問題 の地獄絵 を徴表 しているので ある。
国家の 「戦争す る権利」 によ り、沖縄 の地で英霊 に なった 日本軍の死
者 9万4136人

(日

本人全体 で310万 人 の うち沖縄戦全体 18万 8136人 うち民

間人 9万 4000人 )は 、戦没 した後 も戦勝 国 の軍事基地 によ り蹂躙 され続
けられて い るのである。死者 の心 は残 された人 間 の心 に遺 されて生 き続
けて い る。 た しかに、 日本国 は軍人恩給、 また、靖国神社 に英霊 として
祀 り、遺族 を物心 ともに配慮 しているが、熾烈 な戦闘、玉砕 の地 、沖縄
本島 にお ける米軍基地 のη年 にわたる存続 は、遺 され た日本国民 の精神
を蹂躙 し続 けて い るのである。
一般的 に 「戦争」 の悲劇 は個人 の精神 の側面 で限 りな く連鎖 してい く
ので、その個人間 の無限の連鎖 を断ち切 るため、また国家 レベルの報復、
反撃、領土 の奪回 と連鎖す る傾向性 が あるので、 その連鎖 を制度的に断
ち切 るため、近代西洋人 は戦争 を国家 レベルの 「権利 J、 「戦争 する権利 」
として創造 した側面 もあ り、 また平和条約 による軍隊の撤退 で戦争状態
を終 了させ て国家 としての け じめをつ けるのである。 つ ま り、近代西洋
人 は、 ドイ ッの人 口の 4分 の 1の 約40万 人 の戦死者、欧州 を灰儘 に帰 し
「戦争す
た宗教戦争 で ある30年戦争 (1608年 〜 1648年 )の 経験 を踏 まえ、
る権利 Jを もつ 「近代主権 国家Jを 創造 したのである

(ウ

ェス トファ リ

ア条約・ 1648年 )。 そ して、バ ラ ンス・ オ ブ・パ ヮー政策 によ り、その戦
「戦争す る権利 」 で、欧
争 は減少す る。 しか し欧州 を中心 とした世 界 は、
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州以外 を植民地 とし、さらに、ナポ レオ ン戦争 (1799年 〜 1815年 )490万
人、第一世界大戦 (1914年 〜 1918年 )1500万 人、第 二次世界大戦 (1939
年 〜1945年 )5000万 人 の戦死者 を出 してい るのである。
他方、敗戦後 70年 後 も1208ぽ の沖縄本島 に228ぽ の米軍基地 を存続 させ
「戦争状態Jに おいて平気 でいる米国 はどのよ うな戦争 をして きたのであ
ろ うか。米 国 の西洋人文明の歴史 は、 17世 紀 か ら始 ま り、 その文明・ 戦
争 と戦死者 は、独立革命戦争 (1775年 〜 1781年 )

4人 、 メキシ ヨ戦争

(1846年 〜1848年 )1万 3270人 、南北戦争 (1861年 〜1865年 )61万 8000

人、米西戦争 (18%年 〜1898年 )5400人 、第一次世界大戦

(1914〜 1918

年、 1917年 参戦 )11万 511110人 、第二 次世界大戦 (1939年 〜1945年 、 1941
年参戦)31万 8000人 、朝鮮戦争 (1950年 〜 19r。 3年 )3万 3000人 、 ベ トナ
ム戦争 (1965年 〜 1973年 )5万 8000人 となって い るのである。 ベ トナ ム
戦争 では撤退 したが、国家 の歴 史 の浅 い米国 は 「戦争す る権利 Jの 裏付

けとなる軍事力で世界の覇権を握ってきたのである。〈そして、その覇権
維持のために6100億 ドルの世界一の軍事費 (2014年 、中国2160億 ドルで

2位 、日本 はる聴 ドル く4兆 9000億 円〉で 9位 、ス トックホルム平和研
究所を支出している。
)
「戦争す る権利Jの 行使 により戦争状態 となり平和
このような戦争 は、
条約により戦争状態 の終了 とな り軍隊 の撤退 となるのが一般的である。
日本 と米国は1941年 12月 8日 に日本が 「戦争の権利」を行使 し、戦争状
態 にはい り、日本 は310万 人、米国は31万 801111人 の戦没者をだし、1945年
8月 15日 (法 的には、 9月 2日 の降伏文書の調印日)に 日本 の敗戦 とな
り主権を失い、そして、1952年 4月 28日 のサンフランシス コ平和条約に
より戦争状態 は終了 (終 戦)、 日本 は 「本土」の主権 を回復 したのであ
る。そして、米軍は 日本国から撤退すべ きことになるが、 日本国 は、そ
の主権 に基づいて米国 と 〈
旧)安 保条約 を締結 し、米軍占領軍 は駐留軍
となったのである。 しかし、本土国民 にとっては占領軍に映るので米国
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の要請 によ り、1955年 頃から、本土国民 に見える米軍基地は沖縄に移転
し、沖縄本島は占領軍 としての軍事基地化がより固定され るので ある。
沖縄本島の米軍基地 の持つ機能 と米軍基地の占有面積228dの 現実をみる
「戦争状態」つ ま り占領軍 としての米軍が70
と、沖縄本島は、客観的に、
年間も続 いているのである。
現在 の沖縄本島の 「基地の島Jの 景観 は、米軍専用施設 (基 地)228ぽ
が沖縄本島1208d(沖 縄県2276耐 )の 18%を 占有 している姿である
東有数の米軍飛行場の嘉手納基地1985d、 米軍普天間飛行場基地

̀極

80

回)、 そして、移転予定地 のキャンプ・ シュフプ基地 (2062ゴ )箸 33施
設で構成 されている。ジョセフ・ ナイの言葉で言 えば沖縄本島とい う「籠
のなかに33イ 固の卵」があることになる。
新たに、キャンプ・ シュフプ基地 (2062回 )に 連結 して 「米軍辺野古
飛行場基地J(埋 立地157d)を 「最新施設」 として建設す ることが「国
土利用上適正且合理的ナル コ トJか 。米軍普天間飛行場基地 (480ぱ )
は、滑走路約2700m、 格納庫・ 倉庫・ 隊合等 の施設、使用部隊は、第 1
海兵航空団・ 第36海 兵航空群・ 第18海 兵航空管制群、第17海 兵航空支援
群であ り、基地機能 は、 ヘ リコプターなどによる海兵隊の陸上部隊の輸
送機能・ 空中給油機 を運用する機能・ 緊急時 に航空機を受け入れる基地
機能等である。そして、埋立予定地の 「米軍辺野古飛行場基地」 と連結
する移転予定地のキャンプ・ シュフプ基地 (206耐 )は 、キャンプ地 区
と訓練場地区からな り、事務所 。隊舎・訓練所等 の施設、使用部隊は、
「米軍辺野古飛行場基地」には、米軍普天間飛行
第 3海 兵遠征軍 である。
場基地 にはない弾薬庫、強襲揚陸艦 の系船機能付 き護岸、燃料桟橋、弾
薬搭載エ リアが計画 されてい る。つ まり、軍事基地機能は強化されるの
「基地の島」の景観 で、1208Mの 沖縄本島の18%を 占有する米軍
である。
占有施設228回 の存在 を前提 として、米軍普天間飛行場48儲 を廃止 して、
「米軍飛行場基地」(辺 野古飛行場)157dを 建設す るとい う、沖縄県民
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の米 軍基地 の過重負担軽減 のためにとい うのである。228dの 米軍専用施
設 か らみ ると、228耐 ‑333ぽ

(48d‑157ぽ )=22467配 である。米

軍飛行場 の危 険性 は沖縄本島全域で基本 的 には同 じである。米軍普天間
「基
飛行場が世界 一危険 で あるとい うのは廃上の根拠 となるのであって、
地の島Jの 景観 の 同 じ沖縄本島に移設す るとは、主権国家 の 「風 格」 で
はないのである。沖縄本島に残 された希少 な美 しい辺野古海域 を埋立て
「基地 の島」を よ り強化す ることが 「美 しく風格 のある国上の形成 」 で あ
ろ うか。敗戦後、地上戦 があ り両軍 20万 人余 の戦没者 の地で、戦争犠牲
者 であ り肉親 を失 った生 き残 りの33万 人余 の沖縄県民 は、 その子孫 は、
70年 間 も 「基地 の島」 で生活、生産 して きた ことをどの ように想像 す る
「美 しく風格のある国土の形成 」 の概念 を創造 し法律化 し
のであろ うか。
た当事者 は改 めて意 を強 くしたので あろ うか、絶望 して い るのであろ う
か。 それ とも、本件埋立て承認 は無効 と考 えているのであろ うか。 日本
国 の実務法律家 の 「風格」の表 れ る局 面 である。
「美 しく風格のある国土 の形成」(1条 )、 「良好
景観法 (2004年 )に は、
な景観 の形成」(2条 )の 視点 が導入 されてい る。愛国心 は美 しい国 に由
来 し愛国心 は美 しい国 に徴表す ると考 えてい るのである。 日本国 は、敗
戦国意識 か ら脱 却す るために、愛国心教育、美 しい国土、愛国心 の国土
計画 の象徴 として、 21世 紀 グ ラン ドデザイ ンの 「地域 の 自立 の促進 と
美 しい国土 の創造 J(1998年 )、 そ して、 その集大成 として景観法 が制定
「良好 な景観 の形成 Jの 促進 を図 り「美 しく風格のある国土の形成J
され、
(景 観法

「美 しく風 格 のある国土 Jに
「良好 な景観」
1条 )を 目的 とす る。
、

は 日本 国民 の愛国心 の歴 史 が造形化 されてい るか らである。
戦後 70年 の沖縄 の 「地域 の 自然・ 歴史・ 文化等 と生活 ・ 経済活動等 が
『地域 の姿』 として現れたもの」(安 本・『都市法概説』 148頁 )が 、沖縄
本 島 の 「基地 の島Jの 景観 で ある。 それでは、 この 「基地 の島Jの 景観
は 「良好 な景観 Jで あろ うか。
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沖縄本島の 「基地の島」の景観 は、日本国の「太平洋戦争の日本国の
敗戦の姿」である。米国は、沖縄本島を米軍基地で約20%占 有 し続 ける
ことにより、 日本国家に対する戦勝国としての誇 りと戦果を示 し続 けて
い る。逆 に日本国家 はその現実に自らの敗戦の意味を思 い知 らしめ続け
させ られることになる。沖縄本島の 「基地の島」 の景観 は、 日本 の主権
国家の 「敗戦国の姿」を象徴的 に示 しているのである。 このことが敗戦
「基地の島」の景観 は「良好でない景観J
後70年 も続 いてい るのである。
「良好 な景観の形成Jは 、
とい うことになる。
「現 にある良好な景観を保全
「新 たな良好 な景観を創出することを含むもので
すること」のみならず、
「良好 な景観 の保全」 だけでな く
あること」(景 観法 2条 5号 )と す る。
「新たな良好 の景観の創出」 も含むから、
「良好でない景観」 は改善すべ
き義務が国、地方公共団体にあることになる。沖縄本 島の 「基地の島」
の 日本国の 「太平洋戦争の日本国の敗戦 の姿」 としての 「良好でない景
観」 は、米軍基地の整理・ 縮小すべ き義務が国及 び地方公共団体にある
「敗戦国を克服する・美 しく風格のある国上の
ことになる。 したがって、
形成」を意味する「良好 な景観の形成」 に向けて、
「米軍飛行場基地」建
設は制限されるべ きで、辺野古沿岸の埋立て承認 は「国土利用上適正且
「良好な景観Jは 、
合理的」 でないことになる。なぜなら、逆 の意味で、
「地域の自然、歴史、文化等 と人 々の生活、経済活動等 との調和 によ り形
成 されるものであることにかんがみ、適正な制限の下 にこれらが調和 し
た土地利用 がなされること等を通 じて、その整備及 び保全が図 られなけ
ればならない」(景 観法 2条 2号 )か らである。
(2)辺 野古沿岸海域の 「良好 な景観Jの 創出

「米軍飛行場基地J建 設 のために埋立予定海域の辺野古沿岸域
第 2に 、
は、沖縄本島の東海岸 に残された自然豊かな海域であ り「観光資源」 と
して 「キャンプ・ シュフブ基地」(2062kポ )と 連結 して 「良好 な景観」
を創出すべ きであ り、それが 「国土利用上適正且合理的ナル」のである。
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「米軍飛
「良好 な景観 の形成」 は観光資源 の視点 をもっているのである。
行場基地」建設の埋立 区域 (157ぱ )を 含 む辺野古沿岸海域は、沖縄 の
海岸 の中でわずかに残 った貴重 なサ ンゴ礁 の海であリジュゴンが回遊 し、
また近年新種の甲殻類が相次 いで発見 されている。沖縄本島の東海岸 に
残 された希少 な観光資源 である。キャンプ・シュフプ基地跡地 (2062

d)と 一体 となった観光 リゾー ト地域 として「良好 な景観 の倉」出」 とす
べ きである。
「良好 な景観は、観光 その他の地域間の交流の促進に大 きな
役割を担 うものであることにかんがみ、地域の活性化 に資す るよう、地
方公共団体、事業者及 び住民 によ り、その形成 に向けて一体的な取組 が
なされなければならない。
」(景 観法 2条 4号 )か らである。
沖縄本島1208ば に米軍専用施設228ぱ の広域な「基地の島」の景観を縮
「良好 な景観 の創出」 を展開 してい くのは国及 び地方公共
小、縮減 して、
「国は、基本理念にのつとり、良好 な景観の形成 に関
団体 の責務である。
す る施策を総合的 に策定 し、及 び実施する責務を有」(景 観法 3条 )し 、
「地方公共団体は、基本理念にのっとり、良好な景観 の促進 に関 し、国 と
の適切な役割分担を踏 まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応 じた
施作を策定 し、及 び実施する責務 を有する (景 観法 4条 )か らである。
「県内の基地機能 を集約 し、耐用年数 2百 年 ともいわれる新たな施設が
造 られれば、沖縄 は永久 に基地の島 となってしまう。沖縄 の基地の問題
を沖縄の人々だけに任せず、 日本全体 の問題 としてい くべ きだ。」(中 日
新聞2015年 2月

12日

社説)。 この「日本全体の問題」 とは 「日本国家の主

「基地の島」の景観 は、沖
権国家 としての問題」を意味す ることになる。
縄県民 にとっては自らの民主主義の問題 であるが、 日本国家 にとっては
「主権国家 としての愛国心を徴表す る美 しく風格ある国上の形成」の問題
なのである。
「米軍飛行場基地」を建設す るために辺野古沿岸域を埋立てることは、
愛国心を醸成す る「良好 な景観 の形成」 による「美 しく風格のある国土
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の形成」(景 観法 1条 )の 観点から、全 く「国土利用上適正■合理的」で
はない とい うことになる。
そこで、問題は、今、なお、沖縄本島 に米軍基地を集中させ る合理的
理由、つ まり、安全保障戦略上、沖縄本島に米軍基地を集中させ る軍事
戦略上の必然性があるであろうか、とい うことである。言い換 えると「埋
立地ノ用途」 としての 「米軍飛行場基地」建設のために辺野古沿岸域 を
埋立てる必要性及 び合理性 があるか、である。
13)ジ ョセフ・ ナイの 「基地集中の脆弱性J理 論

第 3に 、辺野古沿岸域 の埋立てに 「国土利用上適正合理的」でない理
由として、 この軍事戦略上 の必然性 もないばか りか、軍事戦略上 の致命
的な欠陥があるとい うことを挙げることができる。米国の東アジア軍事
「固定化 された基地の脆弱
戦略構想の第一人者 であるジョセフ・ ナイは、
性J理 論 を主張する。沖縄本島の米軍基地 の固定化 (集 中)さ れた脆弱
「中国の弾道 ミサイル能力向上Jに よ り「卵を一つのかごにいれ
性 とは、
てお けば

(す べてわれる)リ

スクが増す」 とい う理論である (朝 日新聞

2014年 12月 8日 朝刊)。 この理論は、沖縄本島に米軍専用施設の73%、 33

施設を集中させ る根拠 が全 くなく、逆 に米軍基地が全部攻撃 され、一挙
に安全保障力 (沖 縄本島に米軍基地を集中することによる抑止力)を 失
うとい う意味である。
これまで沖縄本島に米軍基地を集中させてきた理由、辺野古沿岸域の
「埋立ての必要性」 に関 して、事業者の沖縄防衛局の 「埋立必要理 由書」
「沖縄 は南西諸島のほぼ中央 にあること、日本 のシーレーンに近いこ
は、
「高い機動力 と即応
ととか ら、安全保障上極めて重要な位置あること」
、
性 を有 し、様 々な緊急事態への対処を相当 とする米海兵隊を初 めとす る
米軍が駐留することは、わが国の安全、アジア太平洋地域の平和 と安定
に寄与 してい ること」及 び県外移設、国外移設 が望 ましくない理由とし
「在 日米軍全体のプレゼンスや抑止力を低下させ、また地理的優位性
て、
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を有 し、 海兵 隊 の組 織 的一 体性 を低 下 させ る必 要 が あ る こ と、 普天 間飛
行 場 の危 険性 除去 の観点 か ら極 力短期 間 で移 設 で きる こ と」等 を挙 げて
い る。

ジョセフ・ ナイの 「沖縄本島基地固定化の脆弱性」理論は、 この根拠
を根底から覆す軍事戦略である。 したがって、1995年 に沖縄本島の米軍
基地を冷戦後 も現状維持で再定義 したジョセフ・ ナイは、新 「米軍辺野
古飛行場基地」建設は「長期的解決策にならない」 と積極的に反対する
のである。辺野古の新基地の耐用期間は2∞年 である。辺野古に沖縄に米
軍基を建設することは全 く合理的理由がない と主張 しているのである。
141国 防総省の海兵隊グアム移転 の軍事戦略の合理性

また第 4に 、米国国防総省 レベルの、米軍基地の沖縄本島集中の軍事
戦略上の位置付けからも新たな「米軍辺野古飛行場基地」 の建設 は合理
的でないとする。全国に存在する米軍専用施設 の73%が 沖縄本島に存在
している。その中でも、沖縄本島の米軍専用施設の軍別面積の757%は
海兵隊が占めている。つ まり、沖縄本島の米軍基地の集中の本質 は沖縄
本島の海兵隊のプレゼンス とい うことになる。 この沖縄本島の海兵隊の
存在 に関 して、米国の国防総省は、昨年発表の 4年 ごとの国防戦略見直
しで、沖縄 の海兵隊のグアム移転を進めると明記 したのである。そして
その根拠を、海兵隊のグアム移転 によ り「米軍 は地理的に分散 され、作
戦面では弾力的 となり、政治的 にも持続可能 となる」 と明記 しているの
である (琉 球新報2015年 3月 26日 朝刊)。 ジュセフ・ ナイの「沖縄本島の
「中国の弾道 ミサイル能力向上」によ
米軍基地集中の脆弱性理論である。
る中国からのミサイル射程内にある沖縄 に大規模な海兵隊は不要 との軍
事戦略である。
沖縄本島から米軍基地 を撤去することが、現象的 には、米国の安全保
障政策上、合理的であるのである。米軍基地建設 のために辺野古沿岸域
を埋立て貴重な自然資源 を喪失することは、二重の 「国土利用上適正且
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合理的」 でない のである。

3小 結
以上か ら、戦後 70年 にわた り米軍専用施設 が沖縄本島 の約20%を 占有
し続 けて きた 「基地 の島」 の景観 は 「太平洋戦争 の 日本国の敗戦 の姿」
「良好 でない景観」 とな り「美 しく風 格ある国上 の形成」の理念
であ り、
的観点か ら、米軍基地 の整理・ 縮小・ 廃止 の方向 に進 むべ きであ り、辺
野古沿岸域 を埋立てて 「米軍飛行場基地 」 を建設す ることは著 し く不適
正且 不合理 で ある。

Ⅲ 沖縄県民 の米軍基地 の過重負担

1沖 縄県民 の米軍基地 の過重負担 の 「国土利用上適正且合理性」
戦後70年 にわた り沖縄県の沖縄本島に米軍専用施設が集中する歴史的
現実は、①沖縄本島に在沖米軍専用施設 が約20%(現 在18%)を 占有 し
て「基地の島」の景観 の側面及び②国土 (37万 7960離 )の 06%の 沖縄県
(2276ぽ )に 在 日米軍専用施設

(308d)の 73%(在 沖米軍専用施設・ 228

離)が 集中する沖縄県民の過重負担の側面 に区別 できるが、 ここでは、
その沖縄県民の過重負担の歴史的現実を「国土利用上適正■合理的ナル」
かの判断要素 として、その要件該当性を判断す ることにする。つ ま り「埋
立地ノ用途」 としての 「米軍飛行場基地」建設のために辺野古沿岸域 を
埋立てることは「国土の均衡ある発展」 の理念的観点から「国土利用上
適正且合理的ナル」かの判断 に沖縄県 に米軍専用施設の73%が 集中 し沖
縄県民 の過重負担の歴史的現実を判断要素 として検討 した場合、 どう判
断され、 どのような結論 になるかである。そして、辺野古沿岸域を埋立
てて 「米軍飛行場基地」を建設することは、沖縄県民 の米軍専用施設の
過重負担を判断要素 とすると「国土の均衡ある発展」の理念的観点から
著 しく「国土利用上適正且合理的」で はない とい う結論 となる。 この結
論 は 「国土の均衡ある発展」の理念的観点に 「沖縄県民 の米軍基地の過
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重負担」の歴史的現実を組み込む ことを意味するので、次 に、 その「国
土の均衡ある発展」 の内容を考察する。

2「 国上の均衡ある発展」の内容
「国土の均衡ある発展」を基
国土計画 は国±37万 7960瑯 を対象 として、
本理念 とする

(国 土利用計画法 2条 )。

『国上の均衡ある発展』 と
その 「

は、わが国国民 が国土のいずれの地域において も、その地域の特性に応
じた暮 らしぶ りを営 む ことができ、幸福に生活することを追求できるた
めの条件整備を行 う旨の理念 に他ならない と考 える。すなわち「個Jの
「全体Jの 利益を安定的に向上させ るようなバ ランス
利益を守 りながら、
意味してい ると考 えるのである」(り ‖上・『国土計画 の変遷』127頁 )。
この 「国上の均衡ある発展」の理念的観点から「沖縄県民」 の 「米軍
「沖縄
基地」の「過重負担」の歴史的現実の問題を分析す ると、第 1に 、
県(民 )」 の地域形成計画の側面、第 2に 、米軍基地の 「過重負担」の間
「米軍基地」
題であるので、安全保障の 「国土の均衡」 の側面、第 3に 、
「米軍基地」の 「公共の福祉 (公 共性)」 の側面が
の過重負担の問題 で、
論点 となる。
まず、第 1の 、沖縄県 〈
民 )の 地域形成計画 の国土利用計画法 の位置づ
けを確認する。国土利用計画法は地域形成計画を規定す る 「土地利用基
「定 める」(9条
本計画」を「都道府県 は、当該都道府県の区域について」

1項 )と する。 この土地利用基本計画は、①都市地域、②農業地域、③
森林地域、④自然公園地域、⑤自然保全地域、を諸個月U規 制法規の諸計
画に基づいて地域決定する (9条 2項 )。 そして、国土・ 県土・土地利用
「土地利用基本計画 に即 して適正かつ合理的な利用が図
規制の根拠法は、
られるよう、関係行政機関の長及び関係地方公共団体は、 この法律 に定
めるものを除 くほか、別に法律に定めるところにより、公害の防止、 自
然環境及び農林地の保全、歴史的風土の保全、治山、治水等に配意しつ
つ、土地利用の規制に関する措置その他の措置を講ずるものとする。
」(10
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条 )と 規定す る。国土・ 県土・ 土地利用 に関す る規制 は 「適正 かつ合 理
「当該都道府県 の区域」 の
的な利用が図 られるようJ措 置する。 つ ま り、
地域形成計画 は基本 的には、都道府県 (知 事 )が 策定 し、 その土地利用

規制の措置 〈
権限)を 講ずるのである。 そして、都週府県 (知 事)の 土
地利用規制に関する措置の法的根拠は「この法律に定めるものを除 くほ
か、別 に法律 の定めるところによ」るのであ り、 この 「別 の法律の定め
るところ」 の法律 が都市計画法、景観法、土地収用法、土地区画整理法
等であ り、 ここに埋立法 も入 り、本法の国上の「適正かつ合理的な利用
が図 られるよう」が、埋立法 4条 1項 1号 の 「国土利用上適正且合理的
アル コ ト」 に表れている。そして、前述 のように、 この国土利用の基本
理念が 「国上の均衡ある発展」(国 土計画法 2条 )と なっている。
また、 この 「国土の均衡ある発展」 の地域形成計画の組み込みは国土
「地域の自然的、社会的及 び文化的条件
計画法 2条 が 「国土の利用 は」
、
に配意 して」(地 域形成計画)、 「健康で文化的 な生活環境 の確保 と国土の
均衡ある発展 を図ることを基本理念 として行 うものとする。
」と規定 して
い るのである。 さらに、国土計画の地域主導の地域形成計画の 「国上の
均衡ある発展」の基本理念への浸透 は、1998年 の21世 紀 の国土のグラン
ドデザインの 「地域の自立の促進 と美 しい国上 の倉」
造」そして、2004、
「景観法」の目的の一つ として 「美 しく風格のある国土の形成」に並ん
「個性的で活力ある地域社会の実現」 が示 される。 この 「地域の自
で、
「個性的で活力ある地域社会の実現」 は 「国土の均衡 ある発展」の
立」
、
内容 に浸透 し、判断基準 となるのである。つ まり、沖縄県の米軍基地の
過重負担 は「国上の均衡ある発展」の基本的理念に著 しく反 している。
さらに言 えば、国土利用 の基本理念 は「国土の均衡ある発展」 と並ん
で 「健康で文化的 な生活環境 の確保」 もあり、後述す る沖縄県民の米軍
基地の4 倍 の過重負担 の内容である「米軍基地の維持による人権侵害の
「米軍基地攻撃による人権侵害の危険性 は468倍 」 は著
危険性 は468倍 」
、
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しく「健康 で文化的 な生 活環境 の確保」 を棄損 して い るのである。
次 に、第 2に 、国上 の安全保障にも 「国上の均衡 ある発展 」 は適用 さ
れ るべ きであるかの論点である。沖縄県 には、米軍専用施設 の73%が 集
中 してい るが、安全保障 の側面 に、 この 「国土 の均衡 ある発展 」 の基本
理念 は適用すべ きで あろ うか。
「国上 の均衡 ある発展 Jは 「国上の安
2003年 、時 の小 泉純 一郎首相 は、
全 」の観点 か ら「安全保 障Jの 側面 にも重 要 で あると答弁す るのである。
「安全保 障 を考 えるうえにお いて も、一地域だけにすべ ての機能が集中す
るとい うのも国上の安全 を考 えるとこれは好 ましい ことではない とい う
観点 か ら、国土の均衡 ある発展 を考 えるべ きじゃないか と私 は思 ってお
ります」(小 泉純 一 郎首相・ 2003年 6月 16日 参議院決算委員会答弁)。 「国
土 利用上適正且合理的ナル コ ト」 の要作 は、国土 計画 の基 本理念 である
「国土の均衡 ある発展 」 の埋立 法 にお ける表れである。戦 後、約 45%の
「国土」 を喪失 した 日本 は、国上の復興 を 「埋立地 」 に求め、環境汚染、
公害 を伴 い なが ら戦後 か ら1998(平 成 10)年 まで 「国土 の均衡 ある発展 」
の基本理念 の下 に2140ぽ (沖 縄県±2276ぽ とほ

13‐

同 じ)埋 立てて産業地

「国士利用上適 正且合 理的ナル
筈 として国土 利用 して きた。 したがって、
コ ト」の判断 に米軍基地 の配置状況 は本質的 な判断要素 となるのである。
安全保障 も 「国土 の均衡 ある発展」 を考 えるべ きとい う観点 は、 この
日本 の安全保障 の 「要」 で ある米軍基地 が沖縄県 (沖 縄本島)に 集中 し
「国上の安全保障 の均衡」
ていることを、米軍基地の国土計画の観点 か ら、
が論点 となるのである。
最後 に、第 3の 、米軍基地 とい う「公共性 」 の過重負担の論点 で ある。
「国土 の利用Jは 「公共の福祉 を優先 させ 」、
「地
国土利用計画法 2条 は、
域 の 自然的、社会的、経済的及 び文化的条件 に配意 して、健康 で文化的
な生活 環境 の確保 と国土 の均衡 ある発展 を図 ることを基 本理念 として行
うもの と」規定す る。米軍基地が 「公共の福祉 Jの 姿 で あるが、 この公

‑314(69)一

公有水面埋立法 と土地所 有権

共 の福祉 の前提 は「国上の安全保障の均衡」の中で公共性根拠 となるの
であ り、それが不均衡、あ ま りにも一地域に過重負担 の場合、 しか も、
「基地の島」の景観を形成 し、その景観が「太平洋戦争の日本国の敗戦の
「良好でない景観」となるから、
姿」であ り、
「公共の福祉」に反す ること
になるのである。そのなかでの国民 の人権侵害は最も不幸 なことになる。
公共の福祉 の本質 である国民の生命、自由及び財産の安全保障が、その
安全保障の名の下に、侵害されるからである。国土の均衡ある発展 は民
主主義 の国土利用の側面 に表れたものである。
また、 この論点 は、国の安全保障の問題 と国民 の安全保障の負担義務
が交錯する問題である。 この問題 は、日本 の安全保障の要をなしている
米軍専用施設 (基 地)が 国土の06%の 沖縄県 に73%が 集中 している歴史
的現実が、国の安全保障上、 どのような意味をもつかである。米軍基地
も国土 の利用であるので、特 に、本土復帰の1972年 5月

15日

からは、国

土計画 の基本理念である「国土の均衡ある発展Jか ら米軍基地 の国土利
「国土の均衡ある発展」の基本理念に基づいて地域間の
用 が問題 となる。
「国上の安全保障の均衡」を国土計画することが国の責任 とい うことであ
る。つ まり、一地域の米軍基地の過重負担 は米軍基地の「公共性」を縮
減 させ、逆 に転化 させる可能性 を強め、過重配置 は抑制又 は廃止すべ き
とい う安全保障政策原理である。
「埋立地の用途」である「米軍飛
本件埋立て承認の法的瑕疵の判断は、
行場基地」の建設を「国土 の均衡ある発展」の理念的観点から「国土利
用上適正且合理的ナル」 かの判断で ある。その 「国土 の均衡ある発展」
の理念的観点 の判断において、沖縄県 (民 )の 米軍基地の過重負担は、
「国上の安全保障の均衡」及 び「米軍基地」の公共性の側
地域形成計画、
面 において、その理念的観点の内容 に著 しく反 してお り、 したがって、
本件埋立て承認 は著 しく不適正且つ不合理 であることになる。次 に、そ
の沖縄県 〈
民)の 米軍基地の過重負担の内実を考察することにする。
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3沖 縄県 の米軍基地 の過重負担 の内実

(不 満T日 不合理性 の内容)

「国土の安全保障の均衡」 は、第 1に 、沖縄県民 の面積あた りの負担
度、第 2に 、沖縄県民 の米軍基地の負担義務の負細席、第 3に 、沖縄県
民 の米軍基地 による人権侵害の危険度、第 4に 、米軍基地の存在 による
沖縄 の米軍基地攻撃の危険度が論点 となる。

(D沖 縄県 の米軍基地 に負担度 と経済活動 の制約
まず、第 1の 、米軍基地の負担度 の基点 となる沖縄県の米軍基地の負
「国土の安全保 障の均衡」の観点からみた沖
担度 が論点 となる。第 1に 、
縄県の米軍基地の負担 は、国±37万 7960dで 、在 日米軍専用施設308dで
あ り、 その うち、国±06%の 沖縄県±2276dに 米軍専用施設228Ы で、
米軍専用施設 の73%を 占めているとい う事実 は、 日本本土 と比較すると
沖縄県 の米軍基地 の面積あた りの負担度 は468倍 になる (ガ バン・ マー
コーコック・乗松聡子「沖縄の 〈
怒〉
Jく 法筐文化社、2013年 〉 7頁 は「沖
」と
縄 は本土の約5∞倍 にもなる。想像 を絶する不平等 とはいえないか。
述べ る)。
この米軍基地 の468倍 の負担度 は、沖縄県 上の米軍EJLの 密度が日本本
土 と比較すると姉

とい うことである。 この米軍基地 の負担度及 υ喀 度

の4 倍 は、国土利用、土地利用の側面では、県土が米軍基地 に利用 され
ていることであるから、沖縄県民 は生活 、生産 のための県土利用度が、
「著 しい不公平」 となる。県土
468分 の 1に 縮減 されていることになる。
の利用は県土つ まり「国上が現在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」(国 土利用計画法 2条 )だ からである。つ まり、米軍基地 のために沖
縄県民 は生活、生産 のための土地利用が全面的 に展開 (2012年 で軍用地
主 4F4236人 が年間賃料811億 円で利用)で きないことを意味 している。
沖縄県民 は経済活動 が制約 されてい ることになる。例 えlよ

,「

覇新都心

(25d)の 直接経済効果 は、返還前の軍用地料52億 円 (192ば )か ら1634
‑316(67)一
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「広大な米軍施設・ 区域 の存在 は、産業 の振
億円の31倍 に上るのである。
興、都市の形成、交通体系の構築等県土総合的かつ計画的な利用を進 め
る上で大 きな制約 となっている」(第 4次 沖縄県国土利用計画・ 平成21年
3月 31日

)の である。 また、沖縄県 は、普天間飛行場基地 (48耐 )の 直

接経済効果 は現在lm億 円 (軍 用地料)で 、返還後 は3866億 円と試算 し、
雇用 は現在の1074人 から32倍 の 3万4093人 、税収 は14億 円から32倍 の430
億円と試算する (琉 球新報2015年 2月 5日 朝刊)。
たしかに、現象的には、米軍普天飛行場基地 (48ビ )の 返還だけをみ
ると、県土の土地利用に貢献するように見える。
しかし、沖縄本島 (1208耐 )の 18%を 米軍基地 (228ぽ )が 占有 し、沖
縄県民 が米軍専用施設を468倍 もの「想像を超える」負担 していることが
本質的な問題である。沖縄本島の 「基地の島」 の景観、 その景観 は 「太
平洋戦争の 日本国の敗戦の姿」であ り「良好でない景観」であるから「基
地の島」全体 が問題 であ り、 また、安全保障の側面ではジョセフ・ ナイ
の「かご

(沖 縄本島)の 卵 (33米 軍専用施設)」

の 「脆弱性」理論 のよう

に「かごの卵」が問題なのであ り、米軍飛行場基地 を同 じ沖縄本島内の
海洋資源 として豊かな辺野古冷岸海域 に基地機能を強化す るために移設
することは主権国家 としては物理的 に不可能なようなものである。
沖縄本島の米軍基地 の歴史 と現実を踏 まえると、沖縄県全体 の中で沖
縄本島自体 の米軍基地を整理・ 縮小・ 廃止する方向で政策決定す るのが
国民 の生命、自由及 び財産の安全保 障 を本質的責務 とする民主主義国家
のあるべ き姿 であ り、当該地方自治体 である沖縄県 の本質的責務である。
特 に、沖縄県知事が本件埋立 てを承認 したことは、新たに米軍飛行場基
地の建設 を認めることを含意 し、戦後70年 にもわたる想像 を絶す る不平
争 (現 在 の468倍 もの米軍基地 の過重負担)を 現在 の時点で認めることを
意味することになり、それは沖縄県・ 沖縄県民 の 「民主主義の姿」 とな
「恐怖 と欠乏」(被植民地意識、戦争状態意識)の 中の 「民主
るのであり、
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主義の姿」である。
要するに、米軍普天間飛行場 の辺野古沿岸域への移転問題 は、 日本国
にとっては 「太平洋戦争の敗戦の姿」の大平洋戦争の玉砕の地・ 沖縄本
島の「基地の島」の景観を、主権国家 として 「美 しく風格のある国土の
形成」の問題であ り、沖縄県民 にとっては 「恐怖 と欠乏」(被 植民地意
識・ 戦争状態意識)か らの脱却 の民主主義

(自

己決定権)と 民主主義体

制の中での民主主義の二重の民主主義の問題 となってい るのである。

9)沖 縄腺民 の米軍基地負担義務
第 2に 、米軍基地の沖縄県の4 倍 もの負担度は、国民 の米軍基地の負
担義務 の観点からみると、沖縄県民は、468倍 の「著 しく不平等」の負担
義務 を果たしていることになる。米軍基地の負担義務の根拠を、 日本国
民の生命、 自由及 び財産 の安全保障を日本国 に求める権利にあることか
ら考えると、日本国民 は国際安全保障環境の中で、 日米安保条約に基づ
く在 日米軍により、国民の生命、 自由及 び財産 の安全保障がなされてい
ることから、国民 は筆 しく米軍基地の負担義務を負っていることになる。
国家間の戦争の際、国民は自らの生命、自由及 び財産の安全の保障を求
める権利

(「

国民 の安全保障権」 とい う。
)が あり、 この国民 の安全保障

権 は国際関係 においては国の自衛権 となる。自衛権 の行使 の制度的保障
「専守防衛平和主義」
論 として、 日本 の平和主義は、「非武装平和主義」
、
及び「積極的平和主義Jが 基本的に対立 しているが、憲法 9条 の戦争の
放棄、戦力の不保持及び交戦権の否認に規定され、現段階では、安全保
障政策 は自衛隊の専守防衛平和主義 となっている。 日本の安全保障は専
守防衛の自衛隊によるが、国際安全保障環境 の中で、戦勝国の米国の安
全保障政策の一環 として 日米安全保障条約 6条 に基 く日米地位協定 3条
によ り米軍基地が提供されている。 したがって、 日本国民 は、米軍基地
の負担義務 を負 うことになる。そ して、その負担義務の根拠が、国民 の
生命、 自由及 び財産 の安全保障を国に求める権利 にあることから考える
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と、 日本国民 は国際安全保障環境 の 中で、 日米安保条約 に基 づ く在 日米
軍 によ り、国民 の生命、 自由及 び財産 の安全 保障 がされて い ることにな
るか ら、 国民 は等 しく米軍基地の負担義務 を負 うことになる。国民 の生
命、 自由及 び財産 の安全保障 は国土 の安全保障 を基盤 として存立 し、存
在す るので、国民 の等 しい負担義務 は、米軍基地の等 しい負担義務 とな
るのである。 そ して、国上 の防衛 であ り、 また 「国上 が現在及 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 とをかんがみ」(国 土利用計画法 2条 )る
と、 国上 の米軍基地 の負担義務 は、国民 の米軍基地 の負担義務 とパ ラ ン
ルに提え られ、沖縄県土 の米軍基地の負担度468倍 は、沖縄県民 の米軍基
地の負担度 は本上国民 と比較 して、468倍 とい う ことになる。
国土 防衛負担義務 に愛国心 が表 れる とする と、沖縄県民 の愛国心 を本
上 国民 と比較 す る と、沖縄県民 は468倍 の愛 国心 をもち、 その反 面 とし
て、本上国民 は、愛 国心 を縮減 して い ることになる。 日本国家 が国民 に
愛国心 を醸成す ることは困難 とい うことになる。 なぜ な ら、愛 国心 の徴
表 である 「美 しく風格 のある国土 」 の逆である 「基地 の島」 の沖縄県民
力3468倍 もの愛国心 をもって い ることになるか らである。戦後 70年 も米 軍
基地の存在 によ り日本国の愛国心 が蹂躙 されて きて い る沖縄県民が愛国
心 を468倍 ものもって い るとい う現実 は、日本国 の 日本国民 に対す る愛国
心の醸成政策 は悲劇 を通 り越 して喜劇 で しかない。愛国心醸成 に責任 を
負 う国、地方公共団体 は沖縄 の米軍基地の縮小 に責任 を持 つべ きである。
したがって、米軍基地 の強化 で ある 「米軍飛行場基地 」 の建設 を合意す
「美 し く風 格
る辺野古沿岸域 の埋立 ては承認 してはな らない。なおさ ら、
のある国土 の形成」 を通 じて愛国心 の醸成 を図って い る日本政 府 として
は米軍辺野古飛行場基地建設 を積極 的 に進 めてはな らない のである。
日米両軍 の合 わせ た戦没者 が20万 人余 とい う、 しかも 9万 人余 の 日本
軍 の玉砕 とい う熾烈 を極 めた1945年 3月 末 か ら6月 末 の 3か 月 の戦闘過

‑319(64)一

法政研究19巻 3・ 4号 (2015年 )
程 で、沖縄県民 45万 人 の うち沖縄本 島 の地上戦 で 12万 人余 が戦没者 とな
り、生 き残 りの33万人余 の大半 が戦争経験者 であ り遺族 で もあるとい う
二重 の戦争体験者 である沖縄県民 は、敗戦後 も、平和条約後 も、 日本復
「基地 の島Jと 言 われ る沖縄
帰後 も、同 じ規 模、機能 の米軍基地 の中で、
本島 のなかで生活 、生産 して ぃ るのである。国家 の 「戦争す る権利」 の
「戦争状態」 力S事 実上 70年 も存続 して い るのである。
「戦争す る権利 」 は
国民 の愛国心 に支 え られるか ら、愛国心 を求めない国家 で ある場合 には、
沖縄 の現実 は論理 的 に有 り得 るが、 もちろん それ は主権 国家 ではない。
「戦争す る権利 Jは 国民 の愛国心 によ り担保 さオヽ 愛国心 に支 え られた主
権国家 の国土 は 「美 し く風 格 のある国土 」 となる。 日本国 は国土 計画 の
「基地 の島J
目的、理念 を 「美 し く風格 のある国上 の形成」 に置 くか ら、
の沖縄 の景観 は 「太平洋戦争 の 日本国の敗戦 の姿」 であるか ら、沖縄本
島 の米軍基地 の整理・ 縮小・ 廃 上の方向 に向 か うべ きで、米軍基地 の機
能強化 である 「米軍辺野古飛行場基地」 の建設 は 日本 の国家戦略 の基盤
「埋立地 ノ用途 」 が
の側 面 で進 めるべ きで はないので ある。 ま してや、
「米軍飛行場基地」 であることは、「米軍飛行場基地」 の建設 の承認 を含
意す る辺野古沿岸域の埋立てを沖縄県知事 は承認すべ きで はない。
さらに、 この468倍 の米軍基地 の負担義務 は、次 にみ るように、468倍
の生命、 自由及 び財産 等 の人権侵害 の危 険性 でもある。
(3)沖 縄県民 の米 軍基地 の維持 による人権侵害 の危 険性
第 3に 、 この4

倍 の米軍基地 の負担 は、米軍基地 の維持 に伴 う沖縄県

民 の生命、自由及 び財産等 の人権侵害 の危険性 力468倍 あるとい うことを
意味す る。 この よ うに、米軍基地 の維持 に伴 う人権侵害 の危険性 が本 土
国民 よ り沖縄県民 は4

倍 もの危 険性 の中 にあることになるが、現実 に米

軍基地が集中 して い る沖縄本 島面積 1208朧 でみ ると、8

倍 となる。沖縄

県民 139万 人 (2010年 )の うち128万 人 の県民 が沖縄本 島 に住 んで い る。
国民 の生命、 自由及 び財産 の侵害 の危 険性 は米軍基地周辺 の人 口密 度 に
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よるので、米軍基地の維持 に伴 う沖縄県民の人権侵害の危険性は、蓋然
性 は近 いのである。1995年 の少女暴行事件、2004年 の沖縄国際大学への
ヘ リコプター墜落事件 が社会問題 となるのは、 このような事件 の蓋然性
の表れだからである。人権侵害は個人 に対するものであるので、沖縄県
ヽ聰 暗 、沖縄本島で、8M倍 、沖縄本島に92%の 沖縄県民128万 人が居住
していることを考 えると、沖縄本島の沖縄県民は本土国民 と比較 して、
人権侵害の危険性 は想像 を超えるものである。 これが、沖縄県民の米軍
基地による人 権侵害の危険性 の中身 である。前述の、第 1の 沖縄県民の
経済活動の制約があ り、第 2の 、国土の防衛負担義務のあまりにも不平
等、 この第 3は 、そのために、米軍基地 の維持 からの人権侵害 の危険性
が468場 、沖縄本島では8M倍 とい うのは 「著 しく不平年かつ不公正」で
ある。
大田沖縄県知事が1995年 、少女暴行事件を契機に米軍用地強制使用手
続 きの代理署名を拒否 したのは、沖縄県知事 としての責務 であったので
ある。米軍基地の整理縮小により沖縄県民 の人権侵害の危険性 を緩和 し
ようとしたのである。同様に、米軍辺野古飛行場基地建設 を含意す る辺
野古沿岸域の埋立てを承認することは沖縄県民の人権侵害の容認するこ
とを合意 し、知事の役 目を放棄することを意味することになり、沖縄県
知事であれば埋立て承認をしてはならないのである。 なぜなら、知事 は
は、普通地方公共団体の包括的事務処理権限、すなわち、当該普通地方
公共団体 を統括 し、 これ を代表 し (地 方 自治法147条 )、 事務 を管理 し、
及 びこれを執行する (同 148条 )権 限をもっているからである。
(41米 軍基地攻撃 による沖縄県民 の人権侵害の危険性

第 4に 、米軍基地の存在に依 る国民 の生命、 自由及 び財産等 の人権侵
害の危険性 は、米軍基地 が沖縄本島に存在 し集中す ることによる米軍基
地への攻撃 の危険性 である。米軍 は、第二次世界大戦、 日本本土へ原子
爆弾 とB29に よる大規模空襲 を展開 した。原子爆弾を投下 した広島14万
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人、長崎 7万 の死者、全国530都 市の空襲 による死者20万 3千 人、その
内、東京大空襲 は 1日 で10万 人余の死者 を出し、東京 を焼け野原にした
のである。空襲 を受けた都市は、軍事基地及 び軍需工場 がある都市であ
る。つ まり、軍事関連都市 は攻撃を受ける危険性 が高いのである。 日本
本土の地方公共団体 が米軍基地 を受け入れないのは、空襲 を受けた原因
を知 っているからである。
また、米軍基地を受け入れないのは、第二次世界大戦

(日

中戦争、太

平洋戦争)の 戦没者力お10万 6900人 とい う事実である。米軍 による戦没者
が大半である。中国軍力鉢目手の旧満州の戦没者 は24万5400人 、中国が46
万5700人 である。米軍 による戦没者 は、 フィリピン51万8000人 、中部太
平洋27万 4000人 、沖縄18万 6500人 、ニューギニア18万 人、 ソロモン諸島
等11万 8000人 、硫章島2100人 等 である。 これだけの同胞 を戦没 させた米
軍を受け入れ ることは心情的にで きないことである。森本防衛大臣が政
治的 に日本本土の米軍基地の新たな受け入れは難 しい とい うことの本質
的意味である。 日本国家 は終戦 したのであって敗戦 ではないとい う国民
「戦争す る権利」の行使 によ り戦争状態 にな り敗戦 となる。
意識 である。
そして平和条約 が発効 して戦争状態が終了する終戦 とな り、敗戦国は主
権 を回復す るのである。
米軍基地が集中している沖縄本島は8勢 倍 もの攻撃をうける危険性 が高
「先制戦争 (攻 撃)」 にしろ、
いのである。 もっとわか りやす く言えば、
「戦争する権利」を行使すれば、まず沖縄本島が攻撃されることを意味す
るのである。過重負担により人権侵害の危険性 も著 しいので 「著 しい不
平等 かつ不公正」 とい うことになるのである。
沖縄 の辺野古の米軍基地の建設は、1999年 12月 に時の沖縄県知事 と名
護市長 が辺野古基地建設を認め、そして、2013年 12月 27日 、沖縄県知事
は、辺野古新基地建設用地造成 のための辺野古沿岸埋立 を公有水面埋立
法を根拠法規 として承認 したのである。 日本本土の地方 自治体 では考 え
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られ ない ことである。 日本本土の地 方公共団体 は、沖縄県知事 に感謝 に
III打 ち震 えた ことが想像で きる。8M倍

もの危 険性がある沖縄本島の攻撃

の危険性 を根拠 に日本政府 に説得 された ら、 断 ることので きる地 方公共
団体 は日本本土 には どこにもない か らである。
したがって、沖縄県知事 は、 自 らの権利 を行使 して沖縄県 の米軍基地
を整理縮小すべ きで あ り、 日本本土の地方 自治体 に米軍基地 の引 き受 け
を要 請す べ きではないので ある。米軍基地 を引 き受 けるか否か は、地方
自治体 の権利、責任 だか らである。
15)前沖縄県 知事の選挙公 約違反
第 5は 、普天間基地 の県外 移設 の選挙公約で当選 した沖縄県知事 によ
る米 軍基地建設 を合意す る本件埋立 て承認 は公約違反 で あ り、民主主義
社会 では正 当性 の否定 に なるので選挙公約 した知事 の承認 は著 し く適正
且合理性 を欠 くことになる。
なぜ な ら、沖縄県民みずか ら、米軍基地 の過重負担 に同意 している場
合 には、過重負担 の違法性 は阻却 されるか、 または無効 は治癒 され る。
468倍 の過重 負担 も県民 が認容すれ ば適法 となる。安全保 障 は生命、 自由
及 び跳産 の保障 の問題 だか らである。民主主義国家 では国民 が主権者 で
あ り、国民 の生命、 自由及 び財産 の安全 を保 障 の義務 を負 う国家 は国民
の同意 によ り過重負担 も正 当化 され るか らである。過重負担 に同意 しな
けれ ば過重負担 を解 除す る義務 があ り、 それ を無視す ると自 らの国家 の
正 当性 を否定す ることにな り、国民 の支持 に正 当性 を置 く国際社会 か ら
退却す ることになる。
しか し、米軍基地 の過重負担 を沖縄県民 が同意す る場合 には、過重負
担 にはならない。 しかも、本作理立 て を承認 す ることは、新 たな米軍基
地 の建 設 を認 めることを含意 し、米軍基地 の過重負担 も認容 す ることを
「埋立地 の用途 」 力ヽ「米軍飛行場基地 」 であることの
意味す る。 つ ま り、
埋立て承認 をす ることは、新 たな 「米軍飛行場基地 Jの 建設 と現在 の沖
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縄 の米軍基地 の歴史的現実 も承認する ことを合意するのである。したがっ
て、本作埋立 てを沖縄県民 が承認す ること又 は政府 の埋立 てを竣功 させ
て しまうことは、本件埋立 てを認 めた上で、沖縄県民 の米軍基地 の歴史
的現実 も認 めることを合意 して い るのである。
それでは、 まず、沖縄県民 は、本件 埋立て を承認 して いるのか。 つ ま
り前知事 の本作埋立 て承認 にコ ミットしたのか とい う ことである。前知
事 が再選 され る知事選挙 にお いて、本件 埋立て承 認 を選挙公約 にして当
「基地の島Jの 景観 を
選 した場合 には、沖縄県民 は本作 埋立てを承認 し、
形成 して い る米 軍基 地の歴史的現実 を認 めたことになる。
前知事 は、知事選 の選挙公約 として、普天間飛行場基地 の県外移設 を
選挙公約 としたが、本件埋 立て承認 に関 しては言及 してい なかった。 そ
こで、前知事 は、普天間基 地 の県外移設 を主張 したのであって、本件埋
立て承認の反対 は選挙公約 でない として、公約違反 ではない と主張 した。
しか し、米軍普天間飛行場 の県外 移設 は、辺野古沿岸域埋立 ての文脈 に
お いて の県外移設 で あるため、 その県外移設の選挙公約 は、辺野古沿岸
域埋立 て による米 軍飛行場基 地建設 を認 めない ことを合意 して い た。 つ
ま り、沖縄県民 は、本件 埋立 ては承認 して い なかった ことになる。 した
がって、米軍基地 の過重 負担 に関 して同意 して い ない とい うことになる。
つ ま り、本件 埋立ての承認 を否定 して い たのに、承認 した ことになる
ので、本件埋 立てを承認 した ことは選挙公約違反 で あ り、民主主義 では
正当性 の否定 とな り選挙公約 した知事 の承認 は著 しく適正且合理性 を欠
くことになる。

4小 結
以上か ら、国土の06%の 沖縄県 に米 軍専用施設 の73%が 集中・ 配備 さ
れて いる とい う沖縄県の468倍 の過重負担 は、沖縄県民 の過重負担 として
次 のよ うに表れ る。第 1に 468分 の 1の 経済活動 の制約 (阻 害 )、 第 2に
国土 防衛義務 の米軍基地負担義務 の468倍 、第 3に 米軍基地維持 による人
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権侵害 の危 険性 468倍 、第 4に 、米軍基地攻撃 による人権侵害 の危険性
468倍 が沖縄県民 の過重負担 の内実 である。そ して、第 5に 、本件 埋立て
を承認 した知事 の知事選挙公約違反である。
以上 の よ うに沖縄県民 の過重負担 を沖縄県民 が反対 して い るにも拘わ
らず承認する ことを意味する本件埋立て承認 をす ることは 「国土 の均 衡
ある発展」及 び 「国上の安全保障 の均衡」 の理 念的観点 か ら著 しく不適
正且 つ不合理 であ り、知事 の承認 の法的瑕疵 (違 法性 )は 重大且 つ 明白
で無効 である。知事 は、普通地方公共団体 の包 括的事務処理権限つ ま り、
当該普通地方公共団体 を統括 し、 これを代表 し (地 方 自治法 147条 )、 当
該地方公共団体 の事務 を管理 し、及 び執行す る権 限 (同 148条 )を もって
い るか らである。
知事 は、米軍基地 の整理・ 縮小・ 廃止 の方向 に進 むべ きであ り、辺野
古沿岸域 を埋立 てて 「米軍飛行場基地」 を建設す ることは著 しく不適正
且不 合 理である。

Ⅳ 結論
本総括 は、沖縄県知事 の辺野古沿岸域 の埋立て承認 に どの ような法 的
瑕疵 があるか を論点 とす るもので、 その論点 は、沖縄県 の米軍専用施設
(基 地 )の 歴史的現実 の過程 に 「米軍飛行場基地」の建設 を認 めることが

「国土利用上適正且合 理的ナル」か、 である。沖縄県 の米軍専用施設 (基
地 )の 歴史的現実 が論点 の核 となるのは、本件 「理立地 ノ用途 J力 '「 米
軍飛行場基地」 であるため、 その埋立ての承認 は「埋立地 ノ用途 Jで あ
る 「米軍飛行場基地」建設 の承認 を合意 して い るか らである。 この論点
を国土利用 の側面 にお いてみ ると、国土利用の客体 の 「国土 」、国土禾U用
の主 体 の「国民」及 び米軍基地 とい う安全保 障 の 「主権 Jの 問題 であ り、
国家 レベル の問題 とい うことに なる。
それでは、前沖縄県知事 の辺 野古沿岸域 の埋立 て承認 は どの ような法
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的瑕疵になり、現沖縄県知事 は職権取消 しをすべ きか、そして、本件問
題の本質を規定 して、結論 とする。

1

どのような法的瑕洵 があるか
現行法 は、違法の瑕疵ある行政行為 の中に、取 り消 しうべ き瑕疵ある

行政行為 と無効 の瑕疵ある行政行為 の区別 を前提にする。取消訴訟の排
他的管轄 に服するのは取 り消 しうべ き瑕疵ある行政行為のみで、無効 の
瑕疵ある行政行為 は取消訴訟 の」F他 的管轄に服 さない (字 賀 。
「行政法概
説 IJ 335頁 )。
無効の瑕疵の要件については重大明白説が判例、有力説である。重大
明白説の、瑕疵が明自であるかどうかは、処分 の外形上、客観的に誤認
が一見看取 しうるものであるかどうかにより決すべ きであるとする外見
上一見明白説をとってい る。そ して、外見上一見明白 とは、特 に権限あ
る国家機関の判断をまつ までもな く、何人 の判断によっても、 ほぼ同一
の結論 に到達 しうる程度 にあきらかであることを指す とされている (宇
賀・『行政治慨説 I』 336頁 )。

2沖 縄県知事の埋立て承認 の法的瑕疵 は重大 かつ明白な無効
前沖縄県知事の辺野古沿岸域 の埋立て承認の法的瑕疵 (違 法性)は 重
大■つ明自で無効である。何人も、戦後70年 にわた り沖縄本島 に米軍専
用施設が約20%も 占有 し続 けた歴史的現実のなかで、本件埋立てを承認
「埋立地ノ用途」の 「米軍飛行場基地」を建設す ることを意
することは、
味す るので、特 に権限ある国家機関の判断をまつ までもなく、何人 の判
断 によっても、本作埋立てを承認 しないからである。その法的根拠 は、
本件週サて承認 が埋立法 4条 1項 1号 C42条 3項 )の 「国土利用上適正
且合理的ナル コ ト」 の承認基準 に著 しく反す るからである。 この 1号 要
件 の承認基準の解釈 は、国土利用計画法 2条 及び10条 の埋立法 にお ける
「埋立地ノ用途」を「国上の均衡ある発展」の理念
表れであることから、
的観点から「国■̲7J用 上適正且合理的ナル」 かの判断 となる。 この判断
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過程に、国土利用計画法 2条・ 10条 及 び景観法 1条・ 2条 を根拠に、沖
縄県 の米軍専用施設 (基 地)の 歴史的現実 を判断要素 として、本件埋立
て承認 の法的瑕疵 は重大且つ明自で無効 と判断するものである。 この判
断根拠 は以下の二つの側面での 9点 の事実である。
まず、戦後70年 にわた り米軍専用施設が沖縄本島の約20%(現 在18%)
を占有する歴史的現庚である「基地の島Jの 景観の形成 の側面 において。
第 1は 、沖縄本島の 「基地の島」の景観 は「太平洋戦争の日本国の敗
「良好でない景
戦 の姿」であ り、平和条約 の発効及 び沖縄返還 の下では、
観」であること。
第 2に 、埋立 て予定区域 の辺野古沿岸海域 は沖縄特有 の 「観光資源」
として 「良好な景観」を創出すべ きこと。
「中国の弾道 ミサイル能力向上」による、沖縄本
第 3に 、軍事戦略上、
島の米軍基地の固定化 (集 中)の 脆弱性理論 のジョセフ・ ナイの主張。
第 4に 、沖縄本島 に米軍専用施設の75%を 占める海兵隊のグアム移転
を合理的 とする国防総省の軍事戦略。
次 に、沖縄県に米軍専用施設の73%が 集中す る とい う沖縄県民 の過重
負担の現実 は、国土 (37万 7960耐 )の 06%の 沖縄県 (2276d)の 米軍専
用施設 の面積当たりに負担度 (米 軍基地 の密度)が 沖縄県 は468倍 である
こと。この米軍専用施設の468倍 の過重負担 は沖縄県民に次のような形で
現れること。
第 1に 、米軍専用施設 の負担度力468倍 であることは生活及υe牛 茜に通
ずる共通の基盤である国土・県土・土地利用効果が468分 の 1と なり、沖
縄県民 の経済活動を制約 (阻 害)し 「著 しく不公平」 であること。
第 2に 、米軍専用施設の468倍 の過重負担 は、等 しくあるべ く国民 の国
土防衛負担義務 である米軍専用施設負担義務 を沖縄県民 は468倍 も果た
「著 しく不平等」であること。
し、
第 3に 、米軍専用施設の468倍 の過重負担 は、米軍専用施設の維持 (人
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的・ 物的)か らの沖縄県民 の生命、自由及 び財産等の人権侵害の危険性
が468倍 (県 民の92%の 128万 人 の居住す る沖縄本島 (1208日 )で は854
「著 しく不平等かつ不公正」であること。
倍)と なり、
第 4に 、米軍専用施設 の468倍 の過重負担 は、米軍専用施設 に対する攻
撃 による沖縄県民 の人権侵害の危険性 DS468倍
128万 人の危険度 8

(沖 縄本島在住 の沖縄県民

「著 しく不平等かつ不公正」であること。
倍)と なり、

第 5は 、普天間基地 の県外移設の選挙公約 で当選 した沖縄県知事 によ
る米軍基地建設を合意す る本件埋立て承認 は公約違反 になること。
たしかに、一般的 には、知事 の埋立て承認 の裁量過程 に判断対象 とす
べ き考慮要素が入 ってない場合 には、裁量権逸脱・ 濫用の違法性 の判断
と結 びつ き易 くなる。沖縄県知事の本件理十て承認にあたって 1号 要件
の判断要素 (要 考慮要素)と して、戦後70年 にわた り沖縄本島の約20%

06%

(現 在18%)を 米軍専用施設が占有 し続けている歴史的現実、国土の

「理す地
の沖縄県 に米軍専用施設の73%が 配備されている歴史的現実を、
ノ用途」を「国土の均衡ある発展」の理念的観点 から「国土利用上適正
且合理的アル」かの判断要素 (要考慮事項)と せ ずに承認 の判断を して
いるとすれば、それは「判断過程 の統制」俄 量過程統制型審査)に よ り、
裁量権逸脱・ 濫用の違法性 の争点 となる。
しかし、戦後70年 にわた り沖縄本島の約20%を 米軍専用施設 が占有 し
続けている歴史的現実、国土の06%の 沖縄県 に米軍専用施設 の73%が 配
備されている歴史的現実 は、沖縄県 の米軍基地対策 の前提事実 とされ、
沖縄県の国土計画、地域形成計画の制約条件であったことを踏 まえると、
「埋立地ノ用途」 として 「米軍飛行場基地Jが 指定されていることは、埋
立て承認がその 「米軍飛行場基地」の建設の承認を合意することは当然
認識 しているはずであり、1号 要件の承認基準の判断 において、沖縄県
の米軍専用施設の歴史的現実を判断要素としない とすれ￨よ それ 自体で、
重大かつ明白な法的瑕疵 (違 法性)と なり無効 と判断せ ざるを得ないの
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である。 いずれにせ よ、前沖縄県知事の 「米軍飛行場基地 」建設 の承認
を合意す る辺野 古沿岸域 の埋立て承認の法的瑕疵 (違 法性 )は 重 大 かつ
明 自で無効 である。

3前 知事 の無効 な承認 に対す る現知事 の聯 権取消
沖縄県知事 の辺 野古沿岸域埋立て承認 は、米軍基地建設 に反対 か否 か
の観点 を含み なが ら、 その本質 は、沖縄県 の地域形成計画 において、辺
野古沿岸域 を埋立てて 「米軍飛行場基地」 を建設す ることが、沖縄県 の
歴史的現実 とそれ を踏 まえた沖縄県 の地域形成 計画 の未来 を見据 えた上
で、新 たに 「米軍飛行場基地」 の建設 を認めることが、沖縄県 の未来 を
切 り開 くことになるか否 かの観点 か ら判断す べ きことである。 したがっ
て、最終的 には、沖縄県民 の代表 で ある知事の埋立て承認又 は不承認 (職
権取消 )は 、沖縄県民 の選択 を意 味 し、沖縄県民 は、 この知事 の判断 に
責任 をもつ ことになる。 まさに、 日本国憲法秩序 の 中での沖縄県民 の 自
己決定権 の象徴 としての知 事 の職権取消 しとい うことになる。
そ して、2014年 H月 16日 の沖縄県知事選挙 で、普天間基地辺野古 移設
賛成 か 否 かが 争点 とな り、辺野古 移設反対 の 翁長雄志候補36万 820票

(518%)、 辺野古移設賛成 の現職・ 仲井間弘多候補26万 1076票 、県民投
票 で決定す るとい う下地幹郎候補 6万 9447票 、理 立て承認取消・ 撤回 の
喜納 昌吉候補7821票 の結果 となる。辺野古 移設 の反対 は、 日本 の法 治主
義 の下 では、知事の職 権取消 しによ り選挙公約 が実行 されることになる。
職権取消 しは、行政行為 を行 ったの ちに、 当該行政行為 が違法で あ っ
た こ とを行政庁 が認識 し、職権 で 当該行政行為の効力 を失わせ る行政行
為 である。米軍普天間飛行場基地 の辺野古移設反対 で沖縄県知事 となっ
た翁長雄志知事 は、埋立 て承認 の職権取消 を しなければならない。 なぜ
な ら、前沖縄県知事の本件埋 立 て承認の法的瑕疵 (違 法性 )は 重大 かつ
「違法 になされた行政行為 の取消 しは、法律 に
明自で無効 だか らである。
よる行政 の原理 の要請す る ところであって、取消 しを認 める明文 の規定
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がな くて も一般 的 には可能 であ り、 かつ原則 としては取消す をす べ き」
(宇 賀・『行政法概説 IJ 359頁

)だ か らである。

4米 軍普天間飛行場 の辺野古移設問題 の本質
このよ うな沖縄県 の米軍基地 の歴 史的現実 のなかで、普天間飛行場基
地の代替施設 として 「米軍飛行場基地 Jを 建設す ることは、沖縄県 の米
軍基地 の歴 史的現実 か らみ ると、普天間飛行場基地 の廃止 を超 えて沖縄
「基地
米軍基地 の強化 とな り、沖縄本島 の米軍基地 の固定化 を意味す る。
の島Jの 沖縄 にとっては 「基地 の島」 の永続化 を意味 し、 この戦後 70年
にわたる沖縄 の米軍基地 の存続 の思想 を克服することではな く持続す る
ことを意味する。 日本国家 に とって敗戦 の永続化 で あ り沖縄 に とっては
被植民地意識 の継続 を意味す るのである。米国 に とっては、 その ことを
自覚 した上での米軍辺野古飛行場基地建設 なのであ り、軍事戦略 の問題
ではな く、 国家 レベ ルの政治戦略 であると考 え られるのである。
要す るに、米軍普天間飛行場基地 の辺 野古沿岸域 へ の移設問題 の本質
は、 日本国 にとっては 「太平洋戦争 の敗戦 の姿」 の太平洋戦争 の玉 砕 の
地 。沖縄本島 の 「基地 の島」 の景観 を、主権 国家 として 「美 し く風 格あ
る国上 の形成」 に転化す べ きかの問題 であ り、沖縄県民 に とって は 「恐
怖 と欠乏」(被植民 地意識・ 戦争状態意識 )か らの脱却 の民主主義

(自

己

決定権)と 民主主義体制の中 での民主主義の二重の民主主義の問題 となっ
ているので ある。
― 了―
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