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法務省民事局御中

最高裁判所事務総局民裏且血世1

東京都中央区銀座

借地法制に関する公開質問書

(在野からの質問主意書として)

「昭和 35年(オ)563 土地明渡請求昭和 40年03月09日 最高裁判所第三小

法廷判決」は，その占有開始の当初から日米安全保障条約に基づく「国」の義務

として所有者から借上げた土地を，駐留軍の空軍基地地域の一部として使用に供

されていた土地明波請求訴訟において，私法契約の秩序維持を目的とした 11昔地

法4条l項の精神に照らすも，宵認するに難しくないところである」を根拠として，

占有継続に関する法律上の裏付けとしている O

一方，後述するように昭和 37年最判例は，契約期間満了に伴う所有者の土地明

渡請求に対して，その当時の社会状況に関してあろう事か昭和 16午、と同様の「宅

地不足の実情下Jにあり， 1借地権者が一度獲得した土地使用の権能をさらに保

持することにつき有する利益」が「所有権の本来の権能を|回復することにつき有

する利孫Jに優るとして， I私的自治jとして当事者間で約した権利義務の枠組

み在一方的に変更して，土地所有者の上告を棄却したO しかしながら，例え{宅

ー
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地不足下」に置かれているとしても，その対策も本来は「国」の義務であり，そ 

の手段として土地所有権を制限する必要があるとしても，それは「公法」の制定 

によるべきであり，相互拘束下に置かれている当事者間の権利義務を大きく左右･ 

変更するような公権力の介入は極力避けるべきであった。ところが，同最判例は 

本来の「国」の義務を「土地所有者」に強制的に肩代わりさせたに等しい処分を 

加えて，これは「公共の福祉」に適うとした。しかしながら，この｢公共の福祉」 

の解釈･適用が一般的な公共事業と抜本的に異なるのは，強制的な法定更新の保護 

による反射益は必然的に借地人の「私益」となり，これは如何なる法理を以てし 

ても「国益」に化体するわけではない。ところが，同最判例の判示内容を詳細に 

検証しても，借地人の私権･私益の保護の必要が何故に「公共の福祉」に適うかに 

関して，その射程に置いて斟酌した痕跡の一切が伺えない。これを含めて，両最 

高裁判例はその「目的」と「手段」に関する司法審査において，｢国益事案」と 

「私益事案」とを区別する必要性を覚知することなく，「公共の福祉の精神」は 

何れも同根であるとしたに等しい。この事例に限らず，借地を含めた賃貸借契約 

に対して「公共の福祉」が直接に適用されるのは，後述するように原始的理念の 

保護期間（当初契約期間）か、又は双方の合意による契約更新の場合のように， 

あくまでも「私的自治」の秩序維持に関して法的な担保を必要とする場合に限ら 

れたものである。ところが，同最判例と同様に憲法が規定する「公共の福祉」の 

本来の意味が峻別されることなく，後述する検証例のように最高裁判例や，法改 

正等に際しても，これが今日まで多々濫用されてきた実態がある。 

 本書の目的は，所管当局者を含めた関係団体各位に対して，違法判決として抽 

出した借地非訟事案を含めた最高裁判例の判示内容は当然に，その司法審査の在 

り方を含めた憲法適合性等に関して第三者の視点による科学的な再検証の必要性 

を問うたものである。 

 加えて，本書末段で引用した「平成 22(行ツ)129 選挙無効請求事件」で裁判 

官田原睦夫氏の「当該法規の憲法適合性について疑問が生じ，あるいは国会以外 

のところから疑問が投げ掛けられるに至ったときには，国会自らがその自律的権 
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能を行使して，その憲法適合性を検討すべき責務を負っているものというべきで 

ある。」との補足意見を踏まえたものでもある。それが故に，各位の立ち位置が 

何れにあるとしても，旧借地法の立法政策上の問題点は当然に，その運用規範の 

定立に少なからぬ過誤を侵した司法システム，等々に直接・間接に携わる全ての 

当事者にお願いしたいのは，これを自らに課せられた責務として是々非々を以て 

の対処を賜りたいことに尽きている。 

 

其の一 問 題 提 起 の 概 要 

 

１，旧借地法に関する経緯を遡ると，「地震売買は，一部悪徳地主の例外的に不 

 当な行為にすぎなかった・・・「建物保護ニ関スル法律」という名称自体も， 

 財産権として建物の保護が主眼であり，借地上建物の居住者の居住生活の保障 

 という点は直接には，殆ど問題にされていなかった。」（借地・借家法の研究 

 鈴木祿弥教授著 添付資料１の 103頁），「他面，建物の保護は，借地人が借 

 地上に投下した資金の保護を意味し，・・・借地人が近代的資本家で借地上に 

 建物を建てて企業活動をおこなう場合を想定すれば，借地上にかれが投下した 

 資本の保護を意味する。・・・民法制定当時に比して「資本の相対的優位，す 

 なわち地主階級の相対的劣位」という事情が存在していた，・・やがて，大正 

 一〇年借地法が，基本的には建物＝資本保護法としての性格をになって登場す 

 る。」(同資料の 105頁)と解されている。同教授の借地法に関する原始的理念 

 に言及した立法政策に関する分析に対しては，同氏独自の見解としての批判が 

 あろうことは否定しない。 

 しかしながら，同教授の指摘された諸点に関しては，私法契約に関する秩序維 

 持の必要として肯んじ得るとろであり，投下資本の回収が可能となる契約期間 

 に限り借地人(権)を保護する目的には公益性が認められることから，その手段 

 として且つその限りにおいて土地所有権者の「処分の自由」に制限が科される 

 ことについては，事後法であったとしても今更に問題提起する意義はない。 



その一方で，少なくとも戦中・戦後から現在に至る立法及び司法の従事者，

法学者(学会)各位が記された書籍・論文や国会法務委員会等における公述・論

議等を検証すると，借地法の原点ともいえるこの原始的理念が見事に捨象され

てきた実態があることから，本書はその検証結果を取り纏めたものでもある。

2，旧借地法の原始的理念については，大正 10年の借地法第四条(添付資料 2の

三頁)や，昭和 16年の改正法の同条(以下 fl日法 4条 l項」という・添付資料

2の五頁)においても，借地権消滅後の建物投下資本の回収を担保する為の「建

物買取請求権Jとして保護の規定が置かれている O また，後述するように法務省

民事局は法務委員会において旧法4条1項の文理解釈として f貸し主の側に使

用の必要性があれば，借り主の側の事情を考慮することなく立ち退きを求める

ことができるというのが絶対的な条件になっていた。」と，有権解釈の答弁を

繰り返している O 続けて同民事局は， この「文理解釈は社会正義に反するとし

た判例の動きにより双方の事情を勘案しなさいとなったJとされ， これが「昭

和三四年(オ)第五O二号 河三七年六月六日大法廷判決J(以下「昭和 37年最

判例jという) (添付資料 6)の旧法四条 1項の憲法適合性を判じた唯一の大

法廷判例に繋がっている。同最判例は，同規定の文理解釈や建物買取請求権を

視野におきながら「現下の実情として依然たる宅地不足Jを唯一の根拠として，

契約期間満了後(投下資本回収完了，契約目的達成等)も引き続き借地権者を

保護する必要があり，その為の手段として土地所・有権能を制限するとしても，

それは憲法が規定する「公共の福祉に適うJとした。しかしながら，この上告

事件は旧法 4条 1項の憲法適合性に関する司法審査を求めたものであり，その

限りにおいては借地法の原始的理念や，公共の福祉を前提とした公益と私益の

峻別の必要性等に関しでも，裁判所法第 10条規定の大法廷判決としては、その

相当性を著しく欠いている O 加えて，同最判例の解説は裁判要旨として「借地

法第四条第一項は、憲法第二九条に違反しなL、。」と纏められ，その後は財産権制

限に関する憲法適合性の審査においては判示内容の一読・篠認がなされること

4 



もなく，恰も同裁判要旨が恒久的規範であるかの如き盲目的な当て般めが繰り

返されてきた。

それ以前に，そもそも土地賃貸借契約の締結は，例えるならばその時点から

土地所有者においては所有権本来の権能である「処分の自由」を自らの手で最

短 20年・最長 30年の期浪をつけてれ令凍」することと，借地人の債務不履行

がない限りは「解凍J(権利の濫用)しない旨を契約条項に明記して相手方に

誓約するものである O しかしながら，私法契約の秩序維持を紳士協定のみに委

ねることの危うさは否定出来ないことから，双方当事者の誓約違反に備えて法

的効力を以て担保する必要があり，その限りで「公共の福祉」に適うことは当

然となる O しかしながら，期間満了等により契約当初の目的が相当程度に達成

された事案に対して，当初の契約条項とは全く呉なるような権利義務の変更，

しかも一方の当事者のみに追加的な権利を付与し，その相手方に対しては一方

的な義務を科す等の所為は，そもそも「公共の福祉Jの概念とは相容れないし

何の関係もない。

3， この権利義務の変更として、昭和 16年には法改正により旧法4条 1項の正当

事由制度が設けられたが，その善し悪しは別として国策上も秩序維持の必要は

否定できないことから，その限りは「公共の福祉Jに適うものであった。

しかも，戦詩体制下でありながら前述した文理解釈を踏まえる限りは，土地

所有権者の権利行使を阻めるような絶対的効力は付与されてはいなかった。

にも拘わらず，時勢・時節を踏まえて「非国民」と誘られたくない当事者

(地主・家主)に自重を促すアナウンス効果はあったことから、少なくとも戦

時体制下にある問は「冷凍した権利Jの解凍を回避せしめることで、政策呂的

の達成は可能となった。この時点での問題点は，法律上・実態上において借地

人と借家人を原始的理念が全く異なるにも拘わらず同列に並べたことにある。

加えて，その後は事業用・居住用の区別は当然に，恰も全ての賃借入が社会

的弱者であるかの如き視点で捉え，仮にそうだとしてもその救済・負担は本来

民
υ
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は公的責務で有るにも拘わらず，私法関係の一方当事者である賃貸人に片務的 

義務を科すことで肩代わりをさせたに等しい判例に繋がっている。 

 その判例の典型が昭和 37年最判例であり，しかも同判例は池田内閣の所得倍 

増政策に代表されるような右肩上がりの高度経済成長期の渦中において、しか 

も｢住宅不足｣も徐々に緩和傾向（星野公述人･添付資料 29）にあったにも拘わ 

らず，戦時体制下と同じ目線で｢宅地不足｣を捉えたことに最大の問題があった。 

前述したように，仮に「宅地不足」に対するセーフティネットの必要があっ

たとしても、これも本来は公的役割である。にも拘わらず，これを公共事業と

同じ目線で｢公共の福祉｣を論じ、土地所有者が「冷凍した権利」の解凍行為が

直ちに借地人の被る不利益と安直に解し、それを保護する必要があるとして立

法事実を自ら拡大して，つまり立法府とは異なり僅か 15名の裁判官で「判例

法」を創設し，自らその憲法適合性を維持し得るとした。その後，当方の上告

事案１(平成 18 年(ｵ)第 1219号)においても，昭和 37年最判例は射程外であり

その立法事実は既に効力を有しないとしたにも拘わらず，同判例の裁判要旨の

みを引用して棄却理由とした。この段階での問題は，何処を探しても裁判要旨

が単独で法的効力を有するとした解釈は存していないし，司法研修所資料等に

おいても例え大法廷判例といえども射程範囲の再測量を欠いてはならないと

「書いて」ある。つまり，射程範囲の再測量とは第一義的には同最判例の判示

内容の再検証であろうかと思われるが，起草された判決案を前にして念の為に

同最判例を自らが再確認するとか，或いは調査官に下命する等の，裁判官 5名

に調査官数名を加えた内の誰一人としてその必要を覚知しなかったとすると，

これは不可思議千万である。 

 

４，加えて，本書末段で言及するが最高裁は「法令・処分の憲法適合性が争われ 

 るときは，常に最高裁への上訴が許されなくてはならない」との解釈を示して 

 いる。ところが，当方が上告事案２乃至３の下級審で「昭和 37年最判例の裁判 

 要旨に依存した上告事案１は違憲判決であり，当方の主張を退けるには同最判 
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 例に代わる新たな裁判規範の定立が必要としたにも拘わらずそれを示せなかっ 

 た（示す必要性の有無も無視した）ことから，旧法 4条 1項の憲法適合性を求 

 めた」上告事案 2乃至 3に対して，最高裁は「単なる法令違反」とした棄却理 

 由を二度も繰り返した。加えて，其の三で検証したように過去の大法廷判例に 

おける財産権制限の憲法適合性が争われた事案においても，首を傾げざるを得 

ない判例が多々存する。その典型的な例が，昭和 37年最判例直後に同最判例 

を引用して事案の憲法適合性を裏付けた，憲法判例１(昭和 34(オ)780)がある。 

この事案は，著作権法が規定する「私的利用の範囲」を超えた複製（興業）

行為の違法性を争った事案であり，一定の範囲を超えた利用行為は著作権者

（オリジネーター）の財産権を侵害するとし，その適合性の裏付けとして昭和

37年最判例を引用している。ところが，昭和 37年最判例は謂わば「借地の独

占的利用に関する法的保護期間（投下資本回収期間）」を超えた法定更新（私

的利用の範囲）」に関して，憲法適合性が争われたものであり，権利と義務に

関する当事者関係も全く異なる争訟事案であることは，「念の為」の再確認を

怠らなければ自明のことであった。従って，大法廷判例に優先劣後の適用があ

り憲法判例 1が建制上位であるとすると，昭和 37年最判例が示した憲法適合性

の根拠は喪失することになる。憲法判例 1は，さらに都市計画法事案や罹災都

市借地借家法事案、農地法事案、国税徴収法事案等を並列的に並べて、事案毎

の財産権を制限される当事者と、その反射的な利益を受ける当事者とを一切峻

別することなく、大法廷の権威を自ら毀損せしめるような判断を示している。 

 なかでも、罹災都市借地借家臨時処理法に関する憲法適合性が争われた憲法

判例 3（昭和 29(オ)232）は、同法施行時点で地代家賃統制令により権利金等の

授受は禁止されていたにも拘わらず、これを見落として「相当な借地条件又は

対価で敷地の借地権が設定又は譲渡されるものとしているのであるから、憲法

二九条三項にいわゆる正当な補償なくして財産権を侵害するものとは認められ

ない。」との判断を示した。それ以前に、戦前の処理法は戦災土地上の借家人

が罹災土地又は換地上で再建された建物の借家に関して優先的な借受権を規定
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したものである。この点に関しても，旧法 4条 1項の文理解釈で裏付けられた

ように，戦時体制下においても借家人に対して借地人への権利変換を可能とす

るような権能を付与することなく，つまり土地所有権の侵害に繋がるような立

法処置が講じられてはいないことを改めて再確認することになった。 

その一方で，戦後の処理法は復興を最優先していたとはいえ，罹災建物の借

家人や第三者が借地権設定の優先権を規定したことは、結果として一方の当事

者が被る財産上の損害についても借地権設定やその当事者関係に照らしても

「均衡を失する」（其の四・吉田内閣答弁書）もので有ったことは否めない｡ 

と同時に、この処理法は昭和 41年の借地非訟制度と同様に、建物法護法に始 

 まった旧借地法の原始的理念を根底から破壊するようなものでもあった。 

   

５，上述したほかにも，其の三で検証したように昭和 41年に制定された借地非訟 

 制度の憲法適合性に関しても，当該法が顕在化する以前の類似の財産権判例を 

 引用・根拠とする等の看過できない事例，つまり我が目を疑うような判例が存 

 している。本書で問題提起した動機も，法務省民事局は平成 3年の借地借家法 

 （以下「新法」という）及びその附則を以て旧法借地権の円滑な法体系への移 

 行が完了したかのような対応が伺える。しかしながら土地所有権本来の権能回 

 復にはほど遠い実態があり，その解消を目的とした裁判所の和解運用において 

 も，裁判官自らも自覚のないままに不当な「立退料」の負担を強いている実態 

 となっている現状に対する覚知を求めたものである。加えて，冒頭でも触れた 

 が本書で認めた旧法借地権に対する立法・司法の実態に関しても，これは果た 

 して当方の独自の見解に過ぎないのか否かの是非を，まずはその当事者である 

 両民事局に対して問うたものでもある。さらには，其の五で展開したように違 

 憲立法審査権により立法府の瑕疵は司法が健全である限りにおいては治癒・修 

 復は可能となるとしても，実質的な立法権能の行使ともいえる大法廷判例にお 

 いて権利侵害を受けた当事者は，自ら異議権を提起しない限りそれを修復する 

 手段は存していない。我が国における三審制度を含めた司法システムのそもそ 
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 もは，司法は，或いは最高裁は誤らない，仮に誤ったとしても再審や抗告等の 

 手段が存しているでは無いかと，反論は予測し得るところではある。しかし 

ながら，一連の経緯を概括すると「原子力は安全」という国策の大命題を守ら 

んが為に防災指針を改定しようとした原子力安全委員会に対して，経済産業省 

原子力安全・保安院院長自らが「寝た子を起こすな」と反対していと報道され 

たと同様に，「法曹村」においても同様の実態は存していないのかを問うこと 

に本書の目的の一がある。さらには,原子力行政と司法との関係を検証すると， 

原子力政策の遂行に伴う関連法や安全基準を含めた想定に関しては，その全て 

が原子力ムラの自作自演であり再点検・再検証を欠いてはならないはずであっ 

たにも拘わらず，これを怠ってきたことが結果として大惨事に繋がっている。 

と同時に，司法の判断基準に関しても，一方の当事者の策定した「法や基

準」に引き摺られたような外形を否定しきれないような実態がある。 

 借地法に関しても，当方が検証する限りは立法・司法当局者の想定はその自 

覚のないままの「自作自演」の感があり，特に昭和 41年と平成 3年の法務委員 

会における「公共の福祉」に関する政府委員の答弁は，その一貫性を著しく 

損なったに止まらず，借地法制の当事者としては背信的ともいえるものであ 

り，組織としてのガバナンスに不信を感じざるを得ないところがある。 

 と同時に，平成３年の新法の制定に際しても，旧法借地権に関しても附則の 

規定によりこれを寝かしつけ，棚上げしたような実態となっている。 

組織内のガバナンスが正常に機能していなかった事例は，近時でもオリンパ

ス，大王製紙，ＡＩＪ，広島刑務所の受刑者の脱走､大阪府警の証拠品紛失後の

捏造，長崎ストーカー事件等々のように，過去の類似事件から何ら学習されて

いないことを露呈したような事件が繰り返されている。 

特に，司法システムの根幹を揺がした大阪地検特捜部の証拠改竄事件に対し

て，担当判事が「検察組織の病弊ともいうべき特捜部の体質が生んだ犯行」と

した。これについても，借地法の実質的立法者でもある法務省や最高裁を頂点

とする司法システムには「同様な体質に蝕まれていないのか」を問わざるを得



ないし，今日まで内部 外部を関わずしてその必要が語られてこなかったこと

に関しては理解し得ないところがある O

尚，本書で認めた内容については，訴訟迫行の必要に迫られて学習したもの

であり，その限りにおいて「門前の小僧，習わぬ経を詠むjの{タilJえのように，

その解釈には素人目線に堕した誤りもあるであろうことは否定しなL、。

また、その検証対象に関しでも極めて多岐にわたることから、その論点繋玉虫

に関しても充分とは言い得ない拙劣な論旨を含むことも，また否定しない。

それが為に両氏事局におかれては，是々非々で対処戴きたいと同時に，本書

については内閣府，経団連， 日弁連， 日本不動産鑑定協会，主な大学の法科大

学院，その他の関係団体及び一部報道機関宛に控えを送付し，提起している問

題点の検証を求める予定であることを，予めお断りしておきたい。

其の二 旧借地法の原始的理念と改正等の変遷経緯

第 1 I日借地法に関する原始的理念(立法趣旨)の再確認として

1， I日借地法の原始的理念(立法趣旨)についての検証として

(1)鈴木教授は，冒頭引用に続けて「第一章 第三節大正期の借地・借家立

法J(添付資料1)で続けて，以下の解説を記されている(下線，丸数字は当

方加筆)。

同書 116頁末段3行街地法の目的

「借地契約締結の場合には、当事者のあいだに、借家契約の場合ほどの力関係の不

均衡がないし、また、a:借地法は、借地人の財産=建物の保護を直接の目的とし、

かれの生活保障を直按の目的とするものでなし、からである。

i司書 117}立 中段 3 大正一0年借地法の性格

10 



「借地法の規制の中核は、短期間の借地関係の成立の阻止にあり、それは、かかる

短期間の借地が認められている結果②いまだ耐周年数の残っている建物が収去され

ることを余儀なくさせる、という事態の発生を防止する機能をもつものであった点

は、上述したとおりである。③その煮味で、借地法もまた、 「建物保護法 iにひき

つづいて、建物保護を目的とする立法であった、といえる。建物保護法と借地法と

のこの連続性は、借地tt;}工法運動の初期の主I偶者が建物保護法制定の立役者(高木

益太郎〉であったことによっても、裏書されている。このような「建物保護Jとい

う見地は、借地法の内容の随所に顕現されている。

河書 118頁後段4行目

「しかし、それにしても、借地法の立法過程では、主として、資本家的借地人と呼

ぶに値いするような者の建てた建物の保護につき論議がなされ、かっ、わが国の資

本制経済の発展の結果、借地法成立の時期には、④資本家的借地人と見られるべき

ものが少なくとも質的にはかなりのウェイトを占めるに至っていたと、考えられる。

⑤それゆえ、借地法による建物保護は、建物への投下「資本 iの保諺を烹味したと

考えて、大局的にはあやまりがないであろう。とはいえ、借地法成立の当時におい

てもなお、借地人中の数的多数が非資本家的な人々によって占められ、借地法の立

法過程において、かかる中産階級の保護の必要も問題にされたことは事実であり，

また、同法によって、かかる人々の生活(居住兼営業)が保隙される結果となったこ

とも、否定できなl'oけれども、⑥これらの借地人の生活それ自体が借地法によっ

て保護されたわけではなく、建物がかれの所有物として保護されていることの反射

として、そのかぎりでのみ保護されているにすぎなL、。このことは、⑦麹盟通工二一

地主の更新拒絶による借地権の消滅の場合を考えて見れば、明らかであるこの

場合にも、買取誇求権の制度によって、建物の保護は全うされ、借地人の「資余J

の回収は保障される。 J

(2)鈴木教授の上記検証からも，大正 10年の借地法(添付資料2)の原始的理

1
i
 

1
i
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念ともいえる立法趣旨が①②③⑤⑦の通り借地人の建物投下資本の保護にあ 

り，①⑥のように借地人の生活保障を目的としたものでは無かったことが確 

認出来る。さらに，大正時代から戦後においては震災や戦災等の社会状況下 

における建築資材の調達難と価格高騰の事情もあり，②のように未だ利用に

耐えうる建物を取り壊すことは経済的損失とする考えかたも加わり，尚更に

既存建物の保護が優先されていたことも，また然りであった。 

  同書で，同教授は江戸期に遡って「建物だけが独立の取引の対象とされ， 

これが動産に近いものとして取り扱われていた」（同書 78 頁）等を含めた 

詳細を検証されている。しかしながら，この当時の慣行が如何にあったにせ 

よ建物保護法が投下資本の保護を規定した以降における法律上の取り扱いに 

おいては直接的な影響を確認出来ないので，本書においてはこの時代の土地 

と建物の関係に関わる検証は省略する。 

   

 ２，原始的理念に関する法改正について 

(1)ここまで借地法の原始的理念を確認してきたが，その後の政治的・社会的

状況等の事情変更により，昭和 16年に旧法 4条 1項の正当事由制度に関す

る法改正（昭 16,03,10 法律第 55号・添付資料２の五項）が行われた。こ

の経緯に関して， 鈴木教授は次のように解されている。 

 

     同書１５８頁・後段部 

      「大正一 O年の借地法においては、建物の保護・借地人の投下資金の回収という財 

産権立法の面が強かったに反し、⑧昭和一六年の同法改正は、同時になされた借家 

法改正と同じく、軍需工業労働力の維持を主眼とする社会法的性格の強いもので 

あった、といえる。もちろん、改正借地法が社会法的見地から借地人の居住を保障 

したといっても、この社会法的理念が完全な形で実現されていたわけでないこと 

は、借家法の場合と同じである。すなわち、借地関係の存続の保障は、地主に「自 

ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合」でないときに 



のみ、おこなわれ、⑨「正当ノ事由|がある場合には、土地明波・建物売i畦(冒取請

求)により併地人の居住がいかに危うくされようとも借地権は消滅した。ここでも、

⑩「正当ノ事由!の典型j的なものは、地主の自己伶用の必要であり、この必要があ

るかぎりでは、地主は借地関係を消滅させることができた。 J

i口法4条 1項lま，昭和 15年 7月成立の第二次近衛内閣(翌日年 7月三

次)を経て，同年 10月の束僚内閣成立に至る戦争遂行内閣による⑧軍需工

業労働力の維持に加えて，銃後の社会秩序維持等を目的としたセーフティー

ネットとして導入されたものであるO 尤も，それ以前にも関東大震災(大正

12年 9月)翌年 7月に導入された借地借家臨時庭理法や昭和 14年の地代家

賃統制令(何れも添付資料7)等の法令制定により，社会法的な観点から秩

序維持の政策は講じられていた。しかしながら，この当時の社会的状況←Fに

おいても，或いは軍事体制 Fの法改正であったにも拘わらず，⑨⑩で確認で

きるように士地所有者の権利行使は「正当ノ事由」がある限り許されていた。

(2)旧法4条 1項の立法趣旨については，平成 3年の新法制定時の第 121回国

会・衆院法務委員会」において，永井政府委員(法務大臣官房審議宮)は，次

のような答弁(添付資料 4 の 1~2) をされている。

「昭和十六年当時は、貸し主の側に使用の必要性があれば，借り主の側の事情を考

慮することなく立ち退きを求めることができるというのが絶対的な条件になってい

たJIこれは社会的正義に反するのではないかという判例の動きによりまして， こ

れは双方の事情を勘案しなさいというふうに実務の取り扱いが変更になったJ

同様に，法務省清水民事局長も次の答弁(添付資料 5の1・2)をされている O

「この正当事由条項につきましては、立法当時におきましては貸し主がみずから使

つdτょ
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用する必要さえあればこれは直ちに返してもらえる、こういうような説明がされた 

ということも言われているわけでございます。」 

 

   永井審議官の「判例の動き」については，旧法４条１項の憲法との適合性 

を判じた唯一の大法廷判例で昭和３７年最判例（添付資料 6の 2項）におい 

ても，最高裁自らが法務省担当者の答弁を次のように裏付けている。 

 

   『もっとも，右借地法四条一項但書には「土地所有者力自ラ土地ヲ使用スルコトヲ 

   必要卜スル場合其ノ他正当ノ事由アル場合」とあり，単なる文理解釈にしたがえ 

   ば，所論のごとく，土地所有者が自ら使用することを必要とする場合は，そのこと 

   自体が正当の事由に該当すると論ずる余地もないではないが』 

   

   この文理解釈の以前に，そもそも江戸時代から町人地の借家人は公的な権 

利・義務を有せず，一切の保証・責任は大家(この場合は地主。無宿人とは， 

  その届出が行われていない町人や農民等のこと）に科されていたことから 

  「大家と言えば親も同然，店子と言えば子も同然」とされていた時代であり， 

  これは戦後も続いていた。加えて，明治中期以降における既存町人地の貸し 

借りに際しては，「一部悪徳地主の例外」（鈴木教授・冒頭部）を除いて所 

有権本来の「処分の自由」の一環として権利金等一時金を求めることなく土 

地を貸し付けたのも，一定の条件が整った場合には無償で還ってくるとの双 

方の認識や，それを踏まえて形成された慣行に依拠したものでもあった。 

 ましてや，昭和 16年以降の戦時体制下での「鬼畜米英」，「欲しがりま 

せん勝つまでは」等の典型的な標語を踏まえるまでもなく，法解釈の以前に 

地主・大家による明渡請求は「非国民」の誹りを免れない時代でもあった。 

 また，この時代背景故に「向こう三軒両隣」と称されたコミュニティ形成 

に繋がり，後の官主導の｢隣組｣として戦争遂行体制に組み入れられていった。 
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 (3)大正 10年の借地法の施行と同時に「借地法及借家法ノ施行期日及施行地區 

  二關スル件」（添付資料７の二項）において，東京府内の施行が法定された 

  が，その以前から借地法に限らず税徴収法等の枠組形成に繋がる賃貸価格等 

  の実態調査を含めて，その殆どに地主・大家が協力してきている。 

 このことは，戦後復興期においても同様であり，それを礎として戦後の経 

済成長に繋がっていることは論じるまでもないことである。ところが，戦後 

においては前述した時代的背景についても完全に捨象されたままに，法改正 

や司法裁量（その典型が昭和 37年最判例）が行われてきている。 

   そもそも，旧法 4条１項は昭和 37年最判例が解したように「宅地不足」 

に対する政策的な観点から同規定の改正が図られたものであり，本来，この 

政策自体が公的負担となるべきものであり，私法契約の一方の当事者のみに 

片務的な義務を負わせることには帝国憲法下においても問題があった。 

   それが為か（理由の一つ），同規定の法改正は戦時体制下に行われたにも 

  拘わらず，前述したような立法趣旨に止まり強行規定を置いていない。 

そもそも，同規定に政策的効力を保たせるには借地法の原始的理念とされ

た建物投下資本の回収完了（契約期間満期）後における，地主・家主の土地

明渡の権利行使を一時的にせよ凍結する必要があった。にも拘わらず，その

点の法的効力は織り込まれていない。その理由の二つ目として，前述したよ

うな江戸時代から連綿として続いてきた地主・家主の立ち位置を踏まえた上

で，本来は公的負担となる土地・住宅政策への黙示的（法改正のアナウンス

効果等）強制力を伴う協力を求めることで，強行規定を置かなくても｢宅地

不足｣に関する政策目的は達成出来うると判断したとも考えられる。 

   

 (4)ところが，昭和 37年最判例は同規定が法的効力を有していないことに関し， 

  これを「社会的正義に反する」と解した類似事件の判例を踏襲して，その裁 

  判規範には一層の既判力を必要であるとした観点から，立法事実の拡張・拡 

  大を図ったものである。しかしながら，同最判例が発された当時は既に戦後 



の混乱期を漸く脱し，第一次高度経済成長期(朝鮮戦争特需等の昭和 29年

から昭和 48年のオイルショックまで)とも評された右肩上がりの経済成長

途上期にあった。また，土地・住宅等の諸政策に関しでも「昭和 25年首都

建設法(法律第 219号)J r昭和 26年公営住宅法(法律第百九十三)J r昭和

26年土地収用法(法律第 219号)J等の，完全では無いとしても然るべき法

整備が図られていた。仮に，この当時の「現下の実情Jが戦後と同様に「宅

地不足下jにあったとしても，また本来の公的負担としての現下に存する諸

政策との比較衡量を棚上げしたままに，土地所有者の私有財産を継続的に制

限することでしか達成できないのか，その目的は公益として資するのか等々

を含めて，憲法適合性に関する慎重審理を欠いてはならないはずであった。

しかしながら，間最判例は前述した諸点を含めて「公共の福祉」に関して

も，憲法 29条の解釈において初歩的な誤りを侵している。

第2 I日去4条I項の憲法適合性を判じた昭和 37年最判例の違法性

1，昭和 37年最判例の検証として，

(1)昭和37年最判例は，戦時体制下の時限立法として社会法的セーフテイネット

を目的として導入されたはずの!日法4条1項に関して，立法時の当局者が想定

していた立法趣旨を拡大・拡張した。これが「借地法第四条第一項は、憲法第

二九条に違反しない。」として，裁判要旨に纏められ，その後の類似事案にお

いても裁判規範として拘束力を有するに至っている O

それが為に，当方の直近の上告事案 1(平成18年(オ)第1219号)でも「同議判

例は判示内容に照らしても当方事案には射程外であり，その盲目的な適用は

違憲となる」とした主張に対して，同最判例の裁判要旨の一部を引用したに

I上まり， r l'1J "" J例が定立した裁判規範は現王金室:匿においても未だ有効であ

る」等の，その職責本来の憲法適合性に関する法的根拠を示し得ていない。

この経緯から派生した問題は，今日においては同最判例が立法事実を拡大

した当時の社会的・経済的状況は既に栢当に変化しているにも拘わらず，そ

ρ
0
 

1
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の射程範囲を再測量する必要はないのか。また，同最判例に限らず，且つ大 

法廷判例といえども，或いは大法廷判例であるが故に，憲法適合性に対する 

異議の主張に対して裁判要旨の当て嵌めは違法とはならないのか，ならない 

としたらその法的根拠は何処に存しているのか等々の疑問が加わった。 

   

 (2)それ以前に,同最判例は「この規定は公共の福祉を目的としたものであり， 

 将来において社会的・経済的事情に関して如何なる変動が生じたとしても， 

 借地法は借地人が社会的弱者であるか否かを問わずして包括的な保護を目的 

 として立法されたものであり，それが故に借地人において投下資本等の回収 

を含めた契約当初の目的が相当程度に果たせた等の事情変更が生じたとして 

も，ここで示した合憲性が損なわれることはない。従って，例え大法廷とい 

えども且つ如何なる違憲理由が呈されたとしても，この判断を変更すること 

はできない。」と判じてもいないし,それはそもそも違法となる。 

 これを含めて，同最判例には法科学的にも整合し得ない点が多々散見され， 

 その判示内容は大法廷審理としては首を傾げざるを得ないような矛盾を孕ん

でいるので，その問題点を次項に抽出する(丸数字下線は当方加筆)。  

 

 ２，昭和 37年最判例の判示内容に関する違法性の検証 

(1)同最判例が示した判示内容の抜粋 

 

⑪「借地法の右規定は，借地権消滅に際し、土地所有者がその所有権の本来 

の権能を回復することにつき有する利益と、借地権者が一度獲得した土地使 

用の権能をさらに保持することにつき有する利益の調節を図ることを内容と 

するものであり」 

⑫「右借地法四条の現行規定は、昭和一六年法律第五五号による改正に係るものであ 

り、右改正前の規定によれば、借地権消滅の場合において、借地権者は契約の更新

を請求することはできるが、この請求に応ずるかどうかは土地所有者の自由であ
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り、ただ、更新が拒絶された場合においては、借地権者は土地所有者に対し建物の

買取請求をすることを得るに過ぎなかったのである」 

⑬「右法律改正の目的が、宅地不足の甚だしい当時の実情にかんがみ、借地権者の利 

 益を保護するに在ったことは、多言を要しないところである。」 

⑭「単なる文理解釈にしたがえば、所論のごとく、土地所有者が自ら使用することを 

必要とする場合は、そのこと自体が正当の事由に該当すると論ずる余地もないでは 

ないが、前述のごとき立法の傾向ならびに依然たる宅地不足で借地権者を保護しな 

ければならない現下の実情にかんがみるとき 

 ⑮「財産権、とくに所有権は尊重されなければならないが、今日においては、所有権 

 といえども絶対的なものではなく、その内容は公共の福祉に適合するように法律に 

 よって定められるべきことは憲法の要請するところであり」 

⑯「他人の土地を宅地として使用する必要のある者がなお圧倒的に多く、しかも宅地 

の不足が甚だしい現状において、借地権者を保護するため、前述のごとくに解せら 

れる借地法四条一項の規定により、土地所有者の権能に制限を加えることは、公 

共の福祉の観点から是認されるべきであり」 

 ⑰「土地所有者は、正当の事由ある場合には更新を拒絶して土地を回復することがで 

 きるのであるから、所論のごとく、所有権を単なる地代徴収権と化し又はその内容 

を空虚にするものと言うことを得ない。所論は、ひっきよう、独自の見解の下に、 

原判決に憲法その他の法令の解釈を誤った違法ありとするものであり、採用するこ 

とを得ない。」 

   

 (2)まず，⑪「所有権の本来の権能」とは「処分の自由」であり，これを「自用 

  地」の場合で検証すると，公法上許された範囲内の利用行為に止まる限りは 

 誰に貸そうが，売ろうが，本来は自由である。つまり，土地所有権本来の権 

能は同規定が置いた「自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要卜スル場合」等の処分 

行為が制限されている訳ではない。この自由は，例え借地人に対して土地を 

貸付けた地主であっても，私法契約本来の目的が達成された場合には返還さ 
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れることは当然の法理である。つまり，借地人において前掲した鈴木教授の 

①②③⑤⑦の原始的理念が達成された場合には，「処分の自由」を引き続き 

拘束・制限することの憲法適合性を維持しうる追加的な理由が必要となるは 

ずである。また，土地所有権に関する財産権制限の憲法適合性については，

自用地の完全所有権が比較衡量の基準であり，しかも私的自治として契約条

項に定めた権利義務を司法が強権的に介入して変更するに等しいことから，

その財産権制限に関しても公共事業等と同一の基準で論じてはならないこと

はいうまでもないはずであった。当然のこととして，原始的理念を達成した

後においても，⑪「借地権者が一度獲得した土地使用の権能をさらに保持するこ

と」に対して法的保護を必要とする場合には，それが公共の福祉に資するこ

との法的根拠を必要とすることになる。 

 

 (3)同じく，⑫「右改正前の規定によれば」としたが新旧の違いは「正当事由」 

  が加えられたことにあり，これについても同法廷自らが⑭「文理解釈」とし 

  たことや立法当局者の有権的解釈，つまりは戦時体制下においても「借地権 

  者の契約更新請求に応ずるかどうかは土地所有者の自由であった」ことを， 

  その視野におきながら，平時において，しかも事業用・居住用の別や，法適 

  用の基準時ともなる事案毎の契約始期(契約目的を達成し得ているかの基準 

  起算日)等々の参酌の必要性に関しても一切言及することなく結論に結びつ 

  けている。 

   憲法適合性に関しては，其の三でも言及するが「昭和 29(オ)232 土地明渡、 

  損害賠償請求 昭和 35年 06月 15日 最裁判所大法廷」は，「その如何なる条項 

  が如何なる理由により右憲法の法条に違反するものであるかにつき、何ら具体的に 

  していないから違憲の主張として不適法である」とした。これに倣うと，仮に 

  ⑭「現下の実情」が「依然たる宅地不足」下に在るとしても，その対策は本来 

  は公的役割であり，直ちに「借地権者を保護しなければならない」と結んだ具 

  体的理由と解するには難しい。 



( 4)また，⑫「借地権者は土地所有者に対し建物の鼠取請求をすることを得るに過ぎ

なかったのであるjとしたが， これについても，同最判例の前々年に「昭和

34(オ)730 建物買取代金請求昭和 35年 12月初日 最高裁判所第三小法

廷 判決」の裁判要旨でも「借地法第一0条の買取請求の目的となった建物の

時価は、建物を取りこわした場合の動産としての価格でなく、建物が現存するまま

の状態における価格であって、敷地の借地権の価格は加算すべきでないが、その建

物の存在する場所的環境は参酌して算定すべきものである o Jと判示されている O

尚，建物買取請求については昭和 21年 8月2日 90回 帝国議会衆議院

擢災都市借地借家臨時処理法案委員会にて「裁判上鑑定に掛けましでも、借地

穫を合まないと云ふやうな考へ方から、上物だけの値段、所謂焚物にも等しいもの

でありまして、質際掛けた金の十分のーにも足りない、之を他に糞却する債格の十

分のーにも足りない、さう云ふ鑑定の結果が出ることが常でありまして、裁判所は

大鐙に於て其の鑑定に従ひまして裁判をすると云ふのが、是れ亦例でありますj

(添付資料 14)の質問に対して， I本法に於ける貿取請求の債格等、決して

焚付同様のものだと云ふやうなことでやるやうなことはありませぬ、少くとも此の

場合に於ては、其の場所に家屋が建ち得られるもの、其の場所にあると云ふことを

前提に於て鑑定を致し、査定を致しますから」とした答弁(添付資料 15)を踏ま

えると借地権消滅に際しては，少なくとも借地人が資本投下した建物の買取

価格は焚付同様では無かったことが確認できる O そうすると，同最判例は恰

も⑫建物買取請求権の行使だけでは借地人が不当な不利益を被るから，継続

した保護を必要としたとしか解せない判断を示している O

その限りにおいては，本件大法廷は賃貸借期間中の地価増益分(場所的価

値)の分配等を含めて，如何なる処置を講じれば長期契約期間となる借地権

消滅時の精算方法として相当となるのかを採求・審査の必要は当然として，

それ以前に「如何なる理由Jにより不十分となるのかについても「具体的J

に示す必要があったが， これも棚上げした。それが故に，同最判例が示した

20 
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憲法適合性に関する判断理由に関しては多大な疑問を呈せざるを得ない。 

  ２，同最判例が侵した「公共の福祉」に関する違法解釈として 

(1)前述したように⑬「右法律改正の目的が、宅地不足の甚だしい当時の実情」と 

 した戦時体制下の国家的政策であり，その限りにおいて土地所有の権限行使 

 が制限されたことに異論を呈する意味は既に存していない。 

しかしながら，同最判例が発された「この時点の実情」が，⑭「依然たる宅 

 地不足」から，⑯「他人の土地を宅地として使用する必要のある者がなお圧倒的に 

  多かった」としても，立法当時の時代的背景を何ら斟酌することなく，恰も同 

  じ時代背景下に置かれているかの如き判断には首を傾げざるを得ない。 

   司法と時代背景との関係については，「昭和 22(れ)119 尊属殺、殺人、 

  死体遺棄 昭和 23年 03月 12日 最高裁判所大法廷」が「一人の生命は全地 

  球よりも重い」とした。これは典型例だとしても，最高裁に問いたいのは同様 

  判断を戦前においても示し得たのかにあり，これは民事事件や刑事事件の別 

  を問わずして同様である。国民一般の社会生活は，国の政治体制に大きく左 

  右されることは，戦後教育において教科書を墨で塗りつぶした前例からも学 

  習し得るところであり，ましてや戦前・戦後の社会的変動はあらゆる契約に 

  内在する「事情変更の原則」を超えるものであった。 

   加えて，再々繰り返すが旧法 4条１項が当時の国家・国体が置かれていた 

  時代的背景故に，その法的効力を云々されることなく一定の政策的効果に繋 

  がったことを踏まえると，斯かる視点が完全に欠落したままの大法廷判例は 

  反面教師の先例とするほかに司法上の価値はない。と同時に，これを先例と 

してきた司法審査の在り方に関しても，然るべき検証がなされるべきである。 

   

 (2)⑮「その内容は公共の福祉に適合するように」とした観点に関しても，立法・ 

司法の当局者や法学会において過去から何の疑問すら呈されることなく同様 

の解釈が語られている。公共の福祉については其の三で最高裁判例における 

濫用例として検証したが，⑯で「是認」とした土地所有権の制限が公共の福 
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祉に資するのは「土地は・・公共の利害に関係する特性を有している」（土地 

基本法第二条）が故のことである。そもそも，借地法が原始的理念の保護を 

必要としたのは，私法契約の秩序維持が「公共の利害」に大きく関係するこ 

とに依拠したものであった。 

 加えて，借地法は原始的理念としての借地人の財産権保護（投下資本回収 

  期間の保護）の必要から講じられたものではあるが，土地所有者が借地権に 

  提供した土地所有権の取得に際して投じた投下資本の保護の観点に関しても 

  その開始基準時や終了基準時等を含めて，立法・司法・学説の何れの関係当 

  事者においても殆ど論じられることは皆無であり，借地法制度においては明 

  らかに且つ完全に捨象されてきている。 

 

  (3)計画道路等に代表されるように収用法等の対象となる公共事業の場合には， 

  その計画決定に際して対象地とされた土地の財産権に関しては自用地・貸付 

  地の別を問わずして相当の損失補償（代替地等）が行われるが，これは憲法 

  29条 3項の規定に基づくことになる。 

一方，都市計画法，建築基準法,地区計画や風致地区等の決定に基づく対 

  象地域内の建築制限等の場合には，「処分の自由」が制限されるにも拘わら 

  ず補償の必要が語られないのは，憲法 29条 2項が規定する「公共の福祉」， 

  つまりは公益に資することにある。しかしながら，同最判例の判示内容から 

  は同規定の適用条件の拡大処置を講じることにより借地権者に対して付与し 

  た「法定更新」と，借地法本来の目的である「投下資本回収」に必要な「保 

  護期間」との関連性については，何らの検証を行ってもいない。 

   同最判例を含めて，借地法は事後法的に当初の立法事実が拡大された結果， 

土地所有権本来の権能回復の機会をさらに先送りすることとなっている。 

   同最判例は，自ら定立した裁判規範により土地所有権者が追加的に被る「 

財産権の侵害」が違憲とならないことや，その反射益が「私益」に止まるの 

ではなく前述した公共事業と同様の「公益」に資するのか等々の一切を斟酌 
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することなく，恰も「公共の福祉」が万能薬であるかの如き外形を以て盲目 

的に依存している。 

 

３，小括として 

  昭和 37年最判例は，旧法 4条１項の憲法適合性に関する唯一の大法廷判例で 

 ある。にも拘わらず，ここまでの検証結果を概括すると強行規範又は法理判例 

 として解せるような内容，つまりは同最判例が示した憲法適合性については，

先例としての裁判要旨を裏付けるような内容を伴っていない。 

 判例に関して「平成 18(受)882 横田基地夜間飛行差止等請求事件 平成 19年 05 

月 29日 最高裁判所第三小法廷 判決」で裁判官上田豊三，同堀籠幸男は，次の 

補足意見を述べられているので，釈迦に説法ではあろうが転記する。 

  

 「判例委員会において取り上げられた判示事項・判決要旨は，その判決の持つ先例的 

 意義・価値を理解する上で重要な導きをするものであることはいうまでもないがその判 

示事項・判決要旨がすべて「判例」となると解すべきではないし，逆に判示事項・判決

要旨として取り上げられていないからといって「判例」ではないと解すべきものでもな

い。要するに，その判決が，どのような事案においてどのような法理を述べ，それを具

体的事案に当てはめてどのような判断をし，解決をしたのかを理解し，先例としての意

義・価値や拘束力があるのはどの部分であるかを探求すべきものである。」 

 

  当方が，本書で告発類似の手段に至ったのも「先例としての同最判例の判示 

 内容の探求」を求めたにも拘わらず，上告事案１では裁判要旨が単独で法的効 

 力を有するとしか解せないような外形で棄却した。この経緯に関して残念なの 

 は，何故に裁判要旨だけで憲法適合性を維持し得ると解したのか。念の為の判 

 示内容の再確認等の必要を覚知した調査官・裁判官は，誰一人としていなかっ 

たのか。等々の疑問を含めて，その後の上告事案２乃至３においても憲法適合 

性の再審査の必要を再々警告したにも拘わらず「単なる法令違反」として棄却 
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する等，凡そ最高裁審理としては理解し難い不作為が繰り返されたことにある。 

  何れにしても，同最判例は結果として旧借地法の運用面において事案上告人 

 に説諭した⑰「所有権を単なる地代徴収権と化し又はその内容を空虚にする」こと 

 の先兵に堕したことは否めない。また，事案当事者の主張を⑰の「独自の見解の 

 下に、原判決に憲法その他の法令の解釈を誤つた違法ありとするもの」とした判断に

ついても，その再検証の必要の有無の判断を含めて，立法・司法の関係当局者

は当然に，日弁連や法曹学会全体の連帯責任であるといわざるを得ない。 

 

其の三 司法システムの信頼性に関する問題提起 

（財産権制限に関する大法廷判例の不作為例として） 

 

第１ 昭和 37年最判例を引用した大法廷判例の不作為として 

  其の二で検証したように，昭和 37年最判例は旧法４条１項の憲法適合性に関

して大法廷が示した唯一の裁判規範となっている。同最判例は，その翌年の憲

法適合性の審査を求めた上告事案において，類似判例として他の大法廷判例と

並列的に引用された上で，次のような判断基準の先例とされている。(事件番号 

等は裁判所 HPに準じた・下線・強調文字等は何れも当方加筆) 

   

 １，昭和 37年最判例を引用した直後の「憲法判例１」 

 (1)「昭和 34(オ)780 レコード使用禁止等請求 昭和 38年 12月 25日 最裁判所 

   大法廷 判決 その他 札幌高等裁判所 民集第 17巻 12号 1789頁」 

   ＜裁判要旨＞ 

   「著作権法第三〇条第一項第八号の規定は、憲法第二九条に違背しない。」 

   ＜判示内容＞ 

「論旨は、原審が本件に適用した著作権法三〇条一頂八号の憲法二九条違背

をいう。すなわち、昭和九年の著作権法の改正によつて新設された右三〇条

一項八号は、何らの財産上の補償なくして所論録音物著作権（同法二二条ノ
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七）の内容たる録音物による興行権を剥奪する規定であつて、明らかに憲法

二九条に違反するというのである。 

 しかし、憲法二九条は、一項において「財産権は、これを侵害してはなら

ない」旨規定し、私有財産制の原則を採るとはいつても、その保障は、絶対

無制約なものでなく、二項において「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」旨規定しているのであり、これは、一項の保

障する財産権の不可侵性に対して公共の福祉の要請による制約を許容したも

のにほかならないことは、すでに累次の大法廷判決が判示するところであっ

て（昭和二九年（オ）第五四二号同三三年四月九日言渡民集一二巻五号七一

七頁、同二九年(オ)第二三二号同三五年六月一五日言渡民集一四巻八号一三

七六頁、同三〇年（オ）第九〇二号同三五年一二月二一日言渡民集一四巻一

四号三一四〇頁、同三二年（オ）第五七七号同三六年一月二五日言渡民集一

五巻一号八七頁、同三四年（オ）第五〇二号同三七年六月六日言渡民集一六

巻七号一二六五頁参照）、著作権法三〇条は、一定の場合に限って著作物を

公益のため広く利用することを容易ならしめる目的で、同条一項各号の方法

により著作物を複製することは偽作とみなさないものとした法規であり、同

法二二条ノ七の録音物著作権についても、右三〇条一項八号により興行又は

放送の用に供することは偽作とならないものとされているのである。」 

 

 (2)同判例は，著作権法第 30条（現行法も同一規定）は著作物（録音物）の著 

  作権者（オリジネーター）保護の必要から，その著作物の複製の範囲を「私 

  的使用」に限るとした規定が置かれている，本件は，その複製行為が同規定 

  の範囲を超えた営利行為（興行権）の制限に対する憲法適合性が争われた事 

  案である。 

   同判例が示した判断を直訳すると，借地法の原始的理念としての「投下資 

  本回収期間の保護」（私益目的の利用行為の保護）の範囲を超えた複製行為 

  （法定更新），つまりは契約期間満了後の占有権の主張又は行為は，土地所 
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  有権者（オリジネーター）の財産権保護の必要から制限される必要があると 

  しか解せないこととなる。この観点に限っても，昭和 37年最判例とは真っ 

  向から衝突する判断であり，その判示内容の概要すら確認することなく盲目 

  的引用に堕したことについては，軽率の誹りを免れない。同伴例が類似の判 

  例として引用した大法廷判例は,公共の福祉の裁量規範としては到底理解し 

  難い点があり，これこそが当方が問題提起に至った中核でもある。 

 

 ２，憲法判例１が「累次の大法廷判決」として引用した憲法判例の検証 

 (1)「憲法判例２」 

  「昭和 29(オ)542 建築物建築許可に附記したる条件無効確認請求 昭和 33 

  年 04月 09日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 民集第 

  12巻 5号 717 頁」 

   ＜裁判要旨＞  

「駅前広場に指定された土地の上に都市計画法施行令（昭和三〇年三月政令第 四

七号による改正前）第一一条の二によってした建築許可に、知事が移転を命じた場

合には三ケ月以内に建物を撤去すること、損失については補償を要求しないこと、

建築物は一切担保に供しないこと等の条件を附しても、右条件が都市計画事業の実

施上やむを得ないものと認められ、かつ、申請者があらかじめ右条件を承諾してい

た場合は、右条件が憲法第二九条に反するとはいえない。」  

＜判示内容＞ 

「ところで、前記法令の規定による建築物に関する制限は、他面において財産権に

対する制限となることは否定しえないところであるが、そもそも都市計画とは、

「交通、衛生、保安、防空、経済等ニ関シ永久ニ公共ノ安寧ヲ維持シ又ハ福利ヲ

増進スル為ノ重要施設ノ計画ニシテ市若ハ主務大臣ノ指定スル町村ノ区域内ニ於

テ又ハ其ノ区域外ニ亘リ施行スヘキモノ」をいうとせられ（都市計画法一条）、

それが公共の福祉の為に必要なものであることはいうまでもないところであるか

ら、前記の建築物に関する制限が、他面において財産権に対する制限であっても



、それが都市計画上必要なものである限りは公共の福祉のための制限と解すべく

これを違憲といえないことは、憲法二九条により明らかである。」

(3) i憲法判例 3J

「昭和 29(オ)232 土地明j度、損害賠償請求昭和 35年 06月 15日 最高裁

判所大法廷判決その他東京高等裁判所民集第 14巻 8号 1376頁J

<裁判要旨>

「擢災都市借地借家|臨時処理法第二条、第三条は憲法第二九条に違反しない。」

<判示内容>

「これを臨時処理法について考えてみると、同法は、①終戦後広地域にわたる多数の曜

災都市の曜災者の保語、災害の速やかな復興を図るため、これら催災地の借地借家

関係を調整する措置を講ずべき緊切な要請に基づき、かつて関東大震災直後に惹起

された借地借家関係の紛争、復興阻害等の諸事情に対処処するため制定された金畳

地借家臨時処理法(大正一三年法律一六号)の趣旨を承継すると共に、 「戦時曜災

主主主飽金全よー(昭和二O年勅令四一一号)の廃止に伴う蓋盆撞量生差色、昭和二元

年法律一三号として制定施行された法律であって、所論二条は、擢災建物の敷地(

又はその換地。以下同じ)に借地権の存しない場合、同三条は、その敷地に借地権

の存する場合に、③それぞれ羅災借家人をして優先的に借地権を取得せしめる方途

を講じたものであって、 J

「それ故、鐙五両条は、憲法二九条二項にいわゆる公共の福祉の要請に応じて定め

られたものに外ならない。そして右両条は、前記申出を任意に承諾した場合におい

ても、又、法定期間内に拒絶の意思を表示しないで申出を承諾したものとみなされ

る場合及び拒絶しでも正当な事由があると認められない場合においても、盆~¥主t主

も、相当な借地条件又は対価で敷地の借地権が設定又は譲渡される(二条一項、三

条各本文、一五条、一六条)ものとしているのであるから、⑥憲法二九条三項にい

わゆる正当な補償なくして財産権を侵害するものとは認められない。」

門
/。，u
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 (4)「憲法判例４」 

  「昭和 30(オ)902 配当異議 昭和 35年 12月 21日 最高裁判所大法廷  

  棄却 東京高等裁判所 民集第 14巻 14号 3140頁」 

   ＜裁判要旨＞ 

   「旧国税徴収法（昭和二五年法律第六九号、同二六年法律第七八号による改正  

   後）第二条第一項は憲法第二九条に違反するものではない。」 

   

 (5)「憲法判例５」 

  「昭和 32(オ)577 農地譲渡処分無効確認等請求  昭和 36 年 01月 25 

日最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 民集 第 15巻 1 

号 87頁」 

   ＜裁判要旨＞ 

「一 昭和二五年政令第二八八号第二条第一項本文かつこ内の規定が、自作農 

創設特別措置法によって売渡を受けた農地等を自ら耕作することをやめた場合 

等について、農業に精進する見込のある者がない場合に、その農地を政府に譲 

渡せしめることにしているのは憲法第二九条第三項に違反しない。」 

 

３，前掲した憲法判例の司法審査に関する基本的な問題点 

(1)憲法判例１が，憲法２９条２項に関して「これは、一項の保障する財産権の

不可侵性に対して公共の福祉の要請による制約を許容したものにほかならな

い」として引用した累次の大法廷判決は，司法審査の対象となっている法の

立法目的や，その法で保護される権利とその当事者，その手段として制限さ

れる権利とその当事者と，その法益が公益か私益かに関しても相当に異なっ

ている。 

 

    憲法判例番号  制限を受ける当事者  受益者及び公益性 



1 昭和 34(オ)780 興業者 著作権者(私益)

2 昭和 29(オ)542 土地所有権者 都市計画事業者(公益)

3 昭和 29(オ)232 土地所有権者 借地・借家人(私益)

4 昭和 30(オ)902 納税者 徴税当局(公益)

5 昭和 32(オ)577 元農地所有者 国 (公益)

(2)憲法判例2は， I他面において財産権に対する制限であっても、それが都

市計画上必要なものである限りは公共の福祉のための制限と解すべく」とし

た。この事案は，都市計画法に基づき行政庁が事業計画に基づく対象区域を

決定し，その区域内の土地所有権者が「処分の自由Jを制限されることに対

する憲法適合性が争われたものである O

同様に，憲法判例4・5に関しても，財産権を制限される当事者は納税者

や元地主であり，公益性を云々する以前に広い意味では国家が受益者である O

そもそも，憲法 29条本来の立法趣旨は，土地の利用に線っても憲法判例 2

の都市計画法や，建築基準法，市街地再開発事業法，土地収容法等を含めて

土地基本法の第二条「土地は・・公共の利害に関係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 o Jに代表され

るように，法令の制定や公益的な土地利用に際して国民一般の財産権に対す

る制限を必要とする場合，公権力の行使者に対して公共の福祉の濫用を戒め

たものである O

これを踏まえると，憲法判例 1の終局的判断は，憲法適合性の根拠として

引用した類似判例の相当性の如何より左右されることは無いとしても，向判

例や類似判例において公共の福祉を盲目的に当て般めて定立した裁判規範に

ついては，然るべき相当性を欠いていると批判せざるを得なL、。

(3)憲法判例3が①で言及している背景的事情は，昨年の東日本大震災後の復

旧に直閉している現下の社会事情と同様に，権災者の保護を含めた速やかな

臼
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  復興を図ることは何よりも優先されるべきであり異論を挟む余地はない。 

   しかし，同判例は罹災都市借地借家臨時処理法（以下「処理法」という） 

  の二条・三条の規定が③「罹災借家人をして優先的に借地権を取得せしめる 

方途を講じたもの」とした前段②で戦前（昭和 21年改正前）の借地借家臨 

時處理法に言及して恰も同一の規定で在ったかのような論旨を展開したが， 

そもそも両処理法は，以下の規定と比較しても相当に異なっている。 

 

 「第三條 大正十二年九月ノ震災ニ因リテ／滅失シタル建物ノ借主ハ其ノ建物 

 ノ敷地又ハ其ノ換地ノ上ニ新ニ築造セラレタル建物ニ付其ノ完成前賃借ノ申出 

 ヲ為シタルトキハ他ノ者二優先シテ之ヲ賃借スルコトヲ得滅失シタル建物ノ敷 

 地又ハ其ノ換地上ニ築造セラレタル假設建築物ノ借主亦同シ」 

 

 まず，同処理法第二条は前年の関東大震災後の地代，家賃等の不当な値上 

げに対する司法手続きを規定（添付資料７の 18項）したものであり，同条 

は昭和 14 年の地代家賃統制令（添付資料７の 21 項）等に引き継がれている。 

 第三条は，上記のとおり罹災・滅失建物の借家人が「其ノ建物ノ敷地又ハ 

其ノ換地ノ上ニ新ニ築造セラレタル建物ニ付」の優先賃借権を規定したもので 

あり，戦後の改正処理法のように借地権の優先取得を法定したものでは無い。 

 そもそも，借家契約と借地契約とは土地所有権者の財産権に及ぼす影響に 

ついては，その法定更新に関する取り扱いに限っても比較衡量する以前に大 

きく異なることは論じるまでもない。 

 にも拘わらず同判例は，その点についても何らの検証・参酌することのな 

いままに，余りにも安直に④「両条は、憲法二九条二項にいわゆる公共の福 

祉の要請に応じて定められたものに外ならない。」と判じた。 

 加えて，⑤「いずれも、相当な借地条件又は対価で敷地の借地権が設定又 

は譲渡される」と断定したが，この当時は地代家賃統制により権利金の授受 

が禁止されていた(添付資料 8乃至同 10）ことは公知の事実であった。 
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尤も，昭和 25年以降の一部建物に関しては権利金禁止の適用が除外されて 

 はいたが，そもそも戦災復興に伴う建物再建築や権利関係の調整を，罹災か

ら 5年間も放置すること事態があり得なかった。 

   其の五で検証するが，最高裁判例は法廷の大小を問わずして，法理判例・ 

  場合判例・事例判例の何れであれ先例として法規以上の効力を有することを 

  踏まえると，地代家賃統制令との整合性を誰一人として確認することなく， 

  裁判要旨とされたことについては昭和 37年最判例と同様の所為であり，同判 

  例を正解とすることは出来ない。 

   斯かる経緯を踏まえると，⑤「相当な借地条件又は対価」を前提とした⑥ 

  「憲法二条三項にいわゆる正当な補償なくして財産権を侵害するものとは認められ 

  ない。」とした処理法に関する憲法適合性はその根拠を失ったことになる。 

   と同時に，同判例は「正当な補償のない借地権の設定又は譲渡は，憲法 29 

  条参項の正当な補償なくして土地所有権者の財産権を侵害すると認めざるを 

  得ない」としたと同義となる。 

 

第２ 法律第九十三号（昭四一・六・三〇）の借地非訟制度に関する憲法適合性 

昭和 41年の第 51回国会で創設された借地非訟制度に関しても，前項の処理

法と同様の憲法適合性に対する疑義を呈せざるを得ない。その問題点について

は，其の五で法務省民事局を含めた所管当局者の不作為として検証するが，借

地非訟申立事件に関わる抗告判例においても，昭和 37年最判例等の判例引用

により憲法適合性の根拠とされていることから，その是非に関して以下で検証

する（下線は当方加筆）。 

 

 １，借地法八条ノ二の憲法 29条との適合性を判じた「抗告判例１」 

 (1)「昭和 50(ク)36 建物の構造に関する借地条件変更申立事件の決定に対す 

  る抗告の棄却決定に対する抗告 昭和 50年 07月 11日 最高裁判所第二小 

  法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 集民 第 115号 375頁」 
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   ＜判示内容＞ 

「借地法八条ノ二の規定が憲法二九条に違反しないことは、当裁判所昭和二九 

年（オ）第二三二号同三五年六月一五日大法廷判決・民集一四巻八号一三七六 

 頁、昭和三四年（オ）第五〇二号同三七年六月六日大法廷判決・民集一六巻七 

 号一二六五頁の趣旨に照らして明らかである。」 

   

 (2)借地非訟制度としての借地法八条ノ二の規定は，昭和 41年の法律第 93号 

  (添付資料３)として法改正により創設されたものであり，大正 10年の法律 

第 49号としての借地法や，昭和 16年の法律第 55号・借地法 4条１項他の 

改正（何れも添付資料２）において置かれた規定ではない。 

 つまり，同判例も，前掲憲法判例３(昭和二九年（オ）第二三二号)が地代 

家賃統制令の存在を視野に置いていなかったと同様に，昭和 37年最判例を 

含めてそもそも上告事案の対象となっている法規が存在しない過去の判例を 

引用根拠としたことと，それを審理に携わる調査官・裁判官，或いは判示事 

項や裁判要旨の決定に携わる判例委員会等においても，誰一人として気づか 

なかったことに最大の問題がある。これに関して批判することは容易いが， 

その原因が其の二以下で検証してきたと同様に立法・司法の当局者において 

も借地法改正経緯等(添付資料 25)に関するデーターベース構築の必要性が覚 

知されていないか，或いは有っても活用されていないかの何れかである。 

    

２，借地法八条ノ二の憲法 29条との適合性を判じた「抗告判例２」 

(1)「昭和 53(ク)483 増改築許可申立事件の決定に対してした抗告棄却の決 

定に対する抗告  昭和 54年 02月 16日 最高裁判所第二小法廷 決定  

棄却 東京高等裁判所集民 第 126号 101頁」 

 ＜判示内容＞ 

「借地法八条ノ二の規定が憲法一四条に違反しないことは、当裁判所昭和三一年 

（オ）第三二六号同三五年二月一〇日大法廷判決・民集一四巻二号一三七頁の趣旨 
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に照らして明らかであり、また、右規定が憲法二九条に違反しないことは、当裁判 

所の判例とするところである（当裁判所昭和五〇年（ク）第三六号同年七月一一日 

第二小法廷決定・裁判集民事一一五号三七五頁。なお、当裁判所昭和二九年（オ） 

第二三二号同三五年六月一五日大法廷判決・民集一四巻八号一三七六頁、昭和三四 

年（オ）第五〇二号同三七年六月六日大法廷判決・民集一六巻七号一二六五頁参 

照）。 

 

 (2)同判例が引用した「昭和三一年（オ）第三二六号 土地賃貸借契約等無効確 

  認請求 昭和 35 年 02月 10日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁 

判所 民集 第 14巻 2号 137頁」。 

＜裁判要旨＞ 

「一 農地法第二〇条は、憲法第一四条、第二九条に違背しない。」  

＜判示内容＞ 

「しかし、農業経営の民主化の為め小作農の自作農化の促進、小作農の地位の安定

向上を重要施策としている現状の下では、右程度の不自由さは公共の福祉に適合す

る合理的な制限と認むべきであり、また、右のような農地所有者の不利益も公共の

福祉を維持する上において甘受しなければならない程度のものと認むべきである。

されば農地法二〇条を憲法二九条、一四条の趣旨に違背する違憲無効のものとする

所論非難は当を得ないものであつて、論旨はその理由がないものと云うべきである

。」・・・中段省略・・・ 

「しかし、ある法律関係の違憲であるか否かはこれに適用される当該法規の違 

憲なりや否やの判断に即すべきものであり、その埒外において当該法律関係に 

  何ら関係のない法規の憲法上の効力を云為し、あるいは、それら法規の属する 

法律全体の違憲性に論及して当該法律関係の違憲無効を主張するが如きは上告 

理由として許されないところであると解すべきである。」 

 

(3)抗告判例２の問題点は，抗告判例１と同様に「借地法八条ノ二」の規定が 
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存在せず，しかも同規定の憲法 14条・29条との適合性を審査されていない 

判例を引用したことにある。加えて，農地法が「農業経営の民主化の為め小作 

農の自作農化の促進，小作農の地位の安定向上」を立法趣旨とすると，借地法四

条ノ一，同八条の二，罹災都市借地借家臨時処理法等においても，その立法

趣旨は同一の規範であると解したことになる。 

これについては，其の二以降で検証してきたように，借地法の原始的理念 

  とは大きな乖離があり，そもそも農地と都市部宅地との財産権については， 

  その所有権取得における投下資本に関しても相当の格差がある。 

   加えて，小作人の場合の反射的受益は生産性の問題からも相当に低く，都 

  市部借地人の反射的受益は一般の勤労者や事業者の土地利用とは著しく均衡 

  を失した実態があり，それも所在地により大きく左右されることとなる。 

   加えて，そもそも憲法２９条の憲法適合性については制限される「不利 

  益」が，「公共の福祉を維持する上において甘受しなければならない程度」であ 

るか否かにつき，法令乃至は事案毎の審査を必要とするはずである。 

 これについても，引用判例が「法律関係の違憲であるか否かはこれに適用され 

る当該法規の違憲なりや否やの判断に即すべきもの」，「当該法律関係に何ら関係の 

ない法規の憲法上の効力を云為し」として，事案の上告人に高い法理を求めてい 

ることからも明らかである。これを含めて，抗告判例２の判例引用のあり方 

は「公共の福祉」を何らの疑問を抱かないままに当て嵌めていることについ 

ては，本末転倒の極みと批判せざるを得ないし，判示内容の確認の必要を誰 

一人として覚知しなかったのであろうか。 

 

 ３，借地法九条の二第一項の憲法 29条との適合性を判じた「抗告判例３」 

(1)「昭和 56(ク)69 賃借権譲渡許可決定に対する抗告棄却決定に対する抗告 

  昭和 56年 03月 26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判 

所集民 第 132 号 363頁」  

＜判示内容＞ 
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「借地法九条の二第一項の規定が憲法二九条に違反しないことは、当裁判所の 

判例（昭和二九年（オ）第二三二号同三五年六月一五日大法廷判決・民集一四 

巻八号一三七六頁、昭和三四年（オ）第五〇二号同三七年六月六日大法廷判決・ 

民集一六巻七号一二六五頁）の趣旨に照らして明らかである。また、右規定に 

基づく借地権譲渡の許可の裁判は、その性質上本質的に非訟事件の裁判である 

から、右裁判に関する借地法九条の二第一項、一四条の二、一四条の三の規定 

が憲法三二条、八二条に違反しないことは、当裁判所の判例（昭和三六年（ク） 

第四一九号同四〇年六月三〇日大法廷決定・民集一九巻四号一〇八九頁、昭和 

三七年（ク）第二四三号同四〇年六月三〇日大法廷決定・民集一九巻四号一一 

一四頁、昭和三九年（ク）第一一四号同四一年三月二日大法廷決定・民集二〇 

 巻三号三六〇頁）の趣旨に照らして明らかである。」 

  

 (2)抗告判例３も，抗告判例 1乃至２と同様に昭和 41年の法改正以前であって 

  も，引用した過去の判例「憲法判例３ 昭和二九年（オ）第二三二号 罹災 

  都市借地借家臨時処理法」，「昭和 37年最判例・昭和和三四年（オ）第五〇 

  二号 旧法 4 条 1項」の規定は，借地法九条の二第一項と同一の立法趣旨を 

  有しているから，同規定も引用判例の射程に含まれるとしたことになる。 

   しかしながら，昭和 37年最判例は前掲した永井官房審議官の「貸し主の側

に使用の必要性があれば，借り主の側の事情を考慮することなく立ち退きを求める

ことができるというのが絶対的な条件になっていたる」とした立法事実（この有

権解釈は，借地人の建物投下資本回収期間の保護が借地法本来の原始的理念

であることが放棄されていないとの証でもある）を，一方的に拡大したもの

であった。結果として，土地所有権者による最短 20年・最長 60年の契約期

間満了時にしか行使できない（同最判例は「土地所有者は、正当の事由ある場

合には更新を拒絶して土地を回復することができるのであるから」とした）土地明

渡請求権の行使に際しても，土地所有権本来の「処分の自由」や借地法本来

の原始的理念は完全に審理の射程外におかれ，専ら正当事由の斟酌に止まっ
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ている。昭和 37年最判例が土地所有権者の異議権行使の効力を実質的に奪う

に等しいものであったが，昭和 41年の借地非訟制度は，その契約期間満了期

すら借地人の意向で更に 30年乃至 60年に先送りすることを可能とするもの

であり，しかもそれに対する土地所有権者の異議権行使を封じる為に裁判所

が公権力を以て借地条件変更申立や譲渡申立に対する許可を与えることを合

法としたことにある。 

 

 (3)昭和 37年最判例が土地所有権本来の「処分の自由」に対する「手枷」を科

したものとすると，借地非訟制度はそれに対する「異議権行使」を封じる為

に追加的に「足枷」を科したことに外ならない。しかも，この間の時代的背

景の変動や「依然たる宅地不足」に備えた対策（本来は公的責務）の必要は

あったとしても，それは土地所有権者にのみ一方的に科されるような「罪」

ではないし，公共事業とは異なりその反射益は「公益」ではない。 

   にも拘わらず，この間の立法政策・司法裁量は，土地所有権者が恰も「公

益」に対する加重累犯を犯したが如くに，地代収受権を除いた財産権に対し

て終身禁固刑を科したに等しい経緯を辿ってきている。 

借地非訟制度については，其の五で検証したように立法者の背信的な二重

規範があり，それが為に最高裁が三権分立の立法精神を放棄していないとす

るならば，その司法審査においては借地法本来の原始的理念と，同規定の立

法趣旨との比較衡量の必要は絶対的なものであったにも拘わらず，何れも類

似判例に盲目的に依存するに止まっている。 

 

(4)憲法 29条の 2項と 3項の解釈については「昭和 25(オ)98 農地買収に対す 

  る不服申立（特別上告）昭和 28 年 12 月 23 日 最高裁判所大法廷 判決」は， 

その冒頭で次のような判断を示している。 

 

   「一、まず⑦憲法二九条三項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当 
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    な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基づき、 

合理的に算出された相当な額をいうのであつて、必しも常にかかる価格と完全に一 

致することを要するものでないと解するを相当とする。けだし⑧財産権の内容は、 

公共の福祉に適合するように法律で定められるのを本質とするから（憲法二九条二 

項）、公共の福祉を増進し又は維持するため必要ある場合は、財産権の使用収益又 

は処分の権利にある制限を受けることがあり、また財産権の価格についても特定の 

制限を受けることがあつて、その自由な取引による価格の成立を認められないこと 

もあるからである。」 

   

   土地の利用制限に関しては，憲法二九条三項に基づく損失補償を必要とし 

ない場合と，土地収用法に基づく換地移転や損失相当額につき補償を必要と 

する場合とに分かれる。そうすると，憲法 29条 3項に基づき「相当の対価」 

を憲法適合性の前提とした罹災都市借地借家臨時処理法と，旧法四条一項， 

同法八条ノ二，同法九条の二第一項とは実質的には同一の公共の福祉を前提 

とした立法趣旨で在るにも拘わらず，処理法は権利金により損失補償の必要 

を規定し，昭和 41年の法律第九十三号による非訟制度にで規定された「財産 

上ノ給付」」は，損失補償とはほど遠いものであり，実際の運用においても 

借地権設定時の権利金の有無については一切が反映されていない。 

 これに関しては，第 51回 国会 衆議院法務委員会（添付資料 18）におい

て加藤一郎参考人は「たとえば権利金を幾らもらっていたか、あるいは地代がど

の程度であったかということは当然考慮に入れて、そうして対価と申しますか、新

しく、それじゃどういうことでバランスをとるかということを考えることになるわ

けです。」として，運用上の処方箋や鑑定委員会の役割等に言及されてはい

る。しかしながら，添付資料 16で確認出来るように実際の事例は，加藤氏の

処方箋は殆ど考慮されることなく捨象されている。 
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第 3 ，借地非訟制度の憲法三二条、八二条に関する適合性 

  抗告判例１乃至同３は，前掲した憲法 29 条との適合性に対する判断に加えて， 

非訟事件の裁判に関しても類似判例として共通の家事審判例を引用した。 

加えて，借地非訟制度に関しては前掲した抗告判例以外においても，類似の 

判断を示した判例が存しているので，念の為にその裁判要旨及び判示内容につ 

き以下で確認する。 

 

１，抗告判例１は，憲法 32条・同 82条に関して次のような判断を示した。 

 

   「借地法八条ノ二第一項に規定する借地条件の変更の裁判は、その性質が非訟事件 

   の裁判であるから、公開の法廷における対審及び判決によつてなすことを要しない 

  ものと解される。このことは、当裁判所昭和三六年（ク）第四一九号同四〇年六月 

  三〇日大法廷決定・民集一九巻四号一〇八九頁、昭和三七年（ク）第二四三号同四 

  〇年六月三〇日大法廷決定・民集一九巻四号一一一四頁、昭和三九年（ク）第一一 

  四号同四一年三月二日大法廷決定・民集二〇巻三号三六〇頁の趣旨に照らして明ら 

かである。それゆえ、借地法八条ノ二第一項、同法一四条ノ三第一項の規定が憲法 

三二条、八二条一項に違反するものとはいえず、これに従ってなした原決定にも違 

憲の廉はない。論旨は、採用することができない。 

 

(1)「引用判例１」 

  「昭和三六年（ク）第四一九号 夫婦同居申立事件の審判に対する抗告棄却 

決定に対する特別抗告 昭和 40年 06月 30日 最高裁判所大法廷 決定 棄

却 福岡高等裁判所」 

   ＜裁判要旨＞ 

   「一家事審判法第九条第一項乙類第一号の夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関

する処分の審判についての規定は、憲法第三二条、第八二条に違反しない。」 
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 ＜判示内容＞ 

「憲法八二条は「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ」旨規定する。そ 

して如何なる事項を公開の法廷における対審及び判決によつて裁判すべきかについ 

て、憲法は何ら規定を設けていない。しかし、法律上の実体的権利義務自体につき 

争があり、これを確定するには、公開の法廷における対審及び判決によるべきもの 

と解する。けだし、法律上の実体的権利義務自体を確定することが固有の司法権の 

主たる作用であり、かかる争訟を非訟事件手続または審判事件手続により、決定の 

形式を以て裁判することは、前記憲法の規定を回避することになり、立法を以てし 

ても許されざるところであると解すべきであるからである。」 

 

 (2)｢引用判例２｣ 

  「昭和三七年（ク）第二四三号 生活費請求事件の審判に対する抗告棄却決 

  定に対する特別抗告 昭和 40年 06月 30日 最高裁判所大法廷 決定 棄却  

  東京高等裁判所 民集 第 19巻 4号 1114頁 2」 

   ＜裁判要旨＞ 

   「一 家事審判法第九条第一項乙類第三号の婚姻費用の分担に関する処分の審判は、

憲法第三二条、第八二条に違反しない。」 

 ＜判示内容＞ 

「憲法は三二条において、何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われないと 

規定し、八二条において、裁判の対審及び判決は、公開の法廷でこれを行う旨を定 

めている。すなわち、憲法は基本的人権として裁判請求権を認めると同時に法律上 

の実体的権利義務自体を確定する純然たる訴訟事件の裁判については公開の原則の 

下における対審及び判決によるべき旨を定めたものであつて、これにより近代民主 

社会における人権の保障が全うされるのである。従つて、性質上純然たる訴訟事件 

につき当事者の意思いかんに拘らず、終局的に事実を確定し、当事者の主張する実 

体的権利義務の存否を確定するような裁判が、憲法所定の例外の場合を除き、公開 
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の法廷における対審及び判決によつてなされないとするならば、それは憲法八二条 

に違反すると共に同三二条が基本的人権として裁判請求権を認めた趣旨をも没却す 

るものといわねばならない（昭和二六年（ク）第一〇九号同三五年七月六日大法廷 

決定民集第一四巻第九号一六五七頁以下参照）。」 

 

(3)「引用判例３」 

 「昭和三九年（ク）第一一四号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対す 

る抗告 昭和 41年 03月 02日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 大阪高等裁

判所」 

＜裁判要旨＞ 

「一家事審判法第九条第一項乙類第一〇号の遺産の分割に関する処分の審判は、憲

法第三二条、第八二条に違反しない。」 

 

２，「抗告判例４」 

(1)「昭和 48(ク)105 増改築許可申立事件の申立許可決定に対する抗告の棄却 

決定に対する抗告 昭和 49年 09月 26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄

却 東京高等裁判所集民第 112号 735頁」 

  ＜裁判要旨＞ 

  「借地法八条ノ二第二項の借地条件変更に関する裁判は、憲法三二条、八二条に違

反しない。」 

  ＜判示内容＞ 

「借地法八条ノ二第二項に規定する借地条件の変更の裁判は、増改築を制限する旨

の借地条件が存する場合において、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき

当事者間に協議が調わなかつたときに、裁判所が借地権者の申立によりその増改築

についての土地所有者又は賃貸人の承諾に代わる許可を与えるものであり、裁判所

は、借地権の残存期間、土地の状況、借地に関する従前の経過その他一切の事情を

考慮して、当事者の意思に拘束されることなく、土地の合理的な利用のため、後見
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的立場から合目的的に裁量権を行使して裁判し、当事者間の利益の衡平を図るため

必要があるときは、借地条件の変更、財産上の給付、その他相当な処分を命ずるも

のであつて、その性質は本質的に非訟事件であるから、公開の法廷における対審及

び判決によつてする必要はない。このことは、当裁判所昭和三六年（ク）第四一九

号同四〇年六月三〇日大法廷決定・民集一九巻四号一〇八九頁、昭和三七年（ク）

第二四三号同四〇年六月三〇日大法廷決定・民衆一九巻四号一一一四頁、昭和三九

年（ク）第一一四号同四一年三月二日大法廷決定・民集二〇巻三号三六〇頁の趣旨

に照らして明らかである。従つて、公開の法廷における口頭弁論に基づかないでな

された原決定に憲法三二条、八二条違反の違法はない」 

 

(2)同判例は，前掲した抗告判例１及び抗告判例３と同様に引用判例 1乃至３を 

引用した。 

 

 ３，「抗告判例５」 

(1)「抗告判例５ 昭和 49(ク)236 競売に伴う土地賃借権譲受許可申立棄却の 

決定に対する抗告の棄却決定に対する抗告 昭和 49年 09月 27日 最高裁判 

所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所」  

   ＜裁判要旨＞ 

「借地法九条ノ三第一項による競落建物の敷地賃借権譲渡許可の裁判において賃借 

権の存否を判断しても、右裁判は、憲法三二条、八二条に違反しない。 

 借地法九条ノ三第一項による競落建物の敷地賃借権譲渡許可の裁判は、賃借権の 

存在することを前提とするものであり、賃借権の存否は、訴訟事項として、対審公 

開の判決手続によってのみ、終局的に確定される。しかし、右規定による非訟事件 

の裁判をする裁判所は、かかる前提たる法律関係につき当事者間に争いがあるとき 

は常にこれについて民事訴訟による判決の確定をまたなければ賃借権譲渡許可の申 

立を認容する裁判をすることができないというべきものではなく、その手続におい 

て賃借権の存否を判断したうえで右裁判をすることは許されるものであり、かつ、 
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このように右前提事項の存否を非訟事件手続によって定めても、憲法三二条、八二 

条に違反するものではないと解するのが相当であって、このように解すべきことは、 

すでに当裁判所の判例（昭和三九年（ク）第一一四号同四一年三月二日大法廷決定 

民集二〇巻三号三六〇頁）の趣旨とするところに照らし、明らかである。けだし、 

借地非訟事件手続においてした右前提事項に関する判断には既判力が生じないから、 

これを争う当事者は、別に民事訴訟を提起して賃借権の存否の確定を求めることを 

妨げられるものではなく、そして、その結果、判決において賃借権の存在が否定さ 

れれば、賃借権譲渡許可の裁判もその限度において効力を失うものと解されるので 

あつて、前提事項の存否を非訟事件手続において決定することは、民事訴訟による 

通常の裁判を受ける途を閉ざすことを意味するものではないからである。したがっ 

て、原決定に右違憲のかしはなく、この点に関する論旨は、理由がない。」 

 

 (2)同判例は，引用判例３を引用した。 

  

 ４，抗告判例が憲法(31条・81条)適合性の裏付けとした引用判例の問題点 

 (1)前掲した抗告判例 1乃至同４（同３を除く）は，憲法 32条、同 82条に対す 

る適合性に関して，何れも家事審判の事案である引用判例 1乃至３をその根 

拠とした。それ以前の問題として，引用判例１は「夫婦の同居その他夫婦間 

の協力扶助に関する処分の審判」(裁判要旨)，引用判例２は「婚姻費用の分 

担に関する処分」，引用判例３は「遺産の分割に関する処分」に関する審判 

事例である。つまり引用の家事審判判例は，何れも戸籍法の拘束下におかれ 

た家族間争議に対する審判事例であり，そもそも借地法等の「賃貸借契約」 

により第三者との間で相互拘束下に置かれている当事者とは，その根底が異 

なることはいうまでもない。この当事者の違いは，先ず家事審判の場合はそ 

の決定を不服として本訴を提起するか否かを一切問わずに，「相続財産」や 

扶養義務としての「生計費」等の請求対象となる「財産」については原則的 

には「家族間に内在」するものであり，少なくとも決定・判決により終局す 



 

- 43 - 

 

るまでは第三者に流出・移転されることはないし，仮に家族外に流出したと 

してもその分配・負担等の義務を免れる訳ではない。また，家事審判の場合 

は民法が規定する相続人間の相続財産の分配や，同法の婚姻関係下の法定財 

産の分配や扶養義務としての生計費等の負担がなされるとしても，それは戸 

籍法規定下の当事者が負うべき当然の権利・義務であり，審判決定において 

てその分配の増減はあるとしても新たな権利が発生したり制限が加えられる 

訳ではない。 

   しかしながら，旧法八条ノ二第二項の「借地条件変更許可」や，同九条の 

  二の「譲渡」に拘わる代諾許可の制度は，その決定によりしかも権利金等一 

  時金の有無を問わずして僅かな「財産上ノ給付」により，借地人との契約期 

  間が更に最短 30年・その後の法定更新を加えると最長 60年超に至る延長を 

  拒絶できないことになる。 

   それ以前の問題として，家事審判の場合は戸籍法，相続法，民法等の規定 

  に基づき包括的又は自由選択により当事者関係が形成されたものである。 

   一方，旧借地法の場合は原始契約の基準時は契約自由で有ったとしても， 

  昭和 16年の正当事由制度，昭和 21年の罹災都市借地借家臨時処理法，昭和 

  37年最判例，昭和 41年の借地非訟制度の何れも事後法であり，これが実質 

  的に遡及適用された結果として法本来の原始的理念すら，行方不明となった 

  かの如くに捨象されてきた。この限りにおいても，家事審判と借地非訟制度 

  とは当事者関係も，法の射程となる基準時においても完全に異なっているに 

  も拘わらず，恰も共通趣旨であるかの如くの判断を繰り返している。 

 

 (2)また，引用判例１は「法律上の実体的権利義務自体につき争があり」，「かかる 

  争訟を非訟事件手続または審判事件手続により、決定の形式を以て裁判することは、 

  前記憲法の規定を回避することになり、立法を以てしても許されざるところである 

  と解すべきである」と判じている。 

   同様に，引用判例２も憲法 32条に関して「法律上の実体的権利義務自体を確 
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  定する純然たる訴訟事件の裁判については公開の原則の下における対審及び判決に 

  よるべき旨を定めたもの」，「当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定する 

  ような裁判が、憲法所定の例外の場合を除き、公開の法廷における対審及び判決に 

  よってなされないとするならば」として，憲法 32条，82条に違反するとした。 

   そうすると，抗告判例が何れも引用判例１乃至３を以て借地非訟制度に対 

  する憲法適合性の裏付けを図ったのは，同制度に関する土地所有権者の異議 

  は「実体的権利義務」を争うものではないと解したことになる。 

   この実体的権利義務に関して，引用判例２は「昭和二六年（ク）第一〇九号 

  同三五年七月六日 大法廷決定民集第一四巻第九号一六五七頁」（以下「引用判例 

  ４」という）を引用したが，同判例は非訟制度に関する憲法 32条・同 82条 

  との適合性に関して次のような判断を示している。 

 

「従つて、若し性質上純然たる訴訟事件につき、当事者の意思いかんに拘わらず終

局的に、事実を確定し当事者の主張する権利義務の存否を確定するような裁判が、

憲法所定の例外の場合を除き、公開の法廷における対審及び判決によつてなされな

いとするならば、それは憲法八二条に違反すると共に、同三二条が基本的人権とし

て裁判請求権を認めた趣旨をも没却するものといわねばならない。」 

「よつて、前述した憲法八二条、三二条の法意に照らし、右金銭債務臨時調停法七 

条の法意を考えてみるに、同条の調停に代わる裁判は、単に既存の債務関係につい 

て、利息、期限等を形成的に変更することに関するもの、即ち性質上非訟事件に関 

するものに限られ、純然たる訴訟事件につき、事実を確定し当事者の主張する権利 

義務の存否を確定する裁判のごときは、これに包含されていないものと解するを相 

当とする」 

 

   引用判例１乃至２は，「法律上の実体的権利義務自体を確定する純然たる訴訟 

  事件の裁判については公開の原則の下における対審及び判決によるべき旨を定めた 

  もの」としたと同様に，同伴判例も「権利義務の存否を確定するような裁判は」 
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  として憲法 32 条・82条との適合性の基準を明確に示している。 

   この実体的権利義務に関して，引用判例 4は「単に既存の債務関係につい 

  て，利息、期限等を形成的に変更することに関するもの、即ち性質上非訟事件に関 

  するものに限られ」と判じている。これを踏まえると，借地非訟制度による条 

  件変更は「利息，期限等を形成的に変更する」ようなものではないし，契約期 

  間や建物構造に止まらず，借地人の変更も公権的に強制される等の「既存の 

  債務関係」そのものを根底から引っ繰り返すような規定である。 

   と同時に，これは単に借地非訟制度に限られたことではなく，旧法 4条 1

項においても原始的理念を達成し得た後（借地上に存する建物は既に資本回

収を終えた証でもある）の法定更新の規定は，実体的権利義務を何らの金銭

的補償（更新料や，地代増額では補いきれない）の無いままに，しかも当事

者の意向を無視して最短 30年・最長 60年の契約期間による新規契約を強制

するに等しいにも拘わらず，その間の「宅地不足解消」の可能性すら討議す

ることなく，憲法適合性を判じた昭和 37年最判例は到底正解し得ない。 

この観点を含めて，最高裁が,抗告判例 1乃至 5が憲法適合性の根拠として

引用判例１乃至３の判示内容を確認することなく漫然と引用し，しかもこの

所為は引用判例２が自ら紐解いた引用判例４に関しても同様であり，何れの

判示内容からも借地非訟制度は憲法適合性を有していないことは検証可能で

あった。しかしながら，その検証結果を踏まえても，何故に「念の為の確

認」を怠ったのかについては，単なる不注意・不作為とするだけで正解し得

ない，因果関係が不明且つ理解し難い感がある。 

   何れにしても，引用判例 1乃至４の判示を踏まえる限りは，借地非訟制は 

  「実体的権利義務」に関する法律上の争訟であり，抗告判例 1乃至５が憲法 

29条,32条，82条に違反しないとしたその根拠は喪失したことになる。 

  

 (3)前項に加えて，抗告判例４は借地非訟制度の目的を「土地の合理的な利用のた 

め」としたが，その手段として土地所有権者の実体的権利義務の存否を求め 
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る裁判を非訟事件として取り扱っても，憲法適合性を損なうことはないと判

じたことになる。続けて，「当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、

借地条件の変更」としたが，そもそも借地非訟制度による借地条件の変更や譲

渡は，土地所有権本来の権能回復を先送りすることに外ならない。更には，

「借地条件ノ変更ニ付当事者間ニ協議調ハザルトキハ」と規定されているように，

そもそもは土地所有権者の異議から借地権者を保護することを目的としたも

のであり，それを踏まえる限りは「当事者間の利益の衡平」としたこと自体が

荒唐無稽な机上の空論に過ぎない。 

   同様に，抗告判例５は「借地非訟事件手続においてした右前提事項に関する判 

断には既判力が生じないから、これを争う当事者は、別に民事訴訟を提起して賃借 

権の存否の確定を求めることを妨げられるものではなく」とした。 

   しかしながら，ここまで検証してきたように旧借地法の根本的な問題は， 

  帝国憲法下でも侵害されることが無かった原始的理念を，戦後の新憲法下に 

  おいて司法・立法の当局者が棚上げしてきたことにある。特に，昭和 37年最 

  判例に関しても何らの疑問が呈されることなく盲目的引用・適用が繰り返さ 

  てきたことや，裁判官や弁護士等においても，また刑事・民事の別なく控訴 

  しても一審判決が覆されることは希である等の慣行（政治資金規正法違反を

問われた小沢一郎裁判の控訴に対する批判理由の大半でもある）から形成さ

れた司法の現実を検証すると，同判例の判示（民事訴訟を提起して等）は実質

的顕現が不可能な机上の空論でありレトリックに過ぎない。 

 

 

其の四 土地所有権と借地権，その経済価値の本質 

 

第１ 借地権と権利金との関係に関する検証として 

 １，罹災都市借地借家法の運用における権利金等の問題点 

 (1)昭和 24年の第 5回国会において，参議院議員来馬琢道氏による罹災都市借 
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地借家法に関する質問主意書(添付資料 8-1)と，当時の吉田内閣の答弁書(添

付資料 8-2)で，次の遣り取りを確認できる（丸数字・下線は当方加筆）。 

 

 「質問主意書の一部転記」  

『第一，①地代家賃統制令には「貸主は如何なる名義であっても借地権利金又は借

家権利金を受領することはできない」と規定してあるが擢災都市借地借家臨時処

理法には「相当の対価」という文字を以て②借地人が罹災建物が滅失した当時に

おけるその建物の借主に借地権の譲渡の代償を受領することができるように規定

してある，この相当の対価というのは前に挙げた権利金と同じ性質のものと思う

が政府の解釈如何 

  

 第二，前項の権利者(罹災当時の建物の借主)がその取得したる借地を他の者に譲

渡する時には相当の対価を受取ることになる，然るに最近の情勢では都市の罹災 

 者が疎開先の農村より都市に帰還を望む結果その対価が非常に多額に上るのが実

際である，即ちその③土地の賃貸価格がそれだけ騰貴したのである，この場合貸

主は何等利益の分配を受ける事ができない，時に若干の利益を提供せんとする借

主があっても貸主は同法第十八条の体刑及び罰金刑を恐れて之を受領することが

できない，これは社会通念からいって所謂④中間の利益の搾取者を保護するに急

にして，権原により利益を享くべき所有者に何等の恩恵を与えない片手落ちの処

置である，政府は斯る現状が国民をして善良なる政治を謳歌せしむる道なりと思

うのであるか』 

 

「答弁書の一部転記」 

『第一点につきましては，⑤罹災都市借地借家臨時処理法第三条の「相当の対価」

と地代家賃統制令第十二条のニ「借地権利金」 とはその根本においては同様の性質

を有するものであります。但し⑥地代家賃統制令は貸主と借主との関係を規定する

ものであって借地人が交替する場合即ち，新借地人が前借地人に対して「権利金」
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を支払うことは禁止してはおりません。  

 

第二点につきましては，⑦統制令の『権利金』 は.地主と借地人間の問題であり，

処理法の「相当な対価」は借地人と罹災建物の借主間の問題でありまして，⑧借地

権設定の場合と借地権譲渡の場合と均衡を失する憾みがありますことに誠に御指摘

の通りかと考えられます。⑨「権利金」については充分再検討をいたしたいと存じ

ます。」 

 

(2)政府答弁の⑤は，質問①の地代家賃統制令（以下｢統制令｣という）第一二条 

  の二の「借地権利金」と，質問②の罹災都市借地借家臨時処理法（以下｢処理 

  法｣という）第三条の｢相当の対価｣とは，同様性質を有するとした有権的解釈 

  が認められている。⑥⑦は，統制令は地主と借地人間の問題を規定したもの 

  で「借地権利金」の支払いは禁止されている，一方，処理法は借地人と罹災

建物の借家人間の問題であり「権利金」の支払いは禁止されていないことが

確認されている。また，質問④「中間の利益の搾取者を保護するに急にして

権原により利益を享くべき所有者に何等の恩恵を与えない片手落ちの処置で

ある」に対して，答弁は⑤⑥⑦を確認した後に，⑧「借地権設定の場合と借

地権譲渡の場合と均衡を失する憾みがあります」としたが，少なくともこの

段階では政府当局者が権利金等一時金が授受されていない借地権が存するこ

とを視野に置いていたことが伺える。 

   この処理法と借地権の設定又は譲渡に関して，其の三で検証したように憲

法判例３（昭和 29(オ)232）は，処理法の各規定が「相当な借地条件又は対価

で敷地の借地権が設定又は譲渡されるものとしているのであるから、憲法二九条三

項にいわゆる正当な補償なくして財産権を侵害するものとは認られない。」と断定

した。これは，当方が確認し得る限りにおいて借地権の設定・譲渡と権利金

等の関係に関して，憲法適合性に言及した唯一の大法廷判例でもある。 

   この判示から惹起される問題は，土地所有権者が借地権の設定又は譲渡に



際して，契約自由の原則下で然るべき権利金等一時金を徴求しなかった場合

には違憲性は生じない。ところが， この処理法は，昭和 37年最判例が土地所

有権能に対して自ら「子柳jを科しながら「土地所有者は、正当の事由ある場

合には更新を拒絶して土地を回復することができるのであるから」とした契約満了

期における|日法 4条 1項の適尽機会とは関係なく，借地人の槌意で契約期間

の変更を可能とするものである O つまり，借地非訟制度による八条ノ二(条

件変更)，九条の二第一項(第三者への譲渡)の何れの場合も，既存契約経

過期間に加えて，更に最短 30年・最長 60年もの長期に亘り土地所有権が制

限されることになる。

この外形は，前述したように実質的には新規の借地権設定と看倣せるもの

であり，そうすると憲法判例 3が示した借地権の設定・譲渡に関する憲法適

合性の判断基準を当て蔽めると，何れの規定も「憲法二九条三項にいわゆる

正当な補償なくして財産権を侵害するものjとなることは否めない。

(3)また，質問③の「土地の賃貸価格」と権利金の関係に関して， I昭和 41(行

ツ)44 所得金額等審査請求棄却決定取消請求 昭和 45年 10月 23日 最高

裁判所第二小法廷 判決」では，次のような判断を示している(下線は当方

加筆)0 

「このような見地からすれば、借地権設定に際して土地所有者に支払われるいわゆ

る権利金の中でも、右借地権設定契約が長期の存続期間を定めるものであり、かっ、

借地権の譲渡性を承認するものである等、所有者が当該土地の使用収益権を半永久

約に手離す結果となる場合に、その対価として更地価格のきわめて高い割合に当た

る金額が支払われるというようなものは、経済的、実質的には、所有権の権能のー

蛮堂蓋遮L主主す価としての件質をもつものと認めることを主主金J

この判示を踏まえると，処理法は借地権設定時に権利金を支払ったか否か
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や，③「騰貴した土地の賃貸価格Jに対する借地人の寄与度合い等が一切問わ

れることなく，権災滅失前の借家人から実質的には「所有権の権能の一部を譲

渡した対価Jとも看倣せるような金員を不当に手にすることになり， これは

当然に④「片手落ちの処置Jであり，⑧「均衡を失するJこととなる O

これは処理法に止まらず，そもそも戦後における借地法の運用実態におい

ても④「中間の利益の搾取者を保護するに急にしてJ，土地所有権者の財産権が

侵害されたに止まらず， 一方の当事者に対して一般の勤労者や事業者とは著

しい不均衡・不公平を来している O

(4)その典型例として，②で借地人の所有する建物が擢災して滅失した場合には，

その経済的損害を処理法適用により建物借家人や第三者に譲渡することで補

演・修復(火災保険等は除外)しうることになる O ところが，これが白用建

物の場合には，事業用か居住居かを間わずして震災・戦災等の如何に拘わら

ず擢災滅失した場合には，その損害の補填方法は自力以外に存していない。

借地権と権利金との関係については，昭和 36年の最高裁事務総局編纂によ

る「借地借家関係法規の改正に関する民事裁判官会同要録J(添付資料 ll)

の91頁で，民事局鈴木課長は「第二には、借地権は三0年間は安定している構想

を取っておりますので、仮に権利金を払って借りたものであるとしても、その借地

権設定のための投下資本は措地期間中に回収され終るということであります。」と

した解説が記されている。この解説に関して，昭和 37年最判例が殆ど視野に

すら置いていないことについては，同要録冒頭での最高裁長官の「法の支配の

実現Jに言及した以下の宣言と同様に本年憲法記念日の竹崎最高裁長官の宣

言を踏まえると，これまで検証してきた最高裁の司法審査の実態については

改めて多大なに疑問を呈せざるを得ない。

「我々 は現行法の解釈適用においても、法の精神が地主と貸主のエゴイズムの放任

でないと同時に、これらの者の犠牲における借地人と借家人の一方的な保護でもな
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くて、借地借家関係における実力の支配に代わる「法の支配」の実現、正義の具体

化にあることに思いを致すると同時に、一層迅速な事件処理を期するための手続の

面についても、諸君の格段なる研究と努力とを希望せざるを得ません。」 

 

  旧借地法に関する立法・司法の痕跡を辿ると，「これらの者の犠牲」，つま 

 りは土地所有権の本来の権能である「処分の自由」の制限に伴う憲法適合性

についても，「法の精神」や「原始的理念」が再検証されることになく射程

外においたままに，恰も｢困ったときの神頼み｣と見紛うような外形で「公共

の福祉」を以て一刀両断の如くに切り捨て続けてきた歴史でもある。 

 

 ２，借地権の設定に関する権利金との関係について 

 (1)其の二で検証したように既存の借地権の殆どが権利金等の一時金（不動産鑑 

  定評価基準）が授受されていないのは，一定の条件が整った場合には無償で 

  還ってくる（還さなければいけない）とした双方の認識や，それを踏まえて 

  形成された慣行に依拠したものでもあった。この点の問題点に関しては，後段 

  で近代的土地所有権論の瑕疵として検証するが，土地所有権者（農地・宅地を 

  問わず）の殆どが例外なく恰も封建制度の権化であり血も涙もない搾取者（寄 

  生地主）であったかのような法学者の説と，以下のように大半（90％）の地主 

  が権利金等を徴求せずに貸し付けた歴史的実態とは均衡を失した矛盾がある。 

   その権利金の実態については，第 51回国会衆議院法務委員会会議録 32号( 

  添付資料 9)で，新谷法務省民事局長は次のように答弁されている。 

 

「昭和三十八年度の建設省でつくりました「宅地調査結果報告書」これの抜粋が資

料として載せてございます。この中に権利金の有無等につきまして謂査いたしまし

た建設省の資料が載せてございますが、これによりますと、東京と大阪の二つの例

をここにあげでございます。東京のほうから申し上げますと、東京におきましては

三千七百七十三件調査いたしたようでございますが、そのうちの三百六十九件が権



 

- 52 - 

 

利金の授受がつく、こういう結果になっております。これは一番左の計の欄に載っ

ております。パーセンテージで申しますと九・八%が権利金の授受がある。それから

大阪におきましては千九十二件のうちの二百十五件が権利金の授受がありまして、

その下の欄に一九・七%ということになっておるわけであります。これは大正年間あ

るいはそれ以前のものから昭和三十七年に至りますまでの調査の結果の集計でござ

います。」 

 

   新谷局長が確認されているのは，大正年間から昭和 37年までの，つまり昭 

 和 37年最判例が旧法 4条 1項の立法事実を拡大した以前の,東京都における 

  権利金授受の実態が僅か 9.8%しか存していないことの事実である。 

権利金の問題は，借地非訟制度の憲法適合性とも直接的関係があり，その

運用実態は最高裁判所事務総局編纂「借地非訟事件における財産給付額等算

定例集」に編纂されている。しかしながら，借地非訟制度の問題点は当局者

が昭和 37年以前の権利金授受の実態が僅か 1割にも満たないことを認識した

上で，次の新谷民事局長の答弁でも確認できるように権利金割合についても

把握（添付資料 12）しながら，実際の運用実態を検証（添付資料 16）すると

権利金の有無は処分の評価・決定においては完全に捨象されている。 

 

「今回の借地法の八条ノ二の第三項の規定によりまして、「財産上ノ給付ヲ命ジ」 

といいますのは、これは権利金という意味で書いたのではございません。巷間伝え

られるところによりますと、地代の七〇％あるいは六〇％が権利金だと仮定いたし

ましても、ここで命じます財産上の給付がはたして六〇％のものかどうかというこ

とは、保証の限りではないわけでございまして、裁判所が適当と認むる金額を給付

することによって、両者の利益の公平をはかるわけでありますので、あるいは地代

の一〇％ぐらいのものに相当する金銭の給付を命ずることもございましょう」 

 

   この答弁と同様に，東京都公有財産規則の別表(添付資料 13)では借地権設 
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定時の権利金上限は 90／100と規定されている。そうすると，前述したよう 

に旧法八条ノ二の借地条件の変更は実質的には新規の借地権設定と同様であ 

り，借地人から同規定の適用を求めた申立が提起された際に，既存の契約設 

定時に権利金等一時金の授受が行われていない場合には，その対象地の権利 

金相当額（契約期間中の平均賃貸価格等から算出等）より，其の二で引用し 

た「昭和 34(オ)730」が摘示した「場所的価値の相当額」を，借地人の既得 

借地権の取り分として控除した上で，その余の残額を土地所有者に対する「 

財産上ノ給付」とする等の処方箋が検討されて然るべきであった。 

 と同時に，これは旧法九条ノ二の場合も同様の処置に準じた具体的な方法

が検討されるべきであったし，これらの処置に依っては質問④の「中間の利益

の搾取者を保護するような片手落ちの処置」とはならないし，必然的に⑧「借地

権設定の場合と借地権譲渡の場合と均衡を失する憾み」とはならないはずで

あった。ところが，この権利金に関しては立法・司法の何れの当局者も，何

らの問題認識を有していないばかりか，新谷民事局長の答弁や添付資料 16の

事例集で確認出来るように僅か 10％前後の「財産上ノ給付」に止まっている。 

 結果として，この借地非訟事件事例が運用規範として集積され，一般の借

地訴訟事案における司法裁量や借地権鑑定評価に際しては，既存借地権に関

しては権利金の有無は完全に射程外に置かれているに止まらず，関係専門家

においても何らり疑問を抱くことなく，これを経験則として積上げた上で盲

目的な当て嵌めが繰り返されてきている。 

 

第２ 土地投下資本と借地権取得時の権利金との関係検証として 

 １，土地所有権と借地権との経済的価値の本質 

 (1)借地法に関する最大の問題点は，法務省・最高裁・法学会・鑑定業界を含め 

  た専門家の殆どが，土地所有者と借地人の間の「財産権」の実質的内容に関 

する無知と無関心にある。そもそも旧法 4条 1項に基づく請求訴訟は，土地 

財産権と建物財産権との衝突事件でもある。完全所有権の場合（自用地）の 
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財産的価値は，最有効使用を前提とした自用建物を含めた収益価格であり， 

収益還元法等に基づき算出されることとなる。一方，借地入所有建物の収益 

価格（賃貸価格）も同様であり，自用地と異なるのは借地上建物の収益価格( 

財産的価値)は士地の収益額より支払地代を控除した残余の額となる。 

   その収益価値は，所在地により左右されることは前掲「昭和 4(オ)730 建 

物買取代金請求 昭和 35年 12月 20日 最高裁判所 第三小法廷」の裁判要旨 

「借地法第一〇条の買取請求の目的となった建物の時価は.(中略)・敷地の借地権の

価格は加算すべきでないが、その建物の存在する場所的環境は参酌して算定すべき

ものである。」からも明らかである。 

 

 (2)そもそも，土地の所有権者とは，それが何時の時代であれその土地の利用価 

値に見合った対価（資本）を投下した権利取得者をいう。 

 ところが，前述したように大正期以前から昭和 37年に至る間の東京都にお 

ける権利金授受の実例は僅か 9.8%しか存していないことが確認されている。 

そうすると，借地法（立法以前も含めて）や臨時処理法等の適用を受けて， 

借地権設定時に権利金等一持金を負担していないことは，その土地の収益価 

値相応の資本投下をせずに，僅かな地代負担はあるとしても，その土地の収 

益（果実）に関する収受権を独占的且つ無償で，つまりは「ただ乗り」して 

いる外形となる ｡尤も，地代的背景から地主としても店子に貸し付けるに際 

して，前掲「昭和 41(行ツ)44 所得金額等審査請求棄却決定取消請求 昭和 

45年 10月 23 日 最高裁判所 第二小法廷｣が判じたように，「所有権の権能 

の一部を譲渡した対価としての性質をもつもの」となるような高額な権利金を徴 

求し得るような関係では無かった。これ等を含めて，旧借地法においては権 

利金と財産権との関係について，今日に至るまで立法者や裁判所においても 

本質的な理解をしていないし，その探求の必要すら覚知されていない。 

 その根本的な原因が，近代所有権論に至る土地と建物の関係検証における

誤謬があると考えざるを得ないことから，その点を次項で検証する。 
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２，土地と建物の法律制度に関する検証として 

(1) 渡辺洋三東京大学助教授は，1960年（昭和 35年）に「土地・建物の法律

制度」(東京大学出版・添付資料 17)）の頭書で，次のような論旨を展開され

ているので些か長くなるが転載する(下線は当方加筆)。 

 

「しかし他方、対象となる物の性質からみれば、農地・宅地・林野等の賃貸借はい 

ずれも土地の利用を目的とする点で共通な性格をもつのにたいし、建物利用を目的 

とする賃貸借は特殊な地位を占めている。資本主義社会における土地利用と建物利 

用とのこの性質のちがいについて、はじめに一言しておく必要があろう。 

 土地は、それ自体としては本来的に、人間の生活にとってあたえられた自然的前 

提であって、建物のように人間のつくりだした物とはちがう。建物のように、人間 

が資本や労働を投下してつくりだした物は、その物自体として人間にとって有用な 

物であり、―――有用な物だから人聞はそれをつくりだすのだ―――したがってま 

た価値ある物であり、それゆえに、かかる労働生産物にたいする人間の排他的支配 

は、法律によって保障されるに値いする利益でありうる。資本主義社会では、所有 

は資本によって規定されるから、資本と労働を投下して人間がつくりだした建物の 

所有は、労働を提供した者の所有にではなく、資本を提供した者の所有に帰属する 

のが原則である。したがって資本主義社会における建物所有権は、その建物をつく 

るために資本を投下した者の利益を法律的に保障するものでなければならない。 

 建物所有者はかならず私的資本の投下者―――譲渡ある場合には、建物をつくり 

だすために投下された資本が等価いわばその資本投下とひきかえにえられた法律 

上の保障である。 

 その意味で、―――貸家であろうと自己使用であろうと―――建物所有権は、 

資本主義的私有財産制度の体系の中に本来的不可避的に内包され、そのわくを出 

ることはできない。 

 土地について事情が異なることは明らかであろう。なぜなら、土地それ自体は 
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   ―――ちょうど路傍の石のごとく―――人間の行為と関係なく自然に存在する物で 

あり、その物自体としては人間にとって無用、無価値なものである。土地それ自体

が有用なのではなく、土地のうえに生育する作物や立木や、土地のうえに建てられ

る建物等々が、人間にとって直接に有用であり価値あるものなのである。資本投下

もおこなわず自然物たる土地を支配しているということは、資本主義社会において

は、本来何ら保護するに値いする利益ではありえない。人間の行為(資本と労働の投

下)に媒介されてのみ土地は有用物に転化するであろうが、その行為者はかならずし

も土地所有者ではない。むしろ、土地所有者以外の他人が資本投下者であることは、

しばしば資本主義経済のもとでの常態でありうる。資本主義法にとって大切なこと

は、資本投下者の経済的利益を守ることである。資本投下者の利益と対立し、いわ

ば何もしないで，たた自然物たる土地をたまたま支配しているというだけで、利益

を受ける人がいるということは、資本主義経済にとってよけいなことである。この

意味で、土地所有権は、資本投下のひきかえなしにえられる法律上の保障であり、

資本主義的私有財産制度の体系の中に本来その正当な地位を占めるものではありえ

ない。」 

 

(2)渡辺氏のこの説は，この 22年後の 1982年(昭和 57年)に稲本洋之助氏との 

 共同編集「現代土地法の研究」の 83頁で，稲本氏が『「近代的土地所有権」 

概念に関する最も明確な説示』」として転載されている。さらには，1999年(平 

成 11年)には「民法施行 100年記念 民法学説百年史」(三省堂)の 247頁で 

甲斐道太郎氏も，渡辺氏の説を基に論説を展開されている。 

 ところが，渡辺氏は当然としても稲本氏も甲斐氏も，渡辺氏の説の再検証 

の必要を覚知されることなく，恰も普遍的な摂理であるかの如くに引用され

ていることに対しては今更に多大な疑問を呈せざるを得ない。 

まず，冒頭で「建物利用を目的とする賃貸借は特殊な地位を占めている」に続 

 けて，「資本主義社会における土地利用と建物利用とのこの性質のちがい」とされ 

ている。これに関連して，稲本氏は第 118回 国会 衆議院 土地問題等に関す 
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る特別委員会において，土地基本法の制定意義に関して以下の論旨を展開さ 

れている(添付)資料 19）。 

    

「第一は、土地所有権は財産権一般とは同じではない、むしろ法律上その取り扱い

を異にしてしかるべきであるという考え方をこの法律が明らかにしたと思います。

土地については公共の福祉が優先するという規定がそれを如実に示していると思

います。 

 それから第二は、土地所有権を具体的に規制する個別の立法があります。都市計

画法や土地区画整理法や、また土地収用法上もそのような配慮がございますので、

これらのさまざまな個別の立法との関係において、この土地基本法は憲法二十九

条を補完する、すなわち補う役割を与えられたのではないか。すなわち、この土

地基本法によりまして、土地所有権の内容は法律で定める範囲内で初めて認めら

れるという、制限を基本とする考え方に立つようになったのではないか。」 

「では、そもそも土地は他の財産とどう違うのか。これは私が言うまでもありま 

せんが、土地はそれ自体人の手によって生産することができないばかりか、絶対 

的な意味で消費することもできないのであります。」 

 

稲本氏は，土地に関するこの概念を前提として，財産権としての土地と

公共の福祉との関係に関して「土地は他の財産とは基本的に違う」，「土地は

公共財」，「土地利用が公共の福祉により制限されることは必然」とした論旨

を展開されている。しかしながら，同氏のこの概念は都市計画法，土地区

画整理法、土地収用法上等に言及されているように，あくまでも土地基本

法の制定の意義として公益目的を想定した公共の福祉の概念を説かれたも

のであり，私法関係下にある土地と建物との財産権概念に関して言及され

た訳ではない。しかしながら，一方において同氏も幾多の法学者と同様に

そもそも「公共の福祉」の概念とその適用に関して，公法の適用における

国民一般に対する権利制限と，公権を行使して私的自治に介入して相互拘
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束下の権利義務を一方的に変更して追加的な制限を加えることとの，つま

りは憲法 29 条 2項と同 3項の読み分けの必要を覚知されてはいない。 

   結果として，前述してきたようにこの公共の福祉の概念が，戦後の立法 

  ・司法を含めた法曹界における共通概念でもあるかの如き外形で，その利 

  用の目的についても公益・私益の別が参酌されることなく，恰も全ての土 

  地利用の制限が憲法に適合するかの如き概念が一人歩きをはじめて今日に 

  至っている。 

 

(3) 稲本氏の「土地はそれ自体人の手によって生産することができない」の論旨は， 

  渡辺氏の「土地は、それ自体としては本来的に、人間の生活にとってあたえられた 

  自然的前提であって」と共通の概念を展開されたことになる。 

   しかしながら，渡辺氏は「土地について事情が異なる―――土地それ自体は― 

  ――路傍の石のごとく―――人間の行為と関係なく自然に存在する物であり，その 

  物自体としては人間にとって無用，無価値なものである。」とされている。 

   この説の抜本的な誤りは，自然に存在する「路傍の石」は古くは，ゴール 

  ドラッシュ，近時ではレアアース・レアメタル等に代表されるように，その 

  利用価値や資本的価値（資本投下する価値）等の，つまりは無価値な自然物 

  の付加価値は，誰あろう「人間の行為」により形成されたものである。 

   そもそも，今日に至る人類発展の源泉は地球上の「自然に存在する物」を如 

  何に活用するかの探求に始まり，それがやがて市場における資本的・交換的 

  価値の形成に繋がったものであり，それこそが「人間のつくりだした物」にほ 

かならない。それ以前に，人類が「路傍の石」を｢無用・無価値なもの｣とし 

た視点に止まっていたとしたら滅亡していたであろうことは言うまでもない。 

   つまり，四大文明の発祥も，自然界に存する土地の利用価値も永い歳月と 

  資本投下を重ねて「人間がつくりだした物」であり，その奪い合いが戦国時代 
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  のような時代背景の原因ともなり，それが資本主義の礎ともなり，それが昂 

  じたが為にバブルにも繋がっている。同氏は，「土地は・・建物のように人間 

  のつくりだした物とちがう」としながら，市場における資本的価値が形成され 

  ていない｢土地上｣に果たして建物を建てる価値があるか否かについて，これ 

  だけの著作を労しながら何故に逆説的仮説を置いて検証の必要を覚知しなか 

  ったのかは理解し得ない。 

   

 (4)その一方で，「建物をつくるために資本を投下した者の利益を法律的に保障する 

ものでなければならない」とされているように，少なくとも建物の投下資本に

ついては法律による保護の必要は視野に置かれてはいる。そもそも，法律上

は別として主観的利用価値でかまわないのであれば，自然界の土地である限

りは何処でも建物を建てることは可能となる。しかしながら，市場価値を伴

う建物を建てられるのは，或いは資本投下に見合う建物を建てる場所は，

「人間にとって直接に有用であり価値あるもの」とされたように，インフラ整備

等に資本投下するだけの客観的価値のない土地上の建物は主観的な利用価値

に止まり，結果として借地人の財産ともなる前掲③「土地の賃貸価格」（借

地権価格）となる客観的な，つまりは市場における交換価格の評価は得られ

ない。また, 建物投下資本の法律上の保護の必要に言及されたように，これ

こそが旧借地法の原始的理念であり，その保護の必要から制定された「建物

保護法」や，大正 10年の借地法の立法趣旨の法源でもある。 

しかしながら，建物保護法をはじめとして「宅地上」の建物登記は，あく 

  までも第三者に対する対抗要件の必要から法定されたものであり，必ずしも 

  「投下資本額」そのものの保護を目的としたものではない。つまり，前掲し 

  た「昭和 34(オ)730 建物買取代金請求昭和 35年 12月 20 日 最高裁判所第 

  三小法廷」の「建物の存在する場所的環境は参酌して算出すべき」との裁判要旨 

  を踏まえると，建物の価値はその存する土地そのものに左右されることは必 

    然の理となる。再確認するが，作物の育たない土地や，建物を建てる価値も 
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  ない土地，つまりは人間によって「価値」がつくりだされていない土地は， 

  そもそも農地や宅地として法律上の保護を必要とする対象にはならない。 

  同氏は，土地と建物の法律制度の検証目的でこれだけの労力を費やしなが 

ら，市場における資本的価値が形成されていない｢土地上｣に果たして建物を 

建てる価値があるか否かについて，或いは土地の資本的価値についても恰も 

全てが封建主義体制化で搾取して形成された紛いの論旨についても，何故に 

逆説検証の必要を覚知しなかったのか理解に苦しむところである。 

これ等を含めて，「建物所有者はかならず私的資本の投下者であり――その資 

  本投下とひきかえにえられた法律上の保障である。」とされながら，土地と建物 

  は不即不離の関係であるにも拘わらず「土地所有権は，私的資本の投下者で 

  あり，それとひきかえに得られた法律上の補償」とした逆説的な観点につい 

  ては，何故か同氏の論旨からは捨象されている。 

 この点については，法務省・最高裁・法学会・鑑定業界を含めた借地法に 

携わる専門家の殆ども同様であり，土地の所有権は私的資本の投下と引き替 

えに与えられた法律上の地位であり，借地権はその土地上に存する，つまり

は付加価値があるが故に建てられた建物であることの，本質的な観点につい

ては「土地と建物」の法制度を探求されながら，殆ど視野に置いてもいない。 

   

 ３，本来の土地と建物に関する財産的価値について 

 (1)そもそも，土地の資本的価値はその土地の収益額に対する期待価格でもあり， 

 借地権の収益価値もまた土地の収益価値そのものであり，そもそも借地権と 

は土地の収益に対する「果実収受権」の貸借にほかならない。 

しかしながら，戦後においては立法・司法の両当局者は専ら借地権保護に 

 汲々とするが余りに，土地所有権本来の財産権ともなる果実収受権や投下資 

 本保護の必要については，これまで視野にすら置いてこなかった。 

  いうまでもなく，不動産鑑定においてはその評価手法の如何に拘わらず， 

土地の資本勘定を欠いた鑑定評価はあり得ない。ところが，借地権価格の鑑 
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定の場合は，鑑定評価基準上は権利金等一時金の有無を参酌する必要が説か 

れているにも拘わらず，しかも前掲「昭和 41(行ツ)44 所得金額等審査請求 

棄却決定取消請求 昭和 45年 10月 23日 最高裁判所第二小法廷」は[対価と 

して更地価格のきわめて高い割合に当たる金額が支払われるというようなものは、経 

済的、実質的には、所有権の権能の一部を譲渡した対価としての性質をもつものと認 

めることができる」とされたように，借地権取得に伴う本来の投下資本ともな 

る権利金の授受については一切が反映されていない。 

 

 (2)それ以前に，建物はその土地の果実（期待収益額・利用価値，つまりは付加 

 価値）を収穫又は利用に供する為の設備に過ぎず，事業用建物の場合の投下 

 資金は税法上も減価償却資産として計上可能な費用でしかない。また，地価

（流通価格），公示価格，路線価格等は，その土地の利用価値（収益性・値上 

 期待値等）に対する需給関係で変動することから，事業用であれ居住用であ 

 れ利用価値の低い土地上の建物の還元収益は，その土地・建物に投下した資 

 本を下回ることも当然にあり得る。 

  つまり，本来の建物収益価値は土地の収益価値そのものであり，借地権創 

 設時に権利金等の一時金を負担していない場合，地代を控除した後の収益は 

 土地に対する資本的支出のないままに無償で享受していることになる。 

  借地権設定時における権利金等一時金の有無については，原始的理念とし 

 ての建物投下資本の回収期間中は問題とはならないとしても，契約期間満了 

  後の法定更新の場合は，その無償使用を司法が保障したと同義となり，即ち 

  土地所有権者の財産権侵害に荷担したに等しいことになる。 

ところが，昭和 37年最判例の判示内容からは，この土地所有権本来の権能

としての果実収受権について，裁判官１５名の誰一人としてその視野に捉え

たことが伺えない。さらには，同法廷は自らの不作為を棚に上げて事案上告

人に対して「所有権を単なる地代徴収権と化し又はその内容を空虚にするものと言

うことを得ない。」とし，その主張を「独自の見解」と断定した。 
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(3)前各項で検証してきたと同様に，土地と借地権の関係については第 51回・ 

国会法務委員会でも，坂本泰良委員(社会党)による首を傾げざるを得ないよ 

うな以下の質疑（添付資料 21）が記録されている，尚，これは同委員に限ら 

ず殆どの法曹関係者が何らの疑問を抱くことなく共有している認識でもある。 

  

「たくさんの土地を持っている人はやはり貸すのだ。貸した以上はその土地の所 

 有者は賃料を取る。いわゆる賃料についての収益が土地の所有者の唯一の目的に 

なるわけです。それから社会的な発展というのは、地主というのはじっとして何 

にもやらずにもうける。ことに現有はなはだしいのは、駅ができる。できれば、 

たんぼが何千倍、何万倍になる。これは不当利得ですよ、社会的に考えますと。」 

 

我が国における「オープンコンテンツ」(創作物や著作物が法的に共合され 

た状態)としては，最大の百科事典である「ウィキペディア」は基本的方針と 

して「主観を排し，客観的に記述すること」が参加者に課される｢ルール｣と 

されている。つまり，そこでの掲載記事については「真実かどうか」ではな 

く「検証可能かどうか」，つまりは「真偽よりも検証可能性」が重んじられ 

るとされている。いうまでもなく，この理念は司法審査においても欠いては 

ならないことは当然として，それ以前の法令等の制定・改廃に関わる法務委 

員会についても憲法適合性に関する科学的検証の場であることに異論を挟む 

余地は無いはずである。 

ところが，同委員の「たくさんの土地を持っている人はやはり貸すのだ」とし 

  た意見は，昭和 36年当時の最高裁判所長官が裁判実務を踏まえて「かような 

実状では、所有者は安んじて他人に土地や家屋を貸すことを躊躇するようになり、 

土地や家屋は経済的社会的に十分利用されないのは当然であります」(添付資料 

11）とした実態とは相当の違和感がある。さらには，「いわゆる賃料について 

の収益が土地の所有者の唯一の目的になるわけです」についても，昭和 37年最 
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判例が「所有権を単なる地代徴収権と化し」として事案上告人を批判したこと 

の逆説であり，且つ同最判例がその先兵の役割を果たしたことの証明でもあ 

るが，この意見のような決めつけは果たして検証可能となるのだろうか。 

 

 (4)この委員が同最判例や旧借地法の原始的理念を視野においていたのか否かは 

  別として，「地主というのはじっとして何にもやらずにもうける」「これは不当利 

  得」とした意見については，如何なる根拠から導き出したのであろうか。 

   これに関連して，日本不動産鑑定協会（以下｢鑑定協会｣という）による｢借 

  地権割合と底地割合｣（添付資料 22）の 74頁で，澤野順彦氏は借地権評価に 

  関して次のように解されている。 

 

「判例ではかって当初権利金を払ったか否かで自然発生的借地権，創設的借地権と

区別していた。もともと，田畑だったところに借地人が道路を作って造成し，水

道，ガスを引ていた。もともと，田畑だったところに借地人が道路を作って造成

し，水道，ガスを引いて立派な宅地になって街も発展した場合，地主は地代だけも

らって途中は何もやっていない。発展したすべてを地主のものにしてしまうと地主

の不当利得になる（星野先生も同じような考え方)。 

・この場合何らかの形で借地権に帰属する利益があるはず｡借地権があろうがなかろ

うが，収益，土地価格が下がったとしても借地権そのものがなくならない限り，権

利（割合）はある。 

･借地人が当該土地ないし，地域周辺の発展等に寄与貢献にしたものの配分は，「寄

与配分利益」として分類できる。 

･･借地権割合を 60％と設定し，６０％相当額の権利金を支払った場合，その後地価

がどんどん上がっていったら権利金は意味がなくなる，というのが今までの議論。

逆に，地価が下がったときに更地価格より払った権利金のほうが高くなる｡そのとき

はどうなるか。いずれの場合も「割合」の問題である。地価が上がったり，下がっ

たりしたときに行き当たりバッタリで理屈を作らないこと。」 
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   前述したように，鑑定協会傘下の鑑定士は「当初権利金を払ったか否か」は

鑑定実務において殆ど参酌してもいない。また，「田畑だったところ」に，つ

まりは草分け地に「借地人が資本投下して宅地開発した」ことに発して前掲「社

会的な発展」に至った場合，つまり「地域周辺の発展等に寄与貢献にしたものの

配分は，「寄与配分利益」として分類できる。」ことは当然である。 

   問題は，前述してきたように農地や宅地（特に高度商業地）は，一朝一夕

に形成される訳ではないことはいうまでもない。仮に「田畑だったところ」で

小作人が農業を続けていたにも拘わらず，或いは農業地区内で日用品等の零

細店舗を営んでいた借地人が，契約当初には想定していなかった道路計画，

鉄道新駅，大型店舗等々の誘致により「社会的な発展」に至った場合の地価

の上昇は，小作人・借地人による寄与ではない。このような場合でも，自用

地の場合には何ら問題は無いとしても，これが借地関係の場合は地価上昇益

の配分方法が問題となる。ところが，収容対象となる公共事業に限らず民間

の開発事業等の場合も，その補償額の算定においては権利金等一時金の有無

が参酌されることなく，専ら税務上の借地権割合で土地所有者と借地人との

配分評価が多用されている。つまり，土地の果実収受権に対する資本投下し

ていない，或いは地価上昇に殆ど寄与していないにも拘わらず，その因果関

係が問われることなく補償対象とすると，これは「不当利得」と なることは

否めない。にも拘わらず，これを正面から問うた専門家は皆無である。 

 

 ４，借地法制に関して立法・司法の当局者が誤ったもの 

 (1)前掲答弁書(添付資料 8－2)で⑧｢借地権設定の場合と借地権譲渡の場合と均衡を

失する憾みがあります」，⑨｢「権利金」については充分再検討をいたしたいと存じ

ます。｣としながら，当局はこの「公約の実現」を完全に放棄した。 

   それが為にその後の旧借地法の運用において，昭和 36年に最高裁長官（添

付資料 11）で「法の支配の実現」を宣言されたにも拘わらず，立法司法の両
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当局者が専ら盲目的な借地権保護に汲々としてきている。その結果，財産権

の取り扱いにおいて自らその土地に見合った対価を負担して所有権を取得し

た一般の勤労者・事業者と，権利金等一時金を一切負担していない借地人と

の間の財産上の取り扱いにおいても失した状態が今日においても続いている。 

   特に，寄与配分に関しては前掲法務委員会質疑で同委員は「これは不当利

得」と決めつけているが，この場合に鑑定協会が示した「借地権割合を 60％と

設定し，６０％相当額の権利金を支払った場合」等の，借地権設定時の資本的負

担の有無に関して視野に置いていたとは思えない一方的な決めつけが行われ

ている。これに関しても，「田畑だったところ」と同様の「草分け地」の貸し

付けであればまだしも，既に土地の資本的価値が顕在化しているような宅地

や，当方のように銀座地区に限らず貸付当初から日本でも群を抜いた高度商

業地であった場合に，最短 20年・最長 60年も経過すると地価の上昇は当然

のことである。このような権利金等一時金，つまり土地の果実収受権の借受

に対する対価（投下資本）を負担していない借地人の場合，その値上がりし

た土地価格の上限 90％ともなる立退料の請求や，「立退料の具体的な提示」

を裁判所が求めること等については，そもそもこれが「不当利得」となる可

能性に関しては念頭にもないし検証の必要も覚知されていない。 

 

 (2)坂本委員は続けて，担保及び物権等に関して次のような無定見ともいわざる

を得ないように質疑をされている。 

  

   「賃借地の上に所有している家屋を担保に入れるときは、銀行とかその他は必ず地 

   主の承諾の判をもらってこいと言うのです。そうしないと、この価格を百万円に見 

   ても、承諾書があれば八十万貸していただける。承諾書がなかったら三十万か四十 

   万しか貸さない、こういうことになるわけです。それだから、承諾をとるためには 

   地主に対して若干の判こ料をやらなければならぬ。それが東京、大阪あたりの、そ 

   ういった五大都市の実情じゃございませんか。いわゆる地主が書きかえ料を取る。｣ 
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   ｢そこで、少なくともこの法律案をつくるについては、賃借権の物権の問題を考える。 

     そうすると、その上に建築しておる建物の担保価値よりも、その借地権自体に 

      対する担保価値というものがそこに出てきまして、そうして経済的の利用とい 

      うのが借地人に大きくなってくる。」 

 

   ここで，「家屋の担保」，「建物賃借権の物権化」とされているように、都 

  市部商業地の借地権に限定すると，もともと借地上建物は住居・店舗に供す 

  ることを目的としたものであり，その限りにおいて建築資金借入れの必要に 

  際して借地人所有建物に担保設定を行うことは何ら問題とはならない。 

   また，前述したようにもともと「田畑だったところ」で賃借が始まり，その 

  借地人の寄与による｢社会的な発展｣の結果，「建物の担保価値よりも、その借地 

  権自体に対する担保価値いうものがそこに出てきた」ような場合には，借地権付 

  建物としての担保設定については問題提起の必要も無い。 

   問題となるのは，都市部の宅地，特に既存商業地のように既に建築資金を 

  投下して建物を建てるに値するだけの「場所的価値」が形成されていた土地 

  において，その借地権設定時に権利金等一時金を負担していない場合，その 

  契約期間中に更に質問主意書のように③「土地の賃貸価格がそれだけ騰貴した」 

  場合には，借地権付建物としての担保設定は不当利得ともなりかねない。 

 

 (3)借地権と担保の関係について，当時の新谷民事局長は「借地権そのものを担 

  保にするということは実際問題としてはあり得ないと思います。事実上起きてまい 

  りますのは、借地権者がその上に建物を持っております場合に、その自分の持って 

  いる不動産である建物を担保に供するということでございます。｣(添付資料 23 の 

  2)と答弁されているが，これは金融実態を無視した妄言に過ぎない。 

   そもそも，坂本氏が「賃借地の上に所有している家屋を担保に入れるときは承 

  諾をとるためには地主に対して若干の判こ料をやらなければならぬ。」とされてい 

  るように，金融機関にとっての借地人所有建物に対する融資は，借地権付建 
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  物であることに関する地主の承諾が前提となる。その承諾に関しても，実際 

  には借地権設定契約書や，諾成契約の場合の契約条件等の確認書で代替され 

  る等により，概ね所有権価格の最低 50%から 70%の資金調達が可能であった。 

   つまり，罹災都市借地借家臨時処理法に関する答弁書（添付資料 8の 2） 

  の⑧「借地権設定の場合と借地権譲渡の場合と均衡を失する憾みがあります」と同 

  様に，権利金等一時金を負担していない場合においても，借地人はその借地 

  権の譲渡又は融資を以て「不当利得」を手にすることは可能であったことは 

  紛れもない事実である。 

 

 (4)斯かる実態が問題なのは，一般の勤労者・事業者が自己資金で取得した土地 

  或いは取得する予定の土地に担保設定して融資を受けることと比べると，こ

れもまた著しく均衡を欠くことになる。と同時に，「建物収去土地明渡請求

事件」において，裁判所が和解運営に際して権利金等の有無や寄与分等につ

いても一切を参酌することなく，専ら一方的な譲歩を求められる立退料額に

ついても，見方を変えれば借地人に対する「不当利得」の加担者と看倣せる

ような外形にあることは否めない。坂本氏が担保や物件に言及されるに際し

て，専ら一方通行の目線に止まり，恰も借地契約全体を射程に置いているか

の質疑が繰り返されていることについては，そもそも法律論を云々する以前

の問題がある。同様に，後述するように当時の新谷民事局長も一貫性のない

場当り的な答弁となっている。 

 

「物権化いたしますと、おそらくその設定の対価は非常に高いものになるろうと 

思います、賃借権の場合と違いまして。その存続期間の関係、あるいは権利の性質 

の関係から申しまして、借地権設定の対価というものは非常に高いものになるだろ 

うということは考えられるわけであります。」（添付資料２３の 5）， 

「借地権の価額といいますと、これも各地によってそれぞれ違うわけでございま 

すが、おおむね所有権の七〇％あるいは八〇％くらいというのが借地権の価 
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額というふうに見られておるようでございます」（添付資料２３の１）， 

 「借地人側にとりましては、物権になります、非常に強力な権利でございます

し、先ほどお話しのような担保の対象にも容易にできるわけでございます。した

がいまして、借地人にとっては有利になるわけであります。」(添付資料２３の 4) 

 

   この答弁を纏めると，「借地権の物権化には，概ね所有権の 70%或いは 80% 

  もの高額な借地権設定時の対価が必要となり，それを経て借地人に有利とな 

  る強力な物権として担保設定も容易となる」と解されていることになる。 

   問題は，借地非訟制度，なかでも旧法九条の二第一項（第三者への譲渡） 

  にの場合，借地人が借地非訟申立事件として第三者への譲渡の許可を求めた 

  ことに対して，土地所有者自らが介入権（建物譲受申立）を行使した場合の 

  決定額（添付資料 16の 4）は，あろう事か権利等一時金の有無を完全に射程 

  外において，都市部の商業地・住宅地においては更地価格の 60%～70%超の鑑 

  定額のほぼ満額に等しい買取代金額が決定されている。 

   そうすると，第 51回国会時に当時の新谷民事局長の「東京都における権利

金授受の実態が僅か 9.8%しか存していない」（添付資料 9）や「物権化いた

しますと，・・借地権設定の対価というものは非常に高いものになる・・・ 

  おおむね所有権の七〇％あるいは八〇％くらいというのが借地権の価額とい

うふうに見られておる」（添付資料 23の 1乃至 5）とした答弁を確認した。 

   結果として，この借地非訟制度は「借地権設定時に契約期間満了期（原始

的理念）がきたら明け渡してもらうことを前提として，それが為に権利金等

一時金を徴求せずに貸し付けたにも拘わらず，本来は借地人が借地権設定時

に負担を必要とする更地価格の 70%～80%の権利金と同額を，しかもその借地

人に対して支払わなければ，自らの土地所有権を回復することは出来ない」

としたシステムを法改正により構築し，司法はこれを無定見に追認している

実態となっている。これは，前掲した吉田内閣が答弁書(添付資料 8-2)で

「⑧借地権設定の場合と借地権譲渡の場合と均衡を失する憾みがあります」，
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「⑨「権利金」については充分再検討をいたしたいと存じます」の時限を遙

かに超えた，立法・司法の両当局者の不作為の証拠でもある。 

   つまり，同局長の「地主側には、借地権が物権になりました場合に特に利する

ところというものはないだろうと思います。」との答弁は，この非訟制度は土地

所有権者の異議権を一方的に封じたことにより，実質的には物権化したと同

様の実態に繋がっている。それを踏まえると，「賃貸人ニ不利トナル虞ナキニ

拘ラズ」とした条文と真っ向から衝突するような，土地所有者に不利をもた

らす背信的な法改正であることを自ら認めたに等しい。 

 

 

 

其の五 旧借地法に関する立法・司法等当局者の不作為として 

 

第１ 法令･判例法の憲法適合性に関して所管当局者が負うべき責務として 

 １，立法とその再検証システムに関して， 

  「平成 22(行ツ)129 選挙無効請求事件 平成 23年 03月 23 日最高裁判所大 

  法廷判決」の 30頁後段で，裁判官田原睦夫氏は次のような補足意見を認めら 

  れている（下線丸数字・下線は当方加筆）。 

 

   「国会は，国権の最高機関として，また，唯一の立法機関として，国会で適正と判 

 断する政策目的の実現に向けて，その裁量権を行使して適宜の立法をなすべき責務 

 を有しているが，①その立法に当たっては，憲法適合性について十全な配慮をなす 

 とともに，②立法を制定した後においても，常に立法目的の達成状況を点検し， 

 ③立法制定後の状況の変化を注視し，当該法規の憲法適合性について疑問が生じ， 

 あるいは国会以外のところから疑問が投げ掛けられるに至ったときには，国会自ら 

がその自律的権能を行使して，その憲法適合性を検討すべき責務を負っているものと 

いうべきである。」 
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   立法手続きが国会決議に基づくことを否定するものではないが，借地法改 

  正・制定に関わる法務委員会等の討議を検証すると，政治家がその職責を殆 

  ど果たし得ていないことに唖然とするような実態がある。と同時に，その立 

  法政策に関する殆どが所管庁の事務方に大きく依存していることは，今更に 

  云うまでもないこととなる。その視点に立つと，旧借地法を含めた借地借家 

  法等の所管は法務省であり，その実質的な起草者は同省民事局となることか 

  ら，借地法に関しては「国会」は実質的には法務省民事局そのものであり， 

  それが為に同①②③の責務を負っていることもまた然りである。 

   加えて、本書は③「国会以外のところから疑問が投げ掛けられるに至ったと 

  き」と解して正対して戴きたい。また，三権分立の例を紐解くまでもなく憲 

  法 81条が法令に関する違憲審査の主体として規定していることから，三審制 

  度が健全に機能している限りは立法府の瑕疵に関する基本的な是正手段は講 

  じられていることになる。 

 

 ２，判例法とその再検証システムの必要性の有無に関して 

 (1)一方，最高裁大法廷は前述した昭和 37年最判例のように，立法府が想定し 

  た立法趣旨に基づく法の運用は「社会的正義に反する」とした判断で，その 

  立法事実を拡大・変更した上で，新たな裁判規範を定立することができる権 

  能が付与されていることになる。結果として，最高裁は立法や改正等に伴う 

  政治的駆け引きを含めた国会の煩雑な承認手続きを経ることなく，判例法と 

  して既判力を有する立法府（国会・法務省民事局）と同等の，或いはそれ以 

  上の実質的な立法機関としての権能を有していることになる。 

   それを踏まえた上で，第 90国会衆議院法務委員会・会議録 2号（添付資料 

  27の 1・2）で当時の西山最高裁判所長官代理（最高裁判所事務総局行政局 

  長）の次の答弁の是非を検証する。 
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   ④「最高裁判所から出されました判決について論評を加える、あるいは判文の解釈 

    や根拠を示したりするというふうな立場にございませんことを御了解いただきたい 

    というふうに考えるわけでございます。」 

   ⑤「具体的な事件を離れて抽象的に法律、命令等が憲法に適合するかしないかを決定 

    する権限を有するものではない、それが最高裁判所の立場である。」 

   

   国会における立法処置は，前掲①の憲法適合性に関しても審議会・法務委 

  員会・公聴会等々において，所管事務方や国会議員の討議や，法学者・民間 

  専門家等の検証を重ねて，つまりは多人数の視線や真逆の政治的批判に晒さ 

  れて本会議決議に付される。また，前掲②③については後述するように法務 

  省民事局が然るべき責務を果たしてきたかには多大な疑問とするところで 

  はある。しかしながら，前述したように社会情勢の変動により法の理念が陳 

  腐化するに至った場合や，立法段階における瑕疵については裁判所の司法審 

  査により，少なくともその修復システムは講じられている。 

   問題は，例え大法廷といえども僅か 15名の裁判官と調査官を含めたｽﾀｯﾌに 

  より，つまりは前述したように国会決議に至る委員や専門家を含めて，政治 

  的な立ち位置の異なる多人数且つ重層的な批判・検証を経ることなく，実質 

  的な立法権能が行使されてきた実態の是非，つまりは司法システムは健全に 

  機能し得ているのかにある。 

 

 (2)「昭和 27(マ)23 日本国憲法に違反す行政処分取消請求  昭和 27年 10月 

  08日 最高裁判所大法廷 判決」は以下のように判じ，前掲した最高裁事務 

  方の④⑤の答弁はこれに準じたものと推測できる（丸数字は当方加筆）。 

 

   ⑥「要するにわが現行の制度の下においては、特定の者の具体的な法律関係につき 

    紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、 

    裁判所がかような具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲牲を判断する権限 
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    を有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない。」 

 

   この解釈に関しては，法律上の争訟の殆どは立法府が制定した「法令」の 

  解釈・適用に関するものであり，少なくとも当事者が異議を唱えていない限 

  りは，その法令が誰かの権利義務に不利益を及ぼす可能性は無いと解し得る 

  ことから特に異議を呈する必要もない。 

   しかしながら，其の三で検証したように遙か昔に終局に至った事案に関す 

  る最高裁判例，特に昭和 37年最判例のような大法廷判例は，事後の類似事案 

  に対する裁判規範として第三者や，それ以前に裁判官が再検証の必要を覚知 

  しない限りは裁量・判断を拘束することは否めない。 

   当方が本書にて問題提起するに至った最大の理由も，上告事案１乃至 3や 

  現時点で訴訟追行中の事案の何れにおいても，当事者として且つ「具体的な事 

  件」に則して「判例法」に関する再検証の必要を求めたにも拘わらず，然る 

  べき司法審査の責務を逸脱した判断を繰り返したことにある。 

   しかも，前述したように最高裁は裁判要旨に依存する以前に「念の為」に 

  「判例解説」を開いて一読する必要を覚知することなく，或いは事後事案で 

  の原審判決で「旧法 4条 1項は憲法に違反しない」と当事者の主著と異なる 

  事実認定がなされ，あろう事か「適用違憲は正当事由が認められないことに 

  対する異議に過ぎない」とした初歩的な過ちを侵し，それに対する上告に対 

  して憲法適合性の審査を求めた事案であるにも拘わらず「単なる法令違反の 

  主張」であり「民訴法 312条 1項又は 2項の規定に該当しない」として決定 

  で退けた。尚，念の為に本書は当方の訴訟事案に対する介入・監督を求めた 

  ものでないことを確認しておきたい。と同時に，裁判所は一連の訴訟事案に 

  おいて司法研修所の資料等に「書いて」ある注意事項に関してさえ怠ったに 

  止まらず，事業用・居住用の別を仕分けする必要性に関しても，それが裁判 

  所に課せられた本来の責務であるにも拘わらず，何処にも「書いてない」と 

  してその判断を回避した。 



このO1Jを含めて，極めて不可思議な判決が繰り返されているが，当方に関

しては，今後も類似事案の提訴や再審請求を予定していることから，少なく

とも裁判官が当方の憲法適合性に対する法的見解を回避しない限りは，実質

的に前訴ともなる上告事案1乃至3は修復し得ると考えている O

(3)問題は，其の三で検証した借地非訟事件に関する抗告判例のように，明らか

に違憲判決としか評せない場合， しかもその判例の何れも裁判官，法学者，

弁護士，不動産鑑定士，関連業界等々の経験則に既に刷り込まれている場合，

加えて当事者が法の不知を補う為に依頼した訴訟代E黒人も同様であるとする

とすると，その修復の可能性は皆無となる可能性は否めないことになる O

それ以前に，当方が違憲判例とした抗告判例は，その検証が誤っていない

場合には，既に類似事案当事者の権利侵害に荷担していることは否めない。

そうすると，その違法性修復の必要において違憲立法審査権とは逆パー

ジョンともいえる，謂わば過去の最高裁判例に関する再検証の必要性を否定

できない。これについて， これまでに司法審査会等の温上に挙げられたこと

はないのであろうか。それ以前の問題として，最高裁を含めた司法システム

に携わる裁判官は，あらゆる職種に優る「学習能力Jが求められているので

はなかろうか，その{固の不足を補う為に合議システムが構築されたのでは。

前掲④⑤⑥に関しでも， I書かれた権限」に拘束されることは当然として，

「書かれていない責務」に関しても第三者的な視点で「過去の判例法Jの再

審査システムを構築する必要を提起した裁判官は存していないのであろうか。

これを含めて，本書冒頭で言及したように，三審制度の健全性は如何なる

手段で担保されているのか，その手段が存していないとしたら改めて構築す

る必要はないのかが，本書提起に至った最大の理由でもある O

第2 法務委員会における従前の例としての昭和 37年最判例の取り扱いの矛盾

1，平成3年・第 121回国会で成立した新法は，その的知第2条二で旧借地

内
喝

υ
門
/



 

- 74 - 

 

  法の廃止と同第６条で旧法４条１項規定の契約更新については「なお従前の 

  例による」と規定した。「従前の例」については，参議院法制局法制執務コ 

  ラム「経過規定と旧法令の効力 J(添付資料 20)で，次のように解している。 

    

「まず第一に、改正又は廃止前の法令が適用される根拠が違います。「なお従前の 

例による」の場合、改正又は廃止前の法令自体は失効していて、「なお従前の例に 

よる」という規定が適用の根拠となっていますが「なおその効力を有する」の場合、 

改正又は廃止前の法令が効力を有するとされているので、当該改正又は廃止前の法

令自体が適用の根拠となります。」 

 

   これに関して，当時の清水法務省民事局長は，衆議院法務委員会において 

  「その「従前の例による。」という限度において旧法の規定が、・・・なお効力を 

  有する規定として適用される」と答弁（添付資料 24）されているが，前掲参議 

  院法制局の解釈に照らすと旧法の規定が直接に効力を有するのか否かの見解 

  が異なることになる。同局長は続けて，「旧法の規定についての判例の効力」 

  については「旧法の規定が適用されるということになると・・・それについての判 

  例もそのままの形で意味を持つ」と答弁されている。法の憲法適合性に関して， 

  裁判所法第 10 条１項は次のように規定している。 

 

「第十条(大法廷及び小法廷の審判) 事件を大法廷文は小法廷のいずれで取り扱う 

かについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小 

法廷では裁判をすることができない。 

一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか 

しないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則 

又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)」 

   

   前述したように，昭和 37年最判例は旧法 4条１項が「土地所有者が自ら使 
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  用することを必要とする場合，・・・正当事由に該当する余地もないではない」と 

  した文理解釈を自ら示しながら，「依然とした宅地不足にある現下の実情」にお 

  ける借地権者の保護の必要や，その手段として土地所有権者の財産権の制限 

  は，何れも「公共の福祉」に適うとしてその解釈とは異なる裁判規範を新た 

  に定立した。当方も，その審級を問わずして旧法 4条 1項の憲法適合性が争 

  われた類似事案の有無を探索したが確認することはできなかった。 

   また，第 90 回 国会 衆院 法務委員会で，西山最高裁判所長官代理は 

  「法令とか処分の憲法適合性の有無が下級裁判所で争われるときは、その点につい 

  ては常に最高裁判所への上訴が許されなくてはならないということを意味するもの 

  と解されている」との答弁（添付資料 26）を踏まえると，当方の上告事案１に 

  おいて上告棄却理由として同最判例の裁判要旨を引用したことからも，同最 

  判例は同規定の憲法適合性に関する規範を示した唯一の大法廷判例，つまり 

  これも唯一の「従前の例」となる。 

  

 ２，ここまで述べてきたように，昭和 37年最判例は旧法 4条１項の文理解釈 

  を「社会正義に悖る」とした従来の小法廷判例を束ねるような外形で，立法 

  事実を拡大して新たな裁判規範を定立したものであり，今日においても既判 

  力を有する大法廷判例として引用されている。ところが，借地非訟制度創設 

  を目的とした旧法一部改正時の昭和 41年 第 51回 国会（法律第九三号・添 

  付資料 3）や，第 121 国会での新法制定時を含めて，何れの法務委員会にお 

  いても正当事由に関する判例には言及（添付資料 4の 2）されていても，同 

最判例を特定した質問・答弁の記録が一切確認出来ていない。 

 立法と司法との関係に関して，今井功最高裁判所長官代理は「法律の解釈、 

適用の問題でございますが、これは申すまでもなく、この文理といいましょうか、 

が一番重視されるというのが原則であることは言うまでもないことでございま 

す。」とされ，続けて「今回の改正によりまして判例が正当事由を従来より拡大 

して解釈するということはないというふうに考えるわけでございます。」（添付資
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料 28）とされている。ところが，昭和 37年最判例は今井氏の答弁が虚偽乃

至は二重基準ともなるような外形で立法当時の文理解釈を拡大している。 

 つまり，其の三で検証したように借地非訟制度は，謂わば昭和 37年最判例 

が旧借地法の原始的理念を棚上げして土地所有権本来の権能「処分の自由」 

の回復の機会を最短 30年・最長 60年の法定更新，実質的には新規の借地権 

設定とも看倣せるような土地所有者に一方的な義務を科したものでもある。 

   借地非訟制度は，同最判例が科した義務に加えて新たな義務，しかも土地 

所有権者の異議を封じてまで，「街のあるべき姿」を顕現する為に，私法関 

係の一方の当事者の異議権行使を制限する為に改正された法である。 

 そもそも，「街のあるべき姿」を目的とした法は，借地非訟制度創設の主 

たる目的であった戦後復興時に応急的に再建された普通建物が，最短契約期 

間 20年を経て暫時更新期を迎えることと，その機能更新に際しても耐火建築 

促進法を踏まえた堅固建物への条件変更が望ましいこと，それには土地所有 

権者の同意を必要とするがそれは難しいこと，等々を踏まえて土地所有権者 

の異議権を封じる目的で法改正されたものである。同規定の憲法適合性につ 

いては，法務省民事局が第 121回国会時において「公共の福祉」を含めて， 

第 51 回国会時とは全く逆の答弁が行われているので，次項で確認・検証する。 

 

第３ 立法者及び最高裁が誤った「公共の福祉」等に対する背信的な二重基準 

 １，新旧借地法における正当事由の趣旨に関する二重基準 

 (1)前掲した清水民事局長は，第 120回衆議院法務委員会・会議録 11号(添付資

料 3１ )で，以下のような答弁をされている（丸数字・下線は当方）。 

 

 「⑦正当事由条項の中に土地の有効利用とかあるいは土地・建物の存する地域の状況 

  というようなものを入れますと、これは先ほどもちょっと議論になりましたけれど 

  も、従来の判例理論で認められた正当事由条項をはみ出すことになります。要綱試案 

  におきましては、そういう有効利用とかあるいは土地・建物の存する地域の状況等を 



正当事由の要素にしたらどうかという形で、まあ試みの案という形で法務省がこれを

作成しまして発表いたしましたところ、各方面から、それでは従来以上に借地人、借

家人を不利な状況に追い込むことになる、土地の地域の状況、つまり高度利用とかそ

ういうような政策的な要素が入ってくる、⑧あくまでも借地・借家関係というのは借

り手と貸し手の問の関係であって、そのいずれかが公的な要請である土地の再開発と

いうようなことの犠牲になるべきではない、いずれかが犠牲になるというような形で

の正当事由は認めるべきではないというような意見が非常に強く出てまいりまして、

最終的に土地 建物の存する地域の状況というのは除外すべきだということに法制審

議会の結論がなったわけでございます。」

(2)一方、昭和 41年第 51回国会時の「法律第九十三号(昭四一六三0)

借地法等の一部を改正する法律J(添付資料 3)による借地非訟制度創設に際

して、新谷民事局長(添付資料 32の 1)は以下ように答弁されている O

「⑨わが国の狭い国土の中でこの土地を最高度に利用しなければならないというこ

とも、これは当然のことでございます。そうかといって、所有権は所有権として私権

でございますので、これを尊重しなければなりません。また一方におきまして、

⑩現在のわが国の特殊な社会情勢から考えますと、私権である所有権、その他の物

権といえども、やはり公共の福祉と申しますか、そういった観点からの調整を受け

ることも、これはまたある程度やむを得ない問題であろうと存ずるわけであります。

⑪そうあってこそ初めてこういった深刻な借地、借家の関係の問題も解決されるの

であろうと思うわけでございます|

「お説のとおり私権ではありますけれども、⑫やはりそのときどきの社会情勢にこ

れがマッチするものでなければなりませんので、そういう意味で土地を合理的に利

用するという目的のために、いろいろの措置を講じた次第でございます。

(3)前掲の⑦「正当事由条項の中に土地の有効利用とかあるいは土地・建物の存する

円
/

月
/
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  地域の状況というようなものを入れますと、・・・従来の判例理論で認められた正 

  当事由条項をはみ出すことになります」とした答弁は，⑨「わが国の狭い国土の中 

  でこの土地を最高度に利用しなければならない」とは，借地法の立法手続きにお 

  いて，その趣旨が完全に真逆となっていることを露呈している。 

   特に，旧法 8条の 2の「防火地域ノ指定、附近ノ土地ノ利用状況ノ変化」 

  に言及した新谷民事局長の以下の答弁（添付資料 32の２）は，法改正の根幹 

  が 30年近い歳月の経過により化学変化を来したとしか解せないような，当局 

  の背信的な二重基準となっている。 

 

⑬「商業地域になりまして、その地帯一帯に鉄筋のりっぱな建物が並んだというふ

うな場合に、ただひとり特定の建物のみが旧態依然たる木造の建物で残っておると

いうのも、いろいろの面から見まして歓迎すべきことでもございません。そういう

場合に、この法律の八条ノ二が働くわけでございまする」 

 

   この答弁の違いは，旧法 4条 1項に基づく土地所有者の異議権行使の「正 

  当事由」と，旧法 8条の 2に基づき借地権者の非訟事件としての申立権行使 

  に伴う「正当事由」とは，「附近ノ土地ノ利用状況ノ変化」の解釈に関する 

根底が異なっているとしか解せないような矛盾を来している。 

 

 (4)旧法 8 条の 2 に関して，其の三で検証した抗告判例４「昭和 48(ク)105」は， 

  ｢土地の合理的な利用のため、後見的立場から合目的的に裁量権を行使して裁判し｣ 

  として、土地所有者の抗告申立に対する棄却理由としている。 

   この判断は，前掲⑨「土地を最高度に利用しなければならない」，⑫｢その 

  ときどきの社会情勢にこれがマッチする・・・土地を合理的に利用するという目的｣ 

  ⑬「旧態依然たる木造の建物で残っておる・・歓迎すべきことでもございません」 

  とした立法段階における政府委員の答弁，つまりは立法趣旨を最高裁自らも 

  何の疑問を抱くこなく追認し裏付けたことになる。 
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   問題は，これが前掲⑦「正当事由条項の中に土地の有効利用とかあるいは土地 

  ・建物の存する地域の状況というようなものを入れますと、・・・従来の判例理論 

  で認められた正当事由条項をはみ出すことになります」，同⑧「あくまでも借地・ 

  借家関係というのは借り手と貸し手の間の関係であって、そのいずれかが公的な要 

  請である土地の再開発というようなことの犠牲になるべきではない、いずれかが犠 

  牲になるというような形での正当事由は認めるべきではない」とした答弁は，昭和 

  37年最判例の「公共の福祉」に関する判断過誤として言及したように，この 

  当時でも解明し得た「判断基準」であることに鑑みると，その憲法適合性の 

  判示については到底相容れることの不可能なものとなっている。そもそも， 

  同判例は借地非訟制度に関する憲法 29 条他との適合性が争われた事案であり， 

  前述したように同規定の立法趣旨を盲目的に追認した外形を踏まえると，こ 

  の事案に限らず本書で俎上に挙げた事案に携わった最高裁裁判官は，その判 

  示内容の限りにおいて三権分立や違憲立法審査権の｢精神｣の欠落が，｢国益｣ 

  の最終防衛者でもある自らの「尊厳」を損なうに等しいとの基本的な認識を 

  欠いているとしか看倣せない。それが為に，冒頭で言及したような「国益判 

  例」が判じた「借地法四条一項の精神」が，法務委員会での政府答弁(添付資 

  料 30）で俎上に載せられているが，他の委員から「国益」と「私益」との 

  違いが提起されていないことは，その委員会の形骸化乃至は表面的討議に 

  止まっていることの一例でもある。 

 

 ３，新旧借地法における「公共の福祉」に関する二重基準 

 (1)前掲した⑩「現在のわが国の特殊な社会情勢から考えますと、私権である所有権、

その他の物権といえども、やはり公共の福祉と申しますか、そういった観点からの調 

  整を受けることも、これはまたある程度やむを得ない問題であろうと存じるわけ」 

  とした答弁と，新法制定持の清水民事局長の⑧「借地・借家関係というのは借 

  り手と貸し手の間の関係であって、そのいずれかが公的な要請である土地の再開発 

  というようなことの犠牲になるべきではない、いずれかが犠牲になるというような 
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  形での正当事由は認めるべきではないという」との答弁は，旧法 4条 1項と同 8 

  条の 2とは「正当事由」の解釈そのものが異なると解したことになる。 

   清水民事局長は，⑧と同様の趣旨で次のように答弁（添付資料 31の 2）を 

  展開されている。 

 

「⑭借地借家法というのは、そういう土地の公共的性格というものを基本として公 

共的な見地から立案するあるいは法律をつくるというような性格のものではござい 

ませんで、土地で申しますと、あくまでも地主と借地人の権利関係が合理的に公平 

に調整されるようにということを目的としてつくられた法律であるというふうに私 

どもは思うわけでございます。⑮そういう公共の福祉とか公共の利益ということの 

ために、例えば借地人なり地主の方が犠牲と申しますか権利の制約を受けるという 

ようなことは、借地借家法の問題ではございません。都市再開発のために例えば一 

定の地域を強制収用する、その際に借地権も収用する、借家権も収用するというこ 

とは、それは土地収用法の問題かもしれませんけれども、借地借家法の問題ではな 

い、⑯あくまでも当事者間の権利関係を合理的に調整し、公平ならしめるというの 

が借地借家法の目的だというふうに思うわけでございます。」 

 

   この⑭「借地借家法というのは、・・・公共的な見地から立案・・あるいは法律 

  をつくるというような性格のものではございません」は，前掲した⑧「土地の再開 

  発というようなことの犠牲になるべきではない」とは同軸となる。 

 

 (2)同様に，⑩「公共の福祉と申しますか、そういった観点からの調整を受けること 

  も、これはまたある程度やむを得ない問題であろう」と､⑮「そういう公の福祉と 

  か公共の利益ということのために、例えば借地人なり地主の方が犠牲と申しますか 

  権利の制約を受けるというようなことは、借地借家法の問題ではございませ」との 

  答弁とは真逆となっている。問題は，これを直接的に二重基準として批判す 

  ることは容易いとしても，当方も国民の一であり，仮に法務省民事のガバナ 
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  ンスや，データーベース等に少なからぬ問題を孕んでいるとすると，その不 

  備から生じる不利益も，また止むなく共有せざるを得ないことにもなる。 

   特に，借地非訟制度の運用がもたらした旧借地法の運用に関す悪弊につい 

  ては添付資料 16の 1乃至 4で検証したが，対象となった土地所有権者が被っ 

  た損害は既に修復の可能性が難しい事案が殆どである。 

 また，⑯「当事者間の権利関係を合理的に調整し、公平ならしめるというのが 

借地借家法の目的」だとされた概念が，単に法務省に限らず最高裁において 

も戦後復興の混乱期を脱しつつあった昭和 20年代末期以降において周知徹 

底されたいたら，今日のような混乱を来すことの可能性は低かったと考えざ 

る得ない。と同時に，新法制定持に遡及効を棚上げするような不可解な処置 

を講じる必要すら無かったはずである。 

 加えて，誰であれ結果論で評することは容易いとの批判はあろうが，本書 

で指摘した借地法の原始的理念や，「公共の福祉」の概念は少なくとも戦後 

の民主主義体制下においては正解し得たはずであり，仮にどこかで誤ったと 

しても適宜･適切な修正の必要が提起されるべきであった。 

ところが，当局者も学会等の関係者･団体においても，例えば昭和 37年

最判例の「解凍」の必要性が提起された前例を確認し得ていない。 

   何れにしても,本書で提起した問題の諸々については，現時点においても新 

  たな損害を被っている当事者が存することも否定出来ないことから，まずは 

  両当局者自らが，この「公共の福祉」の概念について「検証可能性」を維持 

  し得る「科学的」な規範に基づく「再検証」をお願いして本書を閉じたい。 

 

                                  以上 
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