


敷地の利用外形の改善や，今後において絶対的に避けられない既存建物

の機能更新の必要を含めて， この銀座の地に相応しい，より公益性の高

い利用外形への転換を目的としたものである O

一方，本件請求を含めた一連の事案は，双方の財産権の衝突に外なら

ず，そうすると何れが「公共の福祉」に資するかは，比較衡量の対象と

なるはずであった O

2，借地権に関しては，明治 42年の投下資本や賃借権保護等の社会法的

観点から導入された「建物保護ニ関スル法律J，同様に戦時体制下の昭

和 16年に社会秩序維持(銃後生活の安寧保護)を目的として正当事由

制度が導入された O 特に， この正当事由制度ついては，社会法的役割lや

投下資本回収等の目的が相当に達成された事案に対してまで，その借地

権保護の手段として土地地所有権の制限を継続せしめることが，本来の

公共の福祉の命題に資するか否かの検証がなされないままに，恰もその

権利が「物権Jで有るかの概念で司法を始めとした関係専門家の経験則

が形成されてきた O 上告人の本件を含めた一連の請求訴訟は， この法の

解釈・適用における経験則の再検証を手始めとして， I財産権の主体と

して自己の財産上の権利利益の保護救済」を求めたものである O

また，後段で詳論するように憲法 29条の財産権と土地所有権との関

係についても，同 2項と 3項との法学的区別の無いままに，永年に亘っ

て恰もそれが「同一軸」で有るかの知き「解釈」で「一括り」にされて

きた O つまり，土地所有権に関しては，同 3項の「補償」に当たる権利

金等一時金等の授受の事実が地代家賃統制令等もあり存していない「借

地権jに供されている場合と， I補償jを要する土地基本法(収用法)

等の場合とは，その反射益についても「私益Jと「公益」の大きな差違

がある O この財産権の補償の要件に関して，我が国における「オープン
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コンテント J(創作物や著作物が法的に共有された状態)としては，最

大の百科 事.914である「ウィキペディアJは以下のように解している O

「補償に際しては、「特別の犠牲Jが発生することが必要となる。特別の犠牲

とは、損失補償を行わないと社会全体の公平性が保てないような公の犠牲で

あり、それが特定の個人に生じた場合である。しかしながら特別の犠牲は明確

な概念ではなく、学説もさまざまである。例えば下記のとおりだが、現在ではそ

れが特別の犠牲と言えるのか、さまざまな要件から客観的 a具体的・総合的に

判断することが求められているo

財産権への侵害行為が個別的か一般的か(JI~ 式説)

その犠牲が財 産権の本質を侵すか否か(実質説)J 

詳細は後段で述べるが，上告人に限らず借地権に供出した土地所有権

者が被ってきた最大の犠牲は，所有権本来の権能となる「処分の自由」

に関する制限である O この「処分の自由」は，土地収用等の場合には「補

償Jが完了するまでの「一時的」な制限に止まることに加えて，本来の

土地所在地の移転 ・変更を伴う ことが， I特別の犠牲」と されることに

より「補償」が必要とされる O これが，借地法の場合は立法段階であれ，

司法段階であれ， I補償」の必要が論じられることは皆無である O とす

ると，その「処分の自由」の制限は，特別の犠牲では無いとしたことに

外ならないが， これが司法審査に附された事例は存していない O

上告人は，土地所有権と財 産権との関係において，後述する財産権判

例が示した司法審査 を求めたが，原審はこれを完全に無視した O

前掲した「ウィキ ペディア」は，その方針として「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 O つまり，

そこでの惰載記事については， I真実かどうか」ではなく， I検証可能
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かどうかJI つまりは 「真偽よりも検証可能性Jが重んじられる とされ

ている。上告人がこの「ウィキペディア」に言及した理由も，そもそも

「検証可能性Jは裁判体の判断(判決)における根拠や， 双方当事者が

求められる当然の立証手段であり， これは証拠でもある O

上告人が司法審査の必要から引用した財産権判例は， この検証可能性

の証としたもので有るが，原審はこれを完全に無視した O それ以前の.

問題として，原審は医置Fリ決が昭和 37年最判例を 棄却理由の根拠とし

たことや極圏最高裁判決が何らの根拠を示すことなく「単なる法令違

反の主張に過ぎないJとしたことは，覚知している O 上告人は，この両

判決は何れも憲法違反であり，その修復は司法の連帯'責任であるとした

がこれも原審は無視した O 両最高裁判決の問題は，昭和 37年最判例の

判決内容を再検証することなくその裁判規範は依然として有効であると

したことと圏圏*リ決はその事実は知しながら同制|酬を無視したに

止まらず，それに代わる裁判規範を示す必要を怠ったことにある。

つまり，両最高裁判決は，法規の適用における憲法との適合性を判じ

た大法廷判例の位置づけを完全に失念した違憲判決となっている。

原審も， この両最高裁判決と同様に H自和 37年最判例に代わる新た

な裁判規範を示すことなく，旧法4条 1項を適用して上告人の請求を退

けた。しかしながら， これも -闘園田園阻飯田 の両最高裁判決と同様に，憲法

との適合性を著しく欠いた判決であり，原判決が示した判決事実には妥

当Eつ合理的な理由の不備及び組断があり，これを原因として憲法第 2

9条 2項が保障する上告人の財産権を侵害した明らかな違憲判決となる O

以上の理由から，本件上告は民事訴訟法第 312条 1項及び同 2項 6

号の規定に基づき認容された上で，原判決は破棄されるべきである。

第 1 土地所有権の制限と憲法 29条との適合性について
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1，旧借地法第 4条 1項 (以下「旧法4条 1項」という )の適用に関し

ては，財産権の制限に関して憲法との適合性を判じた昭和 37年 6)j 

6日付-・最高裁大法廷判決(以下「昭和 37年最判例 」という)が存し，

今 日まで これを先例とした司法判断が繰り返されて来た O

上告人は，本件請求の以前に前訴とも云え醤翻tr案(判決乙 7の

1乃至 3)や，盟国事案(判決甲 88 )等の本訴請求を行ってきた。

その主たる目的は，旧法 4条 1項を盲目的に適用された場合，上告

人が被る財産権の侵害は「社会通念上の受忍限度を遥かに超える j こ

とから憲法違反となると主張してきたし， これは本件も同様である O

また，上告人が旧法 4条 1項を法令違憲と主張していないのは，控

訴理由書の 2頁以下でも述べたが，昭和 37年最判例が同規定の文理

解釈とした以下の解釈にある(控訴理白書添付ーの目録 1より)。

「力)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

スルコトヲ必要ト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」

これに加えて，控訴理白書の目録 3の 1及び 3の 2の第 121回国会・

衆参法務委員会会議録を引用して，永井紀昭政府委員(法務大臣官房

審議官)が「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 され， I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」との答弁を引用 した O

5 



また，永井審議官の「社会的正義に反する jとされたことについて，

同最判例は「キ依然たる 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J，rケ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」 として いるように，当時の社会事情を踏まえた極めて限定的

な前提条件を以て，同規定の適用は財産権を侵害しないとした判断に

至ったことは容易に確認できる O また 同最判例は同規定の文理解釈

を補う必要と，憲法との適合性に関する裁判規範を示す必要から大法

廷に移審されたものである O 法令の解釈・適用における大法廷判例の

位置づけについては，裁判所法第 10条 1号の 「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」の規定を正解する限りは 論じるまでもない O また，同最判例は

同規定の憲法との適合性を 判じた唯一の大法廷判例であ るO 原審判決

盤置も同様)の問題は，上告人が予め警告 したにも拘わ らず，大法

廷判例としての同最判例の位置づけを見誤ったこと ，それ以前に同最

判例や法務省上級の立法担当者が同規定の文理解釈を説いた事実を把

握 し得ていな いことから ，釈明権不行使を含めた審尋の欠触が審理不

尽を来たし，それを原因とし て論理法則の違反や，理由不備の違法に

繋がって いることは否定しがたいとこ ろがある O

2，原審は，前述した昭和 37年最判例が大法廷判例であ ることの法学

上の意味を正解し得なかったが為に， r第 4 当裁判所の判断」にお

いて一部の変更を加えた以外は一審判決が示 した以下の違憲判断(2 

争点 1について(2 3頁 5行目)を，批判的検証に供することなく刑事

司法における検察調書の丸呑みと同様に包括的に追認した(控訴理白

書の第 2よ り転記 )。
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(6) 原告は，本件について旧借地法6条2項， A)4条 1項ただし書を適用し

て原告の土地所有権能を制限することは，原告の財産権(憲法 29条)を

侵害するものであって，その侵害は社会通念上の受忍限度を逢かに超えて

いるから，本件に上記規定を適用することは違憲となる旨主張する。

しかし B) 旧借地法6条2項につき，借地人が賃借する土地を住居として

利用する場合にのみ適用すべきものと解することはできないし， C)原告の主

張するところは，要は，本件異議に正当事由があるとはいえないとして本件賃

貸借契約の終了を認めないのは不当であると述べるにすぎないものであっ

て，本件異議に正当事由が認められないのは前記判断のとおりであるから，

D)原告の前記主張は理由がない。」

控訴理白書でも再確認したが，上告人が B )の ような拙劣な主張を

した事実は存して いないし，それ以前に， これは A)の「社会通念上

の受忍限度jの根拠とは云えない。また， C)の判断についても，旧

法 4条 1項の適用に対する憲法との適合性に関する司法審査の請求と，

同規定適用に伴う比較衡量に対する異議とが同一軸にあるとしたに等

しく，これは論理法則においても妥当とは解せないし，何れも A)の

適用違憲を退ける理由とはなり得ない O

これが，原審の合議体により追認された判断であることを踏まえる

と， 三審制度の形骸化ともいえる論理法則の違法や審理不尽を含めた

典型的な違法を原因として，理由不備に至ったと批判せざるをえない O

上告人は，本件請求において旧法 4条 1項の適用は違憲となること，

昭和 37年最判例は射程外であることを 含めて ，再々の警告を繰り返

した O 従って，原審がこの法学的な意味を正解し得たならば，少なく

とも B)乃至 D)の判断を合憲とするには，その以前に同規定の適用
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に関して同最判例に代わる憲法との適合性を示す必要があったが，原

審はこの認識すら確知し得ていない O

3，上告人が，控訴理由書 58頁の 1項以下で引用した大法廷判例(平成

12(オ)1965短期売買利益返還請求事件平成 14年 02月 13日大法廷

/昭和 59(オ)805共有物分割等 昭和 62年 04月 22日 大法廷 )は，

「財産権に対する規制を必要とする社会的理由ないし目的」として，

主として次の 3点を掲げている O

①社会公共の便宜の促進，

②経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策に基づくものから，

③社会生活における安全の保障や秩序の維持等を図るもの

この目的に対する手段として， rその規制が憲法 29条 2項にいう

公共の福祉に適合するものとして是認されるべきものであるかどう

かJの判断に関して，以下のような審査基準を示している O

④規制の目的，⑤必要性，⑥内容，⑦その規制によって制限される

程度等を比較衡量して判断すべきものである O

続けて，裁判所は「③立法府がした右比較衡量に基づく判断を尊重

すべきものである Jについては，前掲した永井紀昭法務大臣官房審議

官が第 121回国会法委員会答弁で「これは社会的正義に反するので

はなし 1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」とされているよ

うに，旧法4条 1項については昭和 16年立法段階の解釈・適用の規
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範を，裁判所が昭和 37年最判例等で自ら変更したことは，本来の違

憲審査とはその根本の事象が異なっている O 同判例は，続けて以下の

判断・審査の規範を説いている O

⑨公共の福祉に合致しないことが明らかであるか，又は規制目的が公

共の福祉に合致するものであっても

⑩規制手段が右目的を達成するための手段として必要性若しくは合理

性に欠けていることが明らかであって

⑪立法府の右判断が合理的裁量の範囲を超えるものとなる場合に限

り，当該規制立法が憲法二九条二項に違背するものとして，その効

力を否定することができるものと解するのが相当である O

上告人は，本件請求に関しては，旧法 4条一項本来の目的でもあっ

た①乃至③に対して，④乃至⑦に基づき比較衡量すると ，その保護の

目的は既に⑨公共の福祉に合致しないことは明らかであり，当然に⑩

規制手段も必要性・合理性にかけること，そうすると同⑪の昭和 37 

年最判例が示した裁判規範は，合理的裁量の範囲を超えることから，

その適用は違憲となることを主張し，その審査を求めたものである O

また，土地基本法に関わる収用事業等の場合は，その事業計画決定

段階から憲法 29条 3項に基づく「補償」が「完了」するまでの限定

期間，つまり土地所有権本来の権能である「処分の事由」の「一時的J

な制限に止まるものであり，継続的に制限される「借地権」とはその

根底において全く異なる O つまり，同 3項は「特定人に対して例え一

時的とはいえ，特別の犠牲を課すことになる場合」の「補償」の必要

を規定したものであることを踏まえると，土地所有権に対する「長期

的となる財産権の制限」であっても「補償」を必要としない，つまり，
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その経済的・精神的損害は「特別の犠牲jではないことの具体的・合

理的理由が示されない限りは，本件請求は違憲判決となる O

と同時に， 一方の被上告人らの継続的保護の必要について憲法との

適合性を証するには，これが「公益」であること つまり「占有継続J

により享受する「私益」は「公共の福祉」に適合するとの，昭和 37 

年最判例に代わる新たな「裁判規範Jを必要とする ことは，前掲した

財産権判例からも明らかである O

ところが， この財産権判例が示した「目的Jと「手段Jに関する司

法審査の基準についても完全に無視したことの結果，原審判決は明ら

かな違憲判決となっていることから，破棄は免れない O

第 2 憲法 29条 2項及び 3項と土地所有権の関係について

1， I民法学説百年史J (三省堂)は，その 247頁以下で社会法学を

専門とされていた渡辺洋三氏がその著「土地・建物の法律制度J (1 

960年-東京大学出版)において，土地と建物の関係に関して以下

のような解説が記載されている(丸数字下線は上告人加筆) 0 

( 1 )渡辺理論は、土地と建物の性質につき次のように認識している。

「資本主義社会における建物所有権は、①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。

②建物所有者はかならず私的資本の投下者(中略)であり、その所有権は、

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。

(中略}

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-ちょうど路傍の石のごとくー③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
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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、④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。⑤土地所有権が独立の財産権として法的価値をみとめられると

いうことは、それ自体封建的なことなのであり、資本主義経済したがって資本

所有は、かかる土地所有の克服のうえに成立する。(中略)本質的には、 土

地所有は資本所有の法則に服してのみ、そのわく内でのみ、その存在をみと

められる。J

渡辺教授の著作は ， 日本国憲法が制定された後の 19 6 0年 (昭和

3 5年)，つまり昭和 37年最判例の 2年前に出版されたものである。

同氏が法学界の「権威」でもあることを踏まえると，同最判例の判

決内容が詳細検証されることなく，その判決要旨のみを先例とされて

きたことと同様に， この「学説」についても「再検証」に附されない

ままの盲目的な学習者(法曹)や，これを「ソース」とした新たな「学

説J，あ るいはこれを「潜在的経験則Jとした「判決jが生み出され

た可能性を否定出来ない O また，同氏の「学説」は昭和 30年代の「近

代的土地所有権JのD NAとも云えるものである O この「学説」が今

日まで全く 「再検証」されないままに放置されてきたことを原因とし

て，憲法 29条の 2項と 3項の解釈・適用においても，土地基本法等

と借地法との区別がなされないままに論じられてきている O

2，しかしながら，同氏のこの学説には理解し難い無理があるここでの

①「人間の行為と関係なく自然に存在する物」としての土地は， r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」とされた

が， ここに「人間」を入れたことで， この学説は致命的な誤りを侵し

てる O そもそも，土地を含めた自然が有する「潜在的利用価値Jを見
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いだしたのも人類以前の動物であり，それとは異なる視点で人類が「自

然の，恩恵」の原始的利用を開始し ，それが「 文明発祥」に繋がったも

のである O その「恩恵」の流通・交換等に関して原始的な「需要と供

給Jや， r資本的価値J，その帰属を担保する為の「所有権」等の原

始的システムが生まれている O

つまり，その土地の利用価値は， r所有権jに付着する 「資本的価

値」の多寡に表現されているものであり ， これは政治体が確立される

以前から形成されてきている。また， r④土地のうえに建てられる建物

等々Jの「建物Jは土地の利用価値を顕現するための手段に過ぎない O

また，③土地のうえに生育する作物や立木は，その土地の土壌に大き

く左右されるが，少なくとも文明下の④建物とは根底が異なる O

当然のこととして，資本価値 を有する土地上の建物でしか 「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 Jとする説は成立し

得ない O そうすると， r②建物所有者はかならず私的資本の投下者(中

略)であり、その所有権は、いわばその資本投下とひきかえにえられた法律

上の保障ある o Jに関して， r建物所有者Jを「土地所有者Jに置き

換えると， r①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」と された解釈に つ いても， 建物

所有権者の保障の必要が，土地所有権者に優先すると解することは出

来ない し，解してはな らな いはずであ るO

にも拘わらず， r⑤土地所有権が独立の財産権 として法的価値を み

とめ られると いう ことは、それ自体封建的なことなのであり Jとされ

ていることについては，多大な疑問を提起せざるを得ない O

「建物ノ保護に関スル法律」に始ま った土地の賃貸借においては，

建物に対する資本投下者の保護を必要とする社会法的な目的があった

ことは理解できるとしても，その建物の「場所的価値」は土地に投下
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された「資本的価値Jの多寡に左右されることから，その「土地所有

権」は「封建的制度下」でしか成立しえなし、かのような「学説」は暴

論である O そもそも，本件貸付地を 含めた一段の土地は，封建制度ま

っただ中の徳川幕府の直轄地貸付に始まり，その使用権取得-に伴う投

下資本の多寡や帰属は「泊券 」と「 泊券図J(現在の路線'(illi図)により

管理-保障され，明治期の地租改正により 「地検Jとの交換により土

地私有に関する「所有権」が始ま って いる O 同氏の「封建的」とした

概念は， r小 さな財産 j と「大きな財産」としての労働者と資本家と

の「被搾取」と「搾取jに繋がる「近代的所有権論」の基礎 をなすも

のである O しかしながら， これは「国民所得J (フロー)の「分配J

の問題であり，その所有権の優先劣後 とは法制度においても何らの関

係はない。それ以前に，この学説は土地所有権(蓄積された資本・ス

トック)の「分配」の必要が，封建主義の出口として必要かと見紛う

ような説とな っている O

同氏のこの学説の問題点は， r土地と建物の法律制度」と されてい

るように，我が国の借地制度に関する研究過程の一環で著されたもの

であることを踏まえると，明らかに偏向した説であると批判せざるを

得ない。

3，土地と財 産権に関しては，第 118回国会・衆議院。平成 2年 5月

2 9日「土地問題等に関する特別委員会」会議録 4号 (4/102)で，稲本

洋之助参考人(東大教授)は以下のように解されている(下線は上告

人) 0 

「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
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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。土地所有権は財産権一般と同じに扱つては

ならないのだということが第一点です。

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。」

この 「土地所有権は財産権一般と同じに扱ってはならない」は I I都

市計画法や土地区画整理法や、また土地収用法」を含めた「土地基本

法Jの関係下における前提とした解説である O 同氏は，この会議録の

後段で前述した渡辺洋三氏と同様の，以下の解説が記録されている(丸

数字下線は上告人) 0 

「では、そもそも 土地は他の財産とどう 違うのか O 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。したがって、⑥土地は常にだれかの独占物といいますか、

独占の対象となり、また経済的にしても⑦需給の均衡の保障がござ

いません o J 

この参考人答弁は，あくまでも土地基本法の関係における解説であ

るが，同氏は同会議録の後段で「借地借家法Jの改正問題に関しでも，

以下のように解されている(丸数次下線は上告人) 0 
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「その第一は、既存の借地・借家の処理の問題と新規の借地・借家のあり

方の問題が常に二重に重なってしまっていて、その一方だけを考えるわ

けにはいかないということです。本来、この議論が出てきたときには、③土

地の供給を増大させるために新規の借地を大いに出させよう、すなわち貸

しても返ってこないという現在の借地制度でなくて、貸しても必ず返ってくる

借地にしたら土地所有者は出すのだろう、 これで出発したのですけれども、

ほどなく最初の土地の高騰の過程で、言葉は適切でないかもしれません

が、⑨むしろ都市の再開発の邪魔になる借地人、借家人に出ていってもら

うには、今の法律ではだめだということになってきたと思います。」

同氏の，⑥ 「土地は常に誰かの独占の対象」は， 借地上の建物にこ

そ妥当となる論であり，③「すなわち貸しても返ってこない」という現

在の借地制度Jとは完全に矛盾する説である O そもそも「借地借家法J

改正の目的は，③「貸しても必ず返ってくる借地にしたら J，⑨「都

市の再開発の邪魔になる借地人にでていってもらうには，今の法律で

はだめだJとされて いるよ うに，これは学者の「本音」でもある O

前述した渡辺洋三氏や稲本洋之助氏も，我が国の法学の大家であり

権威であることを踏まえると，今般の原発事故に関して原子力村の最

高権威による「人災」の原因が，その「仮説J(学説 )に対する 基本

的な「検証J(論証 )を 怠っ たと同義の 「人災Jとも 云える O

これらの学説が，憲法 29条の 2項と 3項の適用に関して，その区

別・仕分けが為されな いままに，財 産権制限に関して「 公共の福祉j

が論じ られてい るこ とに こそ最大の問題があ るO

4，渡辺洋三氏は，前説か ら13年後に「財産と法J(東京大学出版/

1 9 7 3年)の 19頁では，以下のよう に解されている O
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「第四に、土地という商品は特殊な商品であり、それゆえ、土地所有権は、

他の一般の商品所有権とは異なった扱いを受けざるをえず、土地所有権の

自由の制限は、他の財産権の自由の制限とは異なった意味をもっている。

ここに土地制度を規律する土地法の特殊性が存在する。」

この説は，稲本氏と同様に「土地制度を規律する土地法」の関係で

説かれたものである O この土地法に関連する都市計画法，土地区画整

理法，土地収用法等に関する事業決定は，憲法 29条 2項の「公共の

福祉に適合するように，法律でこれを定める」とされているように，

関係法令に基づき決定される O と同時に， これらの事業対象地(借地

権・借家権を含めて)の場合には， I財産権の制限」される権利者に

対しても権利変換・換地・移転，金銭補償等の，憲法 29条 3項の規

定により相当の補償処置が講じられる O これは「土地Jや「建物」等

の「投下資本Jに対する「現在価値」による「補償」に外ならない O

この補償を伴う事業の場合には，そこから生み出される利益は「公

益Jであり，権利変換等により事業地内において所有権等を再取得す

る等の例外は別として，その「受益者」は「周辺住民」乃至は「一般

国民Jである。また，建築基準法のように補償を必要としない「財産

権の制限Jの対象者や受益者は，つまり法の射程はこれも「一般国民」

である。借地権の供出者でもある「土地所有権」に関する「財産権の

制限jについて，昭和 37年最判例は以下のような判断を示した (控

訴理由書目録 1より) 0 

ケ)しこうして，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
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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，民法も，所有者の権能は法令の制限に服することを明ら

かにしまた，私権，したがって所有権も公共の福祉に道うものとしてい

ることにかんがみれば，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，宜主主

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.J 

被上告人らを含めた一連訴訟の貸付地の原資契約は，その全てが大

正 10年の借地法以前の貸付に始まったものであり，旧法 4条 1項が

制定された後に，契約自由の原則化で始ま ったものではない O

借地法の場合は， r他人の土地を宅地として使用する必要のあ る者」

は借地権者であり，その保護が社会法的な意味を持つのは，少なくと

も投下資本回収に要する期間であり ，その間の土地占有使用に伴う利

益は「私益Jとして「借地人」が独占的に享受する O

そうすると，土地基本法等に基づく事業決定に伴う 「財産権の制限j

や「受益者」が不特定の「一般国民」であることとは，その根底にお

いて異なっている O 旧法 4条 1項が「キ)現下の実情Jの故に制定さ

れたことは受忍できうるとしても， r土地所有権者」の「財産権の制

限」を前提として「借地権者を保護する必要」があるとした限りは，

この時点での「公益jの具体的内容の検証を欠いてはならないはずで

ある O この保護の目的の 1は，前掲した渡辺洋三氏の「①建物資本の

投下者J，つまり投下資本回収とその必要期間の保護であろう O

これについては明治 42年「建物ノ保護ニ関スル法律J，大正 10 

年の旧借地法第 3条第 2項において「建物買取請求権jとして，従来
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から法的な施策が講じられている O 問題は，①「建物資本」に関して

は，借地人が借地権設定時に「土地所有権者」に刻して支払う権利金

等一時金の「資本J (税務上の償却が不可能)と，土地の本来的価値

でもある「使用収益価値Jを顕現するための「費用」でもある建物建

築費としての 「資本J(償却可能)とを区別する必要がある O

この「投下資本回収の保護」は，その当初から私法関係下の賃貸借

契約の秩序・安定を目的としていたものであり，その限りにおいては

社会法的な必要から講じられた法の「目的」でもある O

この本来の「目的」に， rキ，依然たる宅地不足・・現下の実情」

に依拠した，借地権者の保護の必要性が加わったものである O

これら「目的 jの達成の為に，その手段として「土地所有権者」の

「財産権を制限」する必要があ ったことは事実でもある O

そうすると，この手段としての「継続的な財産権の制限Jを合法と

するには，その「目的」に関する社会法的，つまりは必然的に「公益」

となる 裏付けを 必要とすることは当然のこととなる O

従った，本件請求を退けるには，前掲した財産権判例が示した司法

審査の基準に基づく「目的jと「手段Jの審査を欠いてはならないし，

その欠首長は即ち違憲判決となる。

第 3 まとめ

「公共のためにする財産権の制限が一般的に当然受忍すべきものとされる

制限の範囲をこえず、特定人に対し特別の犠牲を課したものでない場合に

は、憲法二九条三項を根拠として損失補償を請求することができないこと

は、 当裁判所大法廷判例の趣旨とするところである 0 ・・・この種の制限は、

公共の福祉のためにする一般的な最小限度の制限であり、何人もこれをや

むを得ないものとして当然受忍しなければならないものであって、特定の人に
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対し特別の財産上の犠牲を強いるものとはいえない」は r昭和55(オ)1185 

損害賠償昭和57年02月05日最高裁判所第二小法廷」における鉱業法

の規制に対する損害賠償請求事件で示された理由である O

前段でも述べたが，被上告人の法定更新の目的を達成する手段とし

て，上告人の土地所有権本来の権能となる「処分の自由 Jの制限を，

更に継続する必要がある場合には， I特定人に対し特別の犠牲を課し

たものでない J， I公共の福祉のためにする一般的な最小限度の制限で

ありJ，r何人もこれをやむを得ないものとして当然受忍しなければならないも

のJとの，昭和37年最判例が示した裁判規範に代わ る憲法との適合性に

関する理由を必要とすることはいうまでもない。加えて，鉱業法や収

用法等の場合とは異なり，被上告人らが法定更新により排他的に享受

する受益に関しても，これが「公共の福祉」に適う理由を必要とする

こともまた然りであり，その何れをも欠いた原審判決は，即ち違憲判

決との誹りを免れない O

以上
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