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入会林野整備とダム建設一一判例紹介

森 貫

1. 入会権の近代化

1989 （平成元）年 2月14日に，横浜地方裁判所小田原支部で「共有者全員持分全部

移転登記抹消登記手続請求事件jに対する判決言渡があった。これは，「入会林野等

に係る権利関係の近代化の助長に関する法律J（以下，「入会林野近代化法」と略称す

る）に準拠して，入会権利者（集団）が入会地を現物出資して生産森林組合を設立し

たが，入会地が宮ヶ瀬ダム建設予定地に編入されたため，その水没補償金をより有利

に得ょうとして，同生産森林組合の社員の・部が，生産森林組合の設立無効を主張し・

て提起した訴訟に対する判決である。判決法甲－乙－丙の 3事件に対するものであ

り，甲事件原告はx，ほか15人，乙事件原告は X2ほか34人，丙事件原告は X3ほか9

人，被告は宮ヶ瀬生産森林組合である。

上記法律は，入会権等（旧慣使用権一一地方自治法238条の 6，財産区←一 同法294

条以下，を含む）を解体・整備して近代的な権利に転化し（入会林野整備といわれて

いる），入会林野等の農林業上の利用増進を図ることを目的として， 1966（昭和41)

年 7月に成立・施行されている。助長法だから，整備するか否かは入会権者の意思に

よる。また，目的山林を，民法の共有の規定に従って共同所有するか・各権利者毎に

個人分割するか・法人へ出資して，各権利者はその社員になるか，については入会権

者の総意によって決定する方法がとられている。これは入会権の消長に関する重要事

なので，この法律の適用による各地方の入会林野整備に当たっては，法律の専門家及

び林学関係専門家をコンサルタントとして，その意見を徴することになっている（林

野庁長官通達「41林野調第251号」の第二 1(1）の規定による）。この法律の成立過程に

おける諸問題（渡辺洋三「法社会学研究 2」237頁以下所収・入会林野近代化法の若

干の問題点〔1972，東京大学出版会〕），この法律に基づく入会林野整備事業の実績等

については，本稿の目的外である。

本法施行後20年を経て，この法律も新たな解釈を余儀なくされているようにみえ

る。例えば，林野の農林業上の利用－増進（同法 1条）とは，林野を直接農林業に供

することのみならず，森林浴，ハイキング，キャンプ，林間スポーツ・レジャー等の
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いわゆる親林事業にも及ぶべきではないかと思われる。

ここに紹介する事例は，入会林野近代化法により，自分たちの意思でいったんは新

しく整備した入会権を，ダム建設に伴う水没補償金獲得のために，旧に復せしめよう

とした事例て、ある。

2. 宮ヶ瀬地区の入会権一一整備の過程

I 宮ヶ瀬地区には江戸時代に御料林が置方通れていたことから，入会権が多い。い

うまでもなく，入会権は当時の農山村民がその生活を再生産するための拠所であっ

た。入会権なくして当時の農山村民の生活はありえなかった。彼らは入会権をそのよ

うなものとして，子孫へ伝えてきたものである。しかし，これら入会権は，明治以後

の地方制度改革（市制町村制）や部落有林野整理統一事業等の，いわゆる入会権の解

体化政策に遭遇しながら，数度の変遷を経つつ，旧宮ヶ瀬村有の林野に対する入会権

（「共有ノ性質ヲ有スノレ入会権」 一一民法263条）を承継してきたものである。本件入

会林野の主体は本件訴訟の被告の前身たる「造林組合」であり，その面積は860ha, 

入会権者173人である。！日宮ヶ瀬村にはこの外にも，村有林192haについて入会権者

87人による「勤倹貯蓄会」が設立されており（明治的年）, 120 haについて107人に

よる「貯蓄共栄会」が設立されて（大正13年），いずれも造林経営を行ってきた。古

くからこの地区に居住する村民は，これら 3組合の全てに重複加入しているが，分家

ないし転入者は必ずしもそうではないことに注意しておく。

町村合併促進法 （昭和27，法 5）の施行により，昭和29年に旧宮ヶ瀬村は清川村と

合併したため，これら山林の所有権は清川村に帰属することになったが，入会権は旧

宮ヶ瀬村民（→造林組合） ・勤倹貯蓄会・共栄会に留保された。本件山林の入会権者

は造林組合を発足させ，村に対する地上権を得て，その管理運営に当たってきた。

2 以下，裁判所の確定した事実によって事件の経緯を述べれば次のとおりである。

清川村は，昭和44年ころ，昭和31年以来地上権者であった前記造林組合等に本件土

地を含む入会林野を払下げ譲渡することとした。その際，県の指導により入会林野近

代化法による入会整備事業を推進することとし，昭和46年 1月31日宮ヶ瀬造林組合の

組合員である前記原告らを含む173名は，整備組合を設立した。 一一つまり，入会林

野近代化法の適用を受けて，これら 3林野は清川村から各入会権者集団へ払い下げら

れることになったが，その払下げの目的は入会林野整備事業の推進にあったのであ

る。

造林組合・勤倹貯蓄会 共栄会の 3入会団体はL、ずれも，入会林野近代化法により

入会権を整備して，生産森林組合を設立しようとしていたのである。しかし，結論を

先にすれば，勤倹貯蓄会・共栄会は民法上の組合として目的山林を共有することにし

た。本件造林組合だけは，払い下げられた林野を基本財産として，非営利法人たる生
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産森林組合（森林法，昭和26，法249参照）を設立し，造林組合を発展的に解散する

方策を採用した。これには，同法施行過程で県（林務課）の指導があったとされる。

しかし，入会権者（造林組合→整備組合）総会の決定した意思であった。

当該山林の所有権を村から生産森林組合へ移転する過程においては，山林をいった

ん入会権者に有償で一括払下げ，入会権者が自己の名でそれを生産森林組合へ現物出

資する手続がとられた。払下げ代金は総額1,900万円，組合員は一人 9万円を出資金

として負担した。

3 入会林野近代化法による整備組合は昭和46年 1月31日の設立総会において，「入

会林野整備後の経営は，生産森林組合を設立して行い，権利関係は入会権者の共有と

した上で，これを組合に現物出資する」と決議し，以後この方針に沿って入会林野近

代化法による入会林野整備計画を策定し昭和47年 2月20日の被告の設立総会におい

て，被告を設立して，入会権者の共有持分を現物出資する内容の宮ヶ瀬入会林野整備

計画を決議した。

4 知事は，昭和49年11月30日，同年 2月16日申請された右整備計画を入会林野近

代化法11条 1項に基づいて，清川村から前記原告らを含む173名のために昭和50年 2

月19日入会林野近代化法による移転を原因とする所有権移転登記及び同月 18日同条に

よる消滅を原因とする宮ヶ瀬造林組合（川瀬昇名義）の地上権抹消登記を嘱託し，次

いで，そのころ，同法14条 3項に基づいて，前記原告らを含む173名から被告への昭

和50年 2月初日出資を原因とする所有権移転登記（本件登記）を嘱託した。これらの

登記は，いずれも同年3月初日付にて経由された。

なお，被告は昭和49年11月30日，森林法140条（当時）所定の知事の認可を得たう

えで，翌50年 3月 5日設立された。

5 以上，被告生産森林組合設立について手続上の寝庇はない。入会林野近代化法

12条は，入会林野整備の効果として，知事の整備計画公告のあった日限り ，全ての入

会権及びその他の権利が消滅し，その翌日限り，所有権が移転し，又は，地上権等が

設定されると規定する。本件では，入会権者にこのような権利変動による法律効果を

欲する意思が実体的にあったか否かが重要な問題である。判決は次のように述べてい

る。

「本件土地は，昭和46年整備組合が清川村から買受けたが，整備組合は民法上の組

合であり，前記173名はその組合員として，またその後は被告生産森林組合の組合員

として，本件土地の入会権消滅後の権利形態として，右173名の共有とするとの内容

の宮ヶ瀬入会林野整備計画を決議したものである。これは，整備組合の目的とする事

業の成功による解散による組合残余財産の分割方法として有効であるから，当事者の

実体的な権利変動の意思は存在する。そう十ると，前記原告らの共有持分登記は，手

続としては，確かに入会林野近代化法14条に基づいてなされ，その所有権移転も直接
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的には同法12条に基づいているが，同法の適用は，あくまでも認可公告された前記宮

ヶ瀬入会林野整備計画において定められた内容を前提としてなされたに過ぎなL、。こ

の点につき，証人Aは，本件の共有名義は，事務的な一つの段取りで，現物出資へ

の移行方法であるとの趣旨の証言をする。なるほど，右の共有形態は，前記整備計画

上次の段階の被告への現物出資へと続く暫定的なものともいえ，実際にも共有の期聞

は 1日であるが，かかる暫定的準備的な形態を理由に，当事者に実際の権利変動の意

思がないとい うことはできない。また，前記 1認定の入会林野近代化法の趣旨は，入

会権を消滅させることにあり，その後の権利形態は個人の共有でも，法人所有でも一

向にかまわず，入会林野近代化法に則るときは必ず法人に現物出資しなければならな

いものではないから，同証言には誤解があり，信用することができない。

よって，前記原告らが昭和50年 2月19日本件土地の各持分173分の lの共有持分を

取得したとの事実が認められ，これに反する被告の主張は採用できない。」

3. 生産森林組合の設立をめぐる経緯

さきにも指摘したように，宮ヶ瀬地区の入会3団体fH、ずれも，生産森林組合を設

立しようとしていた。それにもかかわらず，勤倹貯蓄会・共栄会がにわかに方針を変

更して，民法上の組合（共有）を主張したのは次のような事情による。

1 昭和44年以来，清川村の入会林野払下げに関して，旧宮ヶ瀬村地区の入会団体

すなわち宮ヶ瀬造林組合，勤倹貯蓄会及び共栄会は，県の指導を受け，入会林野整備

事業を推進するため話し合いを重ね，昭和何年12月には，コンサルタントによる，入

会権消滅後の権利関係につき生産森林組合方式，共有方式等の説明会がもたれた。そ

の後，県の指導もあって， 3団体がともに生産森林組合方式を採ることにほぼ傾いて

L、Tこ。

2 昭和46年 1月31日3団体が合同で開催した整備組合の設立総会において，入会

権消滅後の権利関係について，出席した県職員 3名のうち県農政部林業指導構造改善

係長 Bから説明がなされた後，出席組合員 Cから，生産森林組合すなわち法人の方

が良いとの発言があり，更に Bから両者の長所短所について説明がなされ，その中

で，共有とした場合将来相続が発生したときなどには登記面等で煩雑になるなどの発

言があった。その後しばらく協議のための休憩がとられた。

3 休憩中に，出席組合員の数人が県職員らと雑談する中で，法人となっても 2,3 

年後には任意（民法上の）組合（共有方式）になることができるとの趣旨の話を聞き，

総会の議長である Dが出席者らの意見を取り纏める形で，「2,3年法人でやってみ

て，メリットがなければいつでも任意になれるというから，それでやってみよう」と

決断を促した。

再開後の議事て、は方式の選択についての意見はなく，直ちに採決に入り，前記 3団
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体がともに生産森林組合を作って法人方式とする議案に全員が挙手にて賛成した。

4 ところがその後， 3団体の組合員らが作業で集まった際，勤倹貯蓄会は同年3

月14日，また共栄会は同月28日にそれぞれ法人方式をやめようとの話になり，その場

を各入会林野整備組合の臨時総会として，共有方式とすることに決定した。しかし，

宮ヶ瀬造林組合（整備組合）に関しては，入会林の面積が他の二者と比べて格段に広

く， 173名とし、う多数の個人の共有方式では到底管理ができないであろうこと，県の

指導もあるから一つ位法人でも良いとの判断の下に，共有方式に方針を変更しようと

の話は出ないまま，昭和47年 2月20日の整備計画決議，昭和50年 2月の本件登記，同

年3月の被告の設立へと至った。

一方，勤倹貯蓄会の入会林は昭和50年 2Jl 19日入会林野近代化法により87名の共有

となってその旨の登記がなされ，共栄会の入会林は昭和54年 7月14日同法により 107

名の共有となって同様の登記がなされた。

4. ダム建設によ る入会林野の水没補償

(I) 本件訴訟提起の契機

本件訴訟が提起されるに至ったのは，税制とダム建設及び「ほうぜL、」の出現であ

って，判決は詳細にその事実を確定している。すなわち一一「昭和54年頃，訴外東京

電力株式会社が宮ヶ瀬地区の用地買収を始めた。これに応じた生産森林組合の組合員

らはその配当金に課税されたのに対し，共有方式を採用した他の 2団体構成員に関し

ては，課税がなかったことから，被告の組合員の間に不満が出始めた。折りから本件

土地が宮ヶ瀬ダム建設により水没することとなり，その補償をできるだけ有利な方法

で取得したいとする組合員らは，昭和56年頃から被告を解消して共有方式に戻そうと

の声を大にし，同年5月の被告生産森林組合の総会でその旨の提案がなされ，委員会

を設けて研究することとなった。右委員会において研究の結果，本件土地の時価評価

が高額となるために，被告の解散によって被告及び組合員に課される税が多額にのぼ

ることが分かった（ただし， 1：弁護士及び 1司法書士からは，普通の法人組合とは違

う特別の配慮がなされるだろうとの回答があった）が，法税対策研究会ないし株式会

社ほうぜい（会長兼社長松下三佐男）なるものから，『当初の現物出資が無効である

としてこれを取り戻し，真正名義の回復による所有権移転登記をすればわずかの金し

かかからない，同会らがこれを保証するし．またそのための訴訟遂行を廉価で受任す

る』との勧誘を受けた。右勧誘に応じた者らが原告となり，本件各訴を提起した。

整備組合の設立総会で法人方式を採用することを決議した昭和46年 1月当時，被告

の如き生産森林組合は，森林法144条により総会の決議，合併，破産，定款で定める

存立時期の満了及び行政庁の解散命令の各事由で解散することができ，その解散決議

は，同法121条により特別議決事項とされ，総組合員の半数以上が出席し，その議決
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権の 3分の 2以上の多数による議決を必要とした。その後森林法の前記条項は，昭和

53年制定された森林組合法100条で準用する83条， 63条に移行した。

被告の定款は，その存立時期を定めなかった。

被告の組合員である原告らのうち，今日に至る迄，被告の総会において被告の定款

に定める手続に則って被告の解散を提案した者はなく，被告の総会で解散が会議の目

的たる事項とされたことはなL、。J

ところで，生産森林組合所有の山林860haのうち， 6haが宮ヶ瀬ダム建設のため

に水没する。組合が取得する水没補償金は約2億6,000万円である。 しかし，森林組

合法の規定により，組合員への配分は「払込済出資額の10%以内」とされる。各組合

員の出資額は 9万円だから，組合員一人当たりの配分金は9,000円である。他方，共

有方式を採用した勤倹貯蓄会 共栄会 （民法上の組合一一ー民法667条以下）に支払わ

れる水没補償金は，その全額が組合員に均等に分割される。さらに，生産森林組合は

組合という名称にもかかわらず，特別法上の法人だから法人税が賦課されるのに対し

て，民法上の組合には法人格がないから，彼らへの水没補償金は個人所得として租税

特別措置法により， 3,000万円が控除される。また，水没を免れた山林に対する 「残

存山林管理費補償金」 （1ha当たり23万円←一当時）は，民法上の組合に対しては組

合員一人一人がその対象となるのに対し，法人は個人とみなされて一人分の補償金を

取得するに過ぎない。その差は歴然としている。しかしこれは，平穏な該地域にダム

が建設されることになったためにほかならない。

(2) 宮ヶ瀬ダムの概要

宮ヶ瀬ダムは建設省直轄の多目的ダムである。関東地方建設局宮ヶ瀬工事事務所の

パンフレット「相模川 宮ヶ瀬ダム」によれば，神奈川県都市周辺部の開発が著し

し治水利水両面からの検討が緊要課題となった。 1969年 4月に「相模川が一級河川

に指定されたのを機に，建設省において宮ヶ瀬ダム建設計画に着手」したとしづ。同

年9月にダム建設計画が発表されている。

宮ヶ瀬ダムは，左岸を津久井郡津久井町青山地先・愛甲郡愛川町半原地先，右岸を

愛甲郡清川村宮ヶ瀬地先・愛川町半原地先とし，湛水面積4.6km2，総貯水容量はほ

ぼ芦ノ湖なみの193,000,000m3，有効貯水容量183,000,000m3である。これによ っ

て， ①ダム地点の計画高水量1,700m3/Sのうち， 1,600m3/Sを調節し，中津川沿岸

及び相模川下流の洪水被害の低減を図り，①相模川本川及び中津川における既得用水

の補給等流水の正常な機能の維持と増進を図り，①神奈川県広域水道企業団の水道用

水として，中津川合流点下流において， 1日最大13,000,000m3の取水を可能にする

とい うものである。計画時の概算事業費約1,700億円，予定工期1993年度までとなっ

ている。ダムが完成すれば，相模ダム・城山ダム等の既設ダム群と一体的総合的に運
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用するための，道志導水路・城山導水路が建設される。また，水源地域に対しては神

奈川県の「水源地域整備関連計画」とともに「水源地成振興計画」として， 1980年度

から86事業， 356億円の事業が実施されている。

昭和46年 4月には宮ヶ瀬ダム調査事務所か開設され，翌年11月には清川村が条件付

きで立入り調査に応じている。昭和49年6月には宮ヶ瀬ダム対策連絡協議会（連協），

昭和51年 5月には宮ヶ瀬タム対策連合協議会（連合）が発足しているが，翌年3月に

は，水源地妓対策特別措置法に基づくダム指定が行われ，その旨公示された（以後，

ダム建設計画は急速に進む）。

原告らはダム建設による水没補償金を少しでも多く獲得するために，生産森林組合

を解散して，それが設立される前の状態を復元しようと考えた。しかし，「森林は子

孫に永久に伝えていかねばならない。そのためには法人がよい，と多数の組合員は考

えている」と L、う意見もあって（生産森林組合長），復元は簡単にはいかなかった。

復元派は「ほうせeい」の勧誘に従って裁判に訴えることにした。その法論理として錯

誤 （民法的条ーー「意思表示ハ法律行為／要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス但表意

者二重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スノレコトヲ得ス」）を主張

したのである。以下にみるように，錯誤は 2にわたって存在したとされている。しか

し，整備組合の整備計画を知事が公告 認可しているのであり，原告らに錯誤があれ

ば，その時点で気がつく筈であり（そのようなことのためにも，公告を入会林野整備

の要件としているにその時点で更正できた筈て‘ある。民法学上，錯誤による意思表

示の無効を主張するには，法律行為の要素に錯誤があったこと，単なる動機の錯誤

は，その動機が表示されていなければ要素の錯誤とはならないこと，錯誤の立証責任

は表意者自らこれを負担することとされる。これについて判決は次のように判断して

いる。

5. 管理主体の変更についての錯誤

原告の主張する第一の錯誤は，生産森林組合を設立しても， 3年後にはいつでも元

に戻せると思ったからこそ法人を設立したのであって，設立した法人の解散に費用が

かかることを知っていたならば，法人を設立しなかったて‘あろう，県の職員に歎され

たのだとしみ主張についてである。判決は明快にその主張を排斥した。すなわち

「原告らは，被告の法人格を 3年後には解消できると信じたと L、う。しかし，生産

森林組合の解散事由は法定されており，法人を設立する以上その存続廃止につき法律

の規制に従うことは自明の理であり， 一般の常識人であれば当然予見して然るべきで

ある。そして『L、つでも任意にできる』との言葉は，合理的に解釈して，法人組合が

不都合となればL、つでも解散決議により解散して法人を解消することができるとの意
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味に解するべきで，これ以外の意味すなわち，いつでも，何らの手続を経ることなく

容易に，特別の費用も要することなく法人格を解消して，民法上の組合にする（各個

人の共有にする）ことができる，との意味に解することは誤解曲解の類に属するとい

わなければならなL、。

前者の合理的解釈に従えば，客観的事実に合致しており，そこには何らの錯誤は存

在しない。

仮に，前記原告らが後者の解釈をしていたとしても，これらの誤解は，現物出資を

するとの意思表示の動機として主張されているところ，現物出資の前提となる法人方

式の決定には，何といっても入会林の面積，県の指導等が重要な影響を及ぼしていた

のであり，たとえ，前記原告らが，いつでも被告の法人格を解消できると信じていな

くとも，右の強い合理的な要請からして，必ずや法人方式を採用していたて、あろうと

考えられる。しかも，本訴提起に至る経緯に鑑みると，被告解消の方法論のーっとし

て，事後的にかかる解釈主張が出て来たことが明らかである。それゆえ，前記原告ら

のこの誤解は，法人方式の採用に当たってさほどの影響を及ぼし得ない事項であると

いわねばならない。

そうすると，かような状況の下にあっては，前記原告らがそのように誤解していた

としても，右の意思表示における動機として表示されていたと認めることができな

し、。かつ，仮に表示されていたとしても，この誤解と法人方式の採用ひいては本件現

物出資の意思表示との聞には因果関係がなし、から，意思表示の寝疲たるべき要素の錯

誤とはなり得ないものである。

よって，現物出資の意思表示にこのような錯誤があるとの原告らの主張は，これを

認めるに足りる証拠がなく，失当というべきである。」

6. 出資財産の価額についての錯誤

原告の主張する第二の錯誤は，出資した土地の価額に関する錯誤である。これが，

水没補償を有利にするためのものであり，又は，わずか9万円の出資金で 1人当たり

約 5haの土地を得ょうという目的であることは見え透いている。判決は次のとおり

である。

「原告らは，本件現物出資に際し，本件土地の価額を1,470万5,000円として出資し

たが，当時の時価は約6億円であったと主張する。

本件現物出資の目的たる財産は本件土地（立木も当然含む）のみであり， 被告の設

立に関する現物出資の口数は 1万4,705口にして，出資 l口の金額は1,000円であった

ことが認められ，これに反する証拠はなし、。

右事実によれば，本件現物出資に際し，本件土地の価額は1,470万5,000円と評価さ

れていたことが認められる。
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しかしながら，原告らが主張するように，本件土地の時価が当時約6億円であった

と認めるに足る証拠はない。そもそも，原告らのかかる主張は，相続税の算出に当た

っての評価や不動産の鑑定評価に関する法律に基づけば，との推測の域を出なし、もの

であるし，昭和46年 3月27日本件土地（立木を含む）が清川村から整備組合に払い下

げられた際，その代金は1,900万円であったことからすると，前記1,470万5,000円の

決定経過は明らかて、ないにしても，これが当時の時価を大きく下回るものであったと

は考えられなL、。なお，甲第17号証中には，昭和56年当時の本件土地の時価と解され

る数字として， 9億7,755万円と記されており，乙第35号証のーには，本件現物出資

時の時価として10億円，乙第37号証には，前記1,470万5,000円は著しい過小評価，昭

和56年ころと察せられる当時の評価は，立木を含めて約15億円と各記載されている

が，いずれもその算出方法が明らかでなく，本件記録に添付された本件土地の固定資

産税課税用の土地評価額証明書によれば，昭和56年当時の評価額は，合計3,258万

4,714円であることに照らし，にわかに信用することができない。また，前記昭和56

年当時の時価は信用するとしても，それらの数字から直ちに昭和50年当時の時価を算

出できるものでもなし、。

ところで，たとえ，前記1,470万5,000円が時価と魁娠したとしても，本件において

錯誤となるかは別の問題である。

甲事件原告 D,E外本人尋問の結果を総合すると，清川村から本件土地を譲り受け

た整備組合は，入会林野近代化法に基づき，本件土地の管理につき，入会権者の共有

持分を被告に現物出資して被告を設立して行うとの宮ヶ瀬入会林野整備計画を策定

し，被告においてこれを議決し，同法所定の手続を経たうえで，本件現物出資がなさ

れた。

この一連の過程において，現物出資する本件土地の価額が問題となったことはな

く，前記原告らにおいては，被告を設立する以上，当然，本件土地の各自の共有持分

を全部現物出資するとの意思であり，この価額うんぬんで一部しか現物出資しないな

どと考えた者は誰もいなかった，との事実を認めることができ，これを覆すに足りる

証拠はなL、。右事実と，前記認定の事実を併せて考察すれば，前記原告らが本件現物

出資をするに当たり，本件土地の価額が時価に相応していることを前提としていなか

ったものの，前項の主張と同様，被告の解散に際して課される税金が，今や本件土地

の評価が高額であるために嵩むので，これを免れる方法として，本件主張の如き錯誤

をいうに至ったことが明らかである。

そうすると，かかる主張は，その誤信なるものの存在が認めるに足りず，また存在

したとしても，意思表示の動機として表示されておらず，仮に表示されていたとして

も，その誤信と意思表示との関には因果関係がないといわなければならなL、から，理

由がないことに帰する。」



24 

原告側の主張は悉く斥けられ，完全敗訴に終わってし、る。

むすぴ

本件事例を規定する要因は，ダム建設である。ダム建設が本件を惹起し，山村共肉

体に対立を呼び込んだものである。ダム建設にはそれなりのメリットもあろうが，そ

れに付随するデメリットも少なくないであろう（森滝健一郎「現代日本の水資源問題J

99頁以下参照）。

宮ヶ帯地区においては，ダムが建設されるような辺部な地域に，にわかに飲食店が

開かれ，ホステスが集まり，夜毎の賑わいをみせているという。そのことについては

ともかく，判決文中に出てくる「ほうぜL、」も，ダム建設と深い関わりをもっている

（「ほうぜい」については，昭和60年 5月 NHKテレビ「首都圏」，同年 6月26日TBS

テレビ「テレポート」で，その目的・実体が放映された。ダム問題のあるところには，

ほとんど例外なく「ほうぜい」があるという）。

ダム建設の犠牲になる人々←ーとくに水没被害を受ける人々に対する補償は，いく

ら多くても多過ぎることはないと思う（それにもかかわらず，本件判決は妥当と評さ

なければならない）。そのためにいわゆる水特法（水資源地域対策特別措置法ー←昭

和48，法118）が制定されているが，これは財産的損害に対する補償だけを対象とし

ているのであって，祖先伝来の田畑山林家屋墓地等が水没することによる精神的損害

に対する補償を除外していることも間短である（財産的損害に対する補償の際に創酌

されているのであろうが）。

農林業の衰退がし、われる。かつて，入会権は農民生活の再生産の拠所であった。明

治以後の社会経済的諸条件は，古典的な入会権を解体してきたが，今日に至ってま

た，大きく様変わりする時期を迎えている。
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