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フランスにおける保安林

沼田善夫

目次

手権レ〆」務義の者

き

有

み

続

所

歩

手

の

の

の

林

律

定

森

法

指

た

の

の

れ

林

林

さ

き

安

安

定

献

が

保

保

指

文

し

考

は

1

2

3

註

参

はしがき

森林のもつ公益保護的，危害防止的機能は，現代社会において重要な役割を果たし

ている。

本文は，外国，特にフランスでは，保安林制度がどのような経過を辿って設けら

れ，現在，その実体がどのようなものであるかを述べて，保安林制度の概要を紹介す

るものである。

1. 保安林の法律の歩み

フランスでは，保安林に関する法は， 1907年に議員によって提出されたが採択され

なかった。そして， 1922年 4月初日の法において保安林の制度が設けられ，その後社

会情勢の変化に応じて新たな規定が設けられ，現森林法典における規定をみるに至っ

た。

(I) 1907年の議員提案による法案

山岳地帯に位置する土地の被害，地域環境の疲弊をもたらす被害，特に下方に位置

している地減に大きな被害を与える増水の現象は， 19世紀において法規を制定させる

動因であった。すなわち， 1860年 3月2日， 1864年6月8日， 1882年4月4日， 1892
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年 7月26日の法律である。この諸法規によって山岳復旧政策の基本的な枠組みが樹立

されたのである。

しかしこれらの法規は，森林を保安林として指定すべく介入することを認めなか

った。脅威にさらされ，あるいは被害を受けた土地だけが，保護されることができた

のである。この欠陥を是正するため，国民議会議員 M Fernand David氏によ って法

案が提出された。この法案は適度のものであったにもかかわらず採択されなかった。

というのは，現実の法と比較して独創的であったからである。この法案の全体的な組

み立ては，つぎのように要約される。

指定されるべき森林：二つのタイプの保安林を区別する。一つは，山岳に，すなわ

ち800メートノレ以上の標高に位置している森林で，森林の広がりが標高800メートル以

下にも続いているもの。他の一つは，平原林で，侵食防止，水流の保護，国土の防

御，公衆衛生等の観点から開墾に異議が唱えられる森林。したがって，森林を指定す

るために，地理的基準（例：山岳に位置してレる森林）や機能的基準（例：侵食防止

に有効な森林）を用いている。

指定：保安林としての指定は，用いられる基準によって決まる。山岳を保護する森

林は，その全体が保安林として宣言される。平地林は，それぞれの特色を検討した後

に，個々に指定される。

拘束：拘束は，森林の種類に応じて異なる。平地の保安林に対しては，保安林とし

ての指定に際して適用し得る規制jを定める。山岳林に対しては，開墾へと通ずるすべ

ての活動は，禁止される（低林で実施される皆伐を除いて）。また，行政当局の特別

の許可なくして，周囲 4デシメートノレ以下の樹木の伐採あるいは抜き切りは禁止され

る。

この提案は出し惜しまれた。というのは，行政当局が有益と認める工事を行なう権

利を行政当局に認めなかったこと，また収用権を行政当局に認めなかったこと。さら

に提示した規制は，森林活動にのみ関与し放牧や鉱物などの掘採には関与しなかった

ためて、ある。

刑罰規制j：所有者の罪の責任が言及されることなく，軽罪I)の監督は行政当局に託

された。

補償 どのような補償も，税務上の特典も所有者にあたえられない。

(2) 1922年の法律以降

保安林の制度は， 1922月4月28日の法律，いわゆる Chauveau法，そして1923年 8

月2日の施行令によって生まれた。この法律は，その規模の大きさと，国家の干渉主

義とにより，かなり注目すべきものである。つぎに，これらについてみてみよう。

現在，保安林の規定は，森林法典のうちで，その他の規定の中の一つの規定にすぎ
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ないが， 1922年の立法者は，保安林の規定を森林法典の中での重要な規定として位置

づけた。それは，法律の第 1条で証明される。

“フランスの森林は，二つの範鴎に区分けされる。

1）公益の理由で，第3条2）に規定された規制に従う保安林

2）森林法典の現行規定にのみ従う森林”

1922年の立法者は，確かに保安林に特殊なその名称にふさわしい規制を創設した。

それを“特殊な森林規制”と名付けた。これは，国家森林管理制度下3）にある森林の

規制lに類似させて作った。非常に干渉主義的なこれらの規定についてその特徴を示す

とつぎのごとくである。

一一ー指定のための一般的な基準の放棄（山岳地帯），そして， 1907年の提案におけ

るよりももっと限定された機能的基準の採択：侵食，雪崩，水流と土砂の氾濫等に対

する防備

一一地域特性に応じて，森林ごとに指定する方策の採択

一一森林地に実施することのできる活動のほぼ全部について規制を広げる。

刑罰の加重。国家森林管理制度下におけるよりもも っと重い制裁によって所有

者を罰することができる。

一一収入の減退を補償する補償金の制度の樹立

一一国家に，法的強制によって所有者の資産を収用することを認めさせ，そして所

有者の収入が正常な収入の半分以下に落ち込んだ時には，所有者が，国家に対して自

己の土地の取得を要求することのできる権利を所有者に認める。

以上の規定に加えて，施行令（第18条）引は，指定された森林において，行政当局

が必要と認める工事を実施することのできる権利をつけ加える。これらの規定は，

1907年に提案された法案と比べて，その精神においてかなり変化している。 これらの

規定が示すきびしさ，必要な統制jの重々しさ，そして補償金の支払いの経費等が原因

となって，当初，これらの適用は非常に制限された。主として，中央ピレ不一山脈に

適用され，アノレフ・ス山脈では，僅か二，三の森林に対して適用されたに過ぎなかっ

た。

1922年のこの法律は，公布後幾年か経た後には，森林法典のなかにほとんど忘れら

れた形て、おさまっていた。

ところが，保安林の法規制は，創始者の全く予期しない形において， 70年を経た後

に再生したのである。それは，つぎの事情による。

戦後における都市の発展は，緑の空間や森林空間の創設あるいは支配を必要とし

た。都市周辺の森林は，段々と都市にとって必要欠くことのできない付随的なものと

して見倣された。一般大衆への森林の開放と，一般大衆による森林の活用とは，国有

林の場合や，そして市町有林のささやかな範囲においては，法律的な問題を生ぜしめ
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ない。しかし，私有林については，事情は全く別である。なぜならば，私有林では，

所有者の同意がなければ，一般大衆に開放されないからである。ところで，私有林に

おいて，しばしば制御できない侵入に直面して，所有者の唱える異議や，あるいは所

有権の尊重，社会的な需要，当事者の財政的負担を調整する契約を作成するにあたっ

て蒙るむずかしさは，まさに契約政策の限界を示すものである。このことは，非常に

強制的な権利を発揮できる手段をもつことが必要であると考えられた。この手段は，

森林法典には存在しなかった。森林法典は，都市の付随的な存在としての森林に関心

をもたなかったからである。ここに，保安林に関する古い法律が想起された。という

のは，この法律は，必ずしも収用としみ事態を生ぜしめることなくして，森林の管理

についての全体的な統制jの可能性を与えたものだったからである。とはいえ，保安林

の指定要件として，実質上は，傾斜地帯そして山岳地帯に限定された最初の要因に新

しい要因をつけ加えねばならなかった。

このことは，自然保護についての， 1976年 7月10日の法律， 1987年8月 1日のデク

レ第808号（＝行政権力による文書化された命令），そして， 1979年12月19日のデクレ

第812号の成果であった。これからは，大都市のすぐ近くに位置しているだけで，あ

るいは生態維持の理由で，また，人々の福祉のために，その森林の維持が是非必要と

される時に，法律によって保安林として指定できる。

つぎには，現行森林法典における保安林の規定一一 1922年の法律とその後の法文と

の結合一ーについて述べよう。

2. 保安林の指定の手続き

指定の手続きに進む前に指定の基準から始める。

(!) 保安林の指定の基準

L、かなる森林が保安林として指定されるか。その指定基準は，公益上の観点に，い

い換えれば，一定の公共の目的の達成という観点におかれている。法制1ー 1条で，

“森林の保全が，山岳地，傾斜地の維持に，雪崩防止，侵蝕防備，水や土砂の氾濫防

備に必要であると認められる森林。森林の所有形態がどんなであっても，大都市圏周

辺に位置している森林，並びに，環境保護のためや，人々の福祉のために，森林の維

持が不可欠である地帯における森林。”と明確に規定している。

この前段の指定基準は， 1922年 4月初日の法律に由来する。ここで示された基準

は，保安林の伝統的な機能，すなわち，土地の保全に関連がある。後段の基準は，

1976年 7月10日の法律に由来する。この基準が設けられてから保安林の機能は，社会

的であり，また環境保護的であり得る。したがって，この基準は，規制jの適用の範囲

を鉱大する。
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(2) 草案の作成

共和国委員

のために，共和国委員は，県の農業局に指定すべき森林の指定調書と現地図面とを作

成させる。県の農業局は，所路公共機関，特に林業公社，地方森林所有者協議会，関

連する市町村長との連携のもとに、公益のために土地に設定する種々の地役権，特に

都市計画文書，現行土地農村整備計画書並びに地方自然公園制定証書を考慮して作成

する。

指定されるべき森林のリストを作成するためには，指定調査は，現地の形状 平

均海抜高，地質上や気候上の要因，林分の平均的な構成ーー を示さねばならない。そ

して，これらの要素から，法律によって規定された基準に照らして，森林の指定を必

要とする基準を認め，明確にしなければならなL、。また，指定調査は，指定された森

林内の各々の所有地を判別できるようにしなければならなL、。

したがって，指定調書には，地区表が添付される。この地区表には，指定すべき森

林内における各々の地区あるいは各々の地区の一部に対して，すべての必要な資料

一一地区がどの市町村のどの管轄地域に位置しているか，所有者別土地台帳の地目と

番号，面積，所有者の名前，課税収入，いままで用いられている森林の取扱方法一ー

が記入されている。

(3）諮問の段階

前述した資料に基づいて，共和国委員は，収用法奥の規定11-4～ 11ー14に定めら

れた形式に基づいて，意見公聴手続きに付する指定の草案を作成させる。審査資料

は， 三段階の意見聴取に付される：すなわち，すべての利害関係人，市町村議会，県

の用地委員会である。これらの意見のどれも大きな拘束をもたなし、。しかし主務官

庁が決定を下す際の判断を明確にするのに役立つ。

すべての利害関係人は，関係ある市町村長に提出された審査書類を検討することが

できる。関連する市町村が数ケ所に及ぶ場合には，調査は知事によって指摘された市

町村のうちのー市町村で行なわれるが，調査書類は，関連するすべての市町村に提出

される。しかし場合によ っては，隣接の市町村にのみ提出される。各々の所有者は，

それぞれ個人的に，書留書簡によ って調査の公開を通知され，書類の検討が可能であ

ることが通知される。

行政当局が，所有者を知らないならば，指定される森林の指定調査に添付された地

区表に記載されている人々に通知される。住所が不明の場合には，市町村長に通知が

2部送られ，そのうち l部が掲示される。

所有者は，現場で調査担当委員あるいは調査委員会長に見解を表明することができ

る。この意見聴取期間に，調査担当委員は報告書を作成し，関連する市町村の長に，
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送付する。この報告書を受領してから，各々の市町村議会は， 6週間の期限内に見解

を表明できる。この期限を過ぎれば，見解は好意、的であると見倣される。

この調査報告書と場合によっては市町村議会の見解とは，自然保全の形成に重要な

役割りを占める県の用地委員会に送付される。県の用地委員会は，調査報告書が付託

されて後， 2ヶ月以内に意見を表明しなければならない。さもなければ，手続きは当

然生ずる。

(4) 決定

保安林としての指定の決定は，コンセイユ デタ（＝国務員 政府の行政，立法の

諮問機関と最上級行政裁判所の役割を兼ねる。）の議を経るデクレの正式の行為のも

とに下される。指定の決定は，関連する市（区）役所，町役場に15日間公示されねば

ならなし、。指定の決定は，公益のために土地に設定する地役権として市町村の土地占

用図，あるいは隣接地における都市計画文書に登載されねばならなし、。さらに，保安

林の境界策定計画は，市（区）役所，町村役場に提出される。そして，土地占用図あ

るいは隣接地における都市計画文書に示されねばならない。

3. 指定された森林の所有者の義務と権利

保安林として指定された森林には，特殊な規制が適用される。それは，土地と林分

の保全を確保するためである。この保全は，行政当局の干渉と統制によって具体化さ

れる。ところで，公共林は，すでに国家森林管理制度の規定を介して有効な監督と管

理とを受けているので，規制は，私有林に対して意義が深L、。そして，この規制は，

指定された場所において実施できる活動を示し，また国家森林管理制度より取り入れ

た特殊な規制を適用して，私有林への規制lをできるだけ公共林の規制に近づける。時

には，国家管理制度のそれよりももっときびしい場合がある。

し、ずれにせよ，これら規制の全体は，公共林であろうと，私有林であろうと，指定

された森林すべてに適用される。

(1) 活動の規制

保安林は，法律によって定められた目標を達成するために森林の永続性を確保する

ことを目標とする。したがって，植栽状態を危うくするようなすべての活動は，禁止

されている。この基本的原理は，法412-2条によってつぎのごとく定められている。

“保安林としての指定は，植栽地の保存あるいは保全を危うくするような性質の土

地の利用の変更あるいは土地の占有の状態をすべて禁止する。”

この規定によって森林の状態を損なう恐れのある活動は，すべて抑制される。そし

て，この規制の適用の範囲を，法412ー 1条て規定する。
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“保全林は施行令によって決められた特殊な森林規制をうける。すなわち，森林施

業，放牧の実施，入会権の行使，伐採，土砂の採掘，鉱物の掘採に関して特殊な森林

規制jをうける。”

そして， 1978年8月1日のデクレ第 806号は，規制すべき活動の数を増やした。前

述の活動の他に，さらに車の交通と駐車，大衆の森林の訪問，キャンピングをつけ加

えた。したがって規制の対象となる活動は，

一一森林管理

一一入会権の行使

一一放牧の実施

一一開墾，土砂の採掘，鉱物の掘採，（行政庁による）用地取得

一一大衆の入込み

←一一行政機関による工事の実施，等である。

i ) 森林管理の規制l

指定された森林の所有者は，経営案を行政機関によって承認させることができる

（所有者は，同時にその森林に存する入会権の届出を提示しなければならない）。ま

た，ある場合においては，伐採の許可を得なければならなし、。これら二つの行為は，

森林の伐採についての自由を制限する。つまるところ，この規制は，行政的制裁の制

度によって保証されている。

そして，この森林管理規制は，私有林に独得のものである。というのは，公共林

は，すでにこれと類似のもっときびしい規範によって規制されているからである。

イ） 経営案による規制と伐採の許可

これら二つの行為は，特殊性と共通性とを示す。まず，それぞれの特殊性をみよ

う。

経営案：所有者の提出する経営案は，恒常的な慣習あるいは規則的な森林施業によ

って作成されたものでなければならなし、。そして，経営案は，各々の伐採に対して伐

採箇所の位置，伐採の方法，伐採面積あるいは伐採量，伐採の年，伐採の実施の期

間，そして，所有者が，場合によっては，実行すべき義務を負う作業一一再植栽一ー

を明確にしなければならなし、。経営案の適用期聞は， 10年以下でも30年以上でもない

期間である。

伐採の許可：所有者はすべて，つぎの場合に，希望するすべての伐採に対して許可

を申請しなければならない。

所有者が，経営案を行政機関の承認を得ょうとして申しでなかった場合

一一経営案を提出したが，行政当局によって，それが承認されなかった場合

行政当局によって承認された経営案が存在するが，所有者が，その計画に予定

されていない伐採を望む場合
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そして，伐採の許可を得るための申請書は，伐採の定義について，経営案の承認を

得るための申請書におけると同じ内容をもったものでなければならない。

つぎに共通点についてふれよう。

経営案の承認と伐採の許可とは，行政当局によるそれらの承認とその証書の交付に

ついても，また所有者が行なう行為の規制jについても共通点を示す。

承認と証書の交付について：所有者は，申請書を自分達の森林の存在している県の

農林業局長に提出しなければならない。もし，所有者が 1県以上に広がっているなら

ば，申請書を，森林の主要な部分が存在している地域の農林業局長に提出しなければ

ならない（これに対して県の農林業局長は，申請書の受領書を与えねばならなし、）。

審査後，指定を生ぜしめた理由が考慮されて，共和国委員によって決定が下される。

決定の通知は，県の農林業局長に申請を提出した日から起算して期限内に通告されな

ければならない。この期限は，経営案の承認の申請に対しては 1年であり，伐採の許

可に対しては6ヶ月である。これらの期限内において決定がなければ，証書は交付さ

れたものと見倣される。すなわち，経営案は承認され，伐採の許可は与えられたので

ある。

行政当局は，所有者に特殊な規制jを課して，伐採許可の証書交付あるいは経営案承

認の証書交付をすることができる。これらの規制は，特につぎのものを対象とする。

“森林の作業法，伐採技術，二，三の林分の保存，森林を再造成する作業を行なう

義務”

さらに，所有者が，森林を，あるいは森林の一部を売却するならば，新しい所有者

は， R.制 ）412 6条に基づいて，経営案の承認を得るための申請書を提出しなければ

ならない。そして，この承認を得るまで，伐採の許可の制度に服しなければならな

L、。

承認された活動あるいは許可された活動について 経営案の承認を得た所有者ある

いは伐採の許可を受けた所有者は，特に手続きを必要とせずに，これらの証書に予定

されたすべての伐採を実施することができる。そして，またこれらの証書の一つによ

って許可された伐採で，同証書によって定められた年に実施きれなかった伐採は，続

く年に延期されることができる。しかし この延期を得るには，所有者は，県の農林

業局長に，それに関して書面による届出をしなければならない。

ロ） 森林管理の自由

森林管理についての上記の経営案による規制や，伐採の許可を受ける規制l以外に，

所有者の管理の自由は非常に制限された形て、存在する。それは， R*.412-5条第 2項

でつぎのように規定されている。“危険な樹木，倒木，枯死木，抜き切りを行なうの

には，所有者はどのような許可も必要としなL、。
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ハ） 行政的な制裁

禁止されたすべての伐採に適用される刑罰の他に，行政的な制裁が，つぎの行為に

科せられる。

対象とされる行為は，所有者は，所有者が経営案に提案しなかったにもかかわらず

実施した伐採，あるいは経営案が承認されなかったにもかかわらず実施された伐採て‘

ある。また，経営案や伐採の許可において規定された作業を，これらの規制lによ って

定められた期限内に実施しなかった行為である。

これらの事態が起こった場合に，共和国委員は，県の農林業局長の申し出により森

林の原状回復や，作業の実施を命ずることができる。所有者が実施しない時には，共

和国委員は，これらの作業の実施を職権で命ずることができ県の農林業局長の監理の

下に実施される。

ii) 入会権

保安林として指定された私有林におし、て，入会権についての対策が講じられてい

る。国家森林管理制度の下にある森林については，この分野において，すでに特殊な

規定が設けられている。

所有者は二つの義務を課せられている。 一つは，当該森林に存在する慣行について

届出を提出すること，他の一つは，新たに慣行を作ってはならないことである。

指定された森林の所有者は，経営案による規制jの草案あるいは伐採の許可の申請書

を提出すると同時に，その森林の入会権の存在，性質，数について届出書を添付しな

ければならない。

さらに，知事の許可なくしては，入会権を新たに設けることはできなし、。

iii) 放牧権

私有林の保安林での放牧活動には，特殊な規制が課せられる。公有林での保安林で

は，すでに森林法典の規定によって規制されている。この特殊な規制は，所有者と同

様入会権の名義人にも関係をもっ。

そして，この特殊な規制は，前もっての届出の制度に，権利を行使する条件について

の行政当局による限定に，最後には，行政当局の許可とし、う特別な規制に立脚する。

さて，放牧権を行使するのを望むすべての所有者あるいは使用権所有者は，その届

出をしなければならない。この届出は，事前になされる。すなわち，放牧権の実施に

先立つ年の 9月1日以前に届出られねばならない。この届出は，毎年行なわれる。し

たがって，届出は，続く年に対して，毎年更新されねばならない。届出は，県の農林

業局長に送付されねばならない。県の農林業局長は，申請書を審査し，決定の公布

後，適用すべき規則を定める。この規則は，つぎの事項について放牧権の行使を制限

する。

場所について：林内の放牧可能区域と林内の放牧禁止区域とを決める。
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←ー動物7）について・認められる動物の数と種類とを決める。

一一時期について・放牧開始時期と放牧中止時期とを決める。

これらの決定は，共和国委員によって下され，それは，事前に届出た年に続く年の

3月 1日以前に申請者の各々に告知される。 L、かなる決定も，請願者に告知されなか

ったならば，請願者は，前年とおなじ条件において，当該年に放牧権を行使て、きる。

しかし，この事実は，当該年の 9月 1日以前に，後年に対する新しい申請書を提出し

なくてもよいということではなし、。

iv) 開墾，土石の採掘，鉱物の掘採，土砂の投棄，用地の取得

土地を利用する行為で禁止されているもめと，許可されているものとがある。刑罰

の他に，行政的制裁は，この規則の遵守を保証している。

イ） 禁止されている行為

これらは，つぎのごとき行為である。

開墾 保安林として指定された私有林の所有者は、森林普通法によって開墾の許可

を申請すべき権利を失う。

土砂の採掘：森林に関しては，採掘という用語は，非常にさまざまな行為に適用さ

れることを想起しよう。例えば，森林の土地を耕やすということなど。

公共的あるいは私的な施設設置のための用地買収：判例は，この用語を定義付ける

であろう。しかし，この意義は，建造物が土地においての持続的な地取りを必ずしも

伴わないものであっても，あらゆる種類の建造物が禁止されていると考えることがで

きる。

土砂の堆積あるいは土砂の投棄：どんな土砂の運搬も，原則として禁止されてい

る。

ロ） 許可されている行為，森林の活用

許可される行為は，つぎのごときのものである。

“森林の活用に，そして森林の保全に，必要欠くべからざる施設を設ける目的をも

っ事業である。ただし，これらの作業が基本的に，土地の林業目的を変更しないとい

う条件での作業である。”

そして，この趣旨を徹底するために，事業を望む所有者は，書留書簡で県の農林業

局長に，事業の実施 2ヶ月前に届出なければならない。そして，申請書には建物の配

置計画，事業量を記載しなければならない。県の農林業局長が，これに異議を申し立

てなかったならばこの事業は，実施されることができる。

ハ） 行政的な制裁

禁止された事業や，県の農林業局長が異議を唱えた事業が行なわれた時には，共和

国委員は，県の農林業局長の申出によって，原状回復を命ずることができる。この命

令に所有者が従わない時には，職権によって強制的に執行される。
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v) 人と車の往来と駐車

大衆の往来の統制を保安林の法律に導入したことは， 1978年のデクレの有名な刷新

の一つである。しかし，行政機関の職員の通行は自由であり，火災に対する森林の管

理，森林施業や，各種災害の防御のために用いられる自動車類等を自由に駐車でき

る。

大衆については，人と車の規制はつぎのごとくである。

人々が保安林に頻繁に出入りするのを差しとめて，植栽地を永続的に保つ必要があ

る場合には，一般人の出入りは，規制されるか禁止される。禁止は，私有林ならば県

の農林業局長の申出により，公有林ならば林業公社の長の申出により，共和国委員に

よって表明される。キャンピングは，キャンピングのために割り当てられた区域以外

は禁止される。

さらに，自動車類の，キャラバンの通行と駐車とは，このために計画され，そして

大衆に標識で知らせた路線と区域とを除いて禁止される。

vi) 行政当局による事業の実施

行政当局は，公有林にせよ，私有林にせよ，保安林において生物学的均衡を維持す

るのに必要な事業を実施できる。具体的にいうと，土壌の強化，雪崩防止，防火，空

隙地への再植栽あるいは林分の改良，大衆の森林への出入りの統制j等に必要な作業で

ある。これらの作業に要する経費と維持費とは，国が負担する。しかし，これらの事

業によって生ずる収入増は，国家が，所有者に課した保安林としての規制jの補償とし

て所有者に支払うべき補償金から差し引かれる。

(2） 刑罰措置

保安林の刑罰措置は，違反の定義付けの段階においても，制裁の段階あるいは確認

と起訴の規定の段階においても強化される。

i) 違反の定義：所有者は第三者と同一視される。

法規に反する所有者の行為を，他人の森林において犯した違反と同一視することが

できるのは，この刑罰法の最も顕著な特徴の一つである。法412-3条第 1項で，その

原則が立てられている。

“保安林として指定された森林において，所有者に課せられた用益権の規制jに対す

る所有者による違反は，他人の森林において犯した森林違反として見倣され，そのよ

うな罪が課せられるJ

所有者が，伐採の許可を受けないで，あるいは経営案による規制と矛盾して立木を

伐採すること，行政当局によ って指定された区域以外に動物を牧養すること，土地か

ら鉱物を掘採すること，これらすべては違反となる。したがって，刑罰上からいえ

ば，所有者は厳しく第三者と同一視される。
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ii) 制裁措置

制裁措置に対する原則は，法412-3条第 2項と第 3項で立てられている。

“これらの森林において犯された森林違反は，現在の法典において規定された罰金

によって罰せられる。罰金は軽罪の場合には 2倍にされ，違警罪8）の場合には最大金

額を科せられることができる。そのうえ，累犯の場合には違反者は 5日から 2ヶ月の

禁固を言い渡される。”

上記から罰金については，当該違反が軽罪と見倣されるならば， 2倍にされ，違警

罪と見倣されるならば，最大金額を科せられる。制裁の加重は，機械的ではなし、。す

なわち，和解の場合に行政当局は，訴訟の場合に司法裁判官は，罰金をふやさないこ

とができる。これは， 一つの権限である。違警罪については，法412-3条の規制は，

何ら効用をもたなし、。というのは，裁判官は適切に裁判するならば，最大限の金額で

罰金を定める権利をもっているからである。また， 1981年 2月2日の法律第82号以

降，裁判官が森林に関して軽減情状を適用すべき権利，すなわち罰があると認められ

た人に制裁を科さない権利をもつもので， 上記の刑罰規定は，非常に弾力的であると

いえる。

禁固JflJに関する規定は，禁固刑を保安林において犯されたすべての森林違反に適用

する。しかし，この規定は，累犯の場合にのみ適用されることを強調しよう。森林一

般法においては，禁固刑は，二，三の少数の違反に限定されている。

また，開墾，土砂の掘削，森林内の物質や鉱物などの採掘，公共的あるいは，私的

な施設用地取得，土砂の堆積や投棄等の活動は，すでにみたように森林の活動に貢献

しない限り非難すべきものである。そして，これらの活動が違反であると認められる

と，“総計6,000フランの罰金を超えることなく，採掘された物質あるいは放棄された

物質の d あたり 100フランから400フランの罰金が科せられる。”

この条項は，実際には採掘された，あるいは奪われた物質 m＇あたり 60フランから

80フランの罰金を定めている。

つぎに，自動車類あるいはキャラパンの交通と駐車，並びにキャンピングに関して

は，これらがそれぞれのために予定された路線あるいは地域以外で行なわれる時に

は，処罰に値する違反となり， 600フランから1,200フランの罰金を科せられる。事実

上は，この条項は， 300フランから600フラ ／の罰金を定めている。そして，非難すべ

きキャンピングを続けることを禁止している。

iii) 行政当局による確認と起訴

保安林において犯された違反は，国家森林管理制度の下における森林におけるもの

として確認され起訴される。この規則は， R.**9J 412 11条によって定められてい

る。

“法412 3条の規定によって，保安林の所有者に課せられた用益権の規制lに対して，
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保安林の所有者によって犯された違反は， …技師，技術者そして係官によって確認

され，そして国家森林管理制度におかれた森林において犯された違反として起訴され

る。保安林において犯されたすべての違反は，前項において記載された技師，技術者

と係官によって確認されることができる。”

(3）所有者への補償

保安林の制度は，所有者に負担をもたらす。この負担は，補償されねばならない。

補償の原理と，その様式とは，法413 1条第 1項で規定されている。

“保安林としての所有者の森林の指定が，収入の減少をもたらすであろう場合に，

所有者と使用権所有者によ って請求される補償金は，国家によ って実施された事業

や，諸対策から生ずるであろう増価を考慮して，行政当局と の直接的な合意によっ

て，もし合意が得られなければ，行政裁判所の決定によ って，支払われる。”

つぎには，補償の制度を，受益者，補償金の額とその決定，補償の請求の手続きに

ついて示そう。

受益者：補償の受益者は，所有者と入会権の名義人およびこれらの人々の権利承継

人である。国家は，決して受益者として見倣されない。

補償金の額の決定，その支払い：補償金の額は，割当て額の条件（補償の対象とな

る負担，控除すべき経費）と，補償の期間に応じて決まる。

補償金の査定対象は，森林からの正常な収入の減少である。したがって，採石場を

経営することができな くなったために，そこから得られるであろう不足額を補償する

ことではないし伐採の規制lあるいは伐採の許可等の管理の強制から生ずる施業の侵

害を補償することではなし、。

そして，この補償金額から，国家が実施した事業から生ずるであろう収入の増加額

を控除しなければならなし、。事業から生ずる収入の増加額のみが控除可能である。事

業それ自体の総経費を控除することは取 り除かれた。実際問題として， 工事総経費に

対して国家は決して所有者仮~に補償金を要求できない。

補償の期聞は，保安林としての指定のデクレの告示の日から計算される。この日か

ら，所有者は，補償金を請求することのできる日を決めることができる。補償金は，

5年ごとに支払われる。

補償の請求の手続き．所有者あるいは使用権所有者は，森林の所在地を管轄する県

の農業局長に請求書を提出しなければならない。この請求書には，補償を履行しなけ

ればならない期間と，請求する補償金額とが記載されねばならない。行政当局が，こ

の額の請求が適法であると認めるならば，補償金は，共和国委員の提案に基づき請求

書の提出の日から数えて，原則として 6ヶ月以内に農業大臣によ って決定される。こ

れとは逆に， 6ヶ月以内に行政当局と私人との間てー合意に達することができない時に
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は，同意の欠如の証明書と共に作成者のもとに送り返される。その場合に，申請者

は，行政裁判所に上訴することができる。

(4) 保安林として指定された森林を国家が取得すること

保安林として指定された森林は，国家の請求によって，また所有者の請求によっ

て，国家が取得できる。

国家の請求による取得 国家の請求による取得に際しては，農業大臣がその決定の

権利をもっ。譲渡価格は，行政当局と所有者との聞で合意で決められる。しかし，所

有者が，所有地を譲渡するのを望まないか，あるいは国家が満足のゆく価格を示さな

し、と，所有者は，行政当局に同意しない。この場合には，国家は収用の手続きをとる

ことb：て、きる。

しかし私人は伝統に従って，つぎの二点で保証される。訴訟の場合において，一

つは，行政裁判所判事による公益活動の抑制l，結局は，公益活動を取消すことのでき

る抑制，他の一つは，収用に対する代価と しての補償金の司法裁判官による決定であ

る。本当に反対である所有者にとっては，行政裁判所判事による公益活動の抑制だけ

が重要である。ところで，これらの保証は，非常に制限されたものである。というの

は，森林が保安林として指定されれば，指定された森林の国家による取得に， L、かな

る条件も法律は定めないからである。この指定とし、う事実それ自体が行政当局に対し

て収用の権利を正当化する。

所有者の申請による取得：所有者は，まず農業大臣に申請を提出しなければならな

い。農業大臣が，当該森林が保安林として指定されたために，そこからの正常な収入

の少なくとも半分が喪失されることを認めるならば，両者に譲渡についての合意が生

まれる。つぎに，譲渡価格を決めねばならない。譲渡価格が，合意で定められるなら

ば，譲渡は決定的である。しかし，譲渡価格について両者の合意がなければ，行政当

局は，収用とし、う手続きを用いねばならない。そして，司法裁判官が譲渡価格を決め

る。

これに反して，森林が保安林として指定されたが，当該森林からの正常な収入の少

なくとも半分が喪失されたことを，農業大mが認めないならば，農業大臣は，そのこ

とを所有者に通知する。この通知は，所有右の申請書の提出後2ヶ月以内に表明しな

ければならない。この場合に，所有者は行政裁判所判事に提訴することができる。行

政裁判所判事は，指定によ って生じた収入の喪失額について意見を表明する。

行政裁判所判事が，指定は正常な収入額の少なくとも半分の喪失をもたらしたこと

を認めるならば，行政当局は，森林の取得に務めるよう義務付けられる。そして，合

意か，収用か，いずれかて‘譲渡価格を決めねばならなし、。

行政裁判所判事が，指定は正常な収入額の半分の喪失をもたらしたことを認めない
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第 1表所有形態別の保安林生産林面積 （単位： ha, ( ）内は%）

おト竺！！ 保安林 生 産林 5十

固有林
37, 709 1,401(164 1,438,873 

(3) 97) (100) 

地方林林 83,122 2,153,410 2,236,532 

市県町村有有林 (4) 96) (100) 

私有林
450,292 9,810,318 10,260,610 

(4) (96) (100) 

総 数
571,123 13,364,892 13,936,015 

(4) 96) (100) 

資料 1989年農業省の農業統計年報

ならば，所有者は要求を却下される。所有者は，指定された森林を行政当局に取得す

るよう義務付けることはできない。

さて，以上がフランスにおける保安林の制度の概要である。最後に，フランスにお

ける保安林の分布状況について一瞥してみよう。

フランスの森林面積は， 13,936,015haで，そのうち保安林面積は， 571,123haで，

総面積の約 4%，生産林面積は， 13,364,892haで，総面積の約96%を占める。各所

有形態別の保安林面積と生産林面積の分布状況をみるとつぎのごとくである。

国有林1,438,873haのうち，保安林は， 37,709haで約 3%，地方林・県有林－市

町村有林2,236,532haのうち，保安林は， 83,122haで約 4%，私有林10,260,610ha 

のうち，保安林は， 450,292haで約 4%を占める。各所有形態の生産林が， 96%以上

を占めている。

註

1) 法が懲治刑（peinecorrectionnelle）をもって罰する罪である。例えば，騒擾，

脅迫，傷害，過失致死，窃盗などをしみ。

東京大学教授山口俊夫著. 1978.概説フラ ンス法上東京大学出版会，東京，

p. 276 

2) 1922年4月初日の“保護林ニ関スノレ法律”は， 6条より成っており，その第 3

条はつぎのごとくである。

“保護林ハ施業，放牧及使用権ノ実行，伐採ノ取締，並鉱物ノ発掘及採掘ニ関

シ特別ノ森林制度ニ従フ。
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所有者命ゼラレタノレ規制jェ違反シテ使用収益ヲ為シタノレトキハ之ヲ他人ノ森林内

ニ於テ犯シタノレ森林犯罪ト看倣シテ処罰ス

保護林ェ編入セラレタノレ森林内ニ於テ犯シタノレ森林犯罰ノ、森林法ニ掲ケ’タノレ罰金

／二倍ニ達シ得ベキ罰金ヲ科ス

累犯ノ場合ニ於テハ尚五日以上十箇月以下ノ懲役ヲ宣告スノレコトヲ得”

なお，同上法律施行規則は， 3章23条より成る。その構成は，

第 1章 森林ヲ保護林ト宣言スノレ園地ノ編入

第 1条～第9条

第 2章 保護林ノ属スノレ制度

第10条～第18条

第3章 補償，国ニ依ノレ取得

第19条～第23条

より成っている。

外国森林法規第一輯，農林省山林局 pp.199～210 

3) 本制度は， 1827年の森林法に規定され，現在に及んでいる。本制度の対象とな

る森林所有形態と管理対象とはつぎのごとくである（森林法典法111ー 1条

1979年）。

“① 森林や植栽すべき土地で，固有地の一部であるか，或いは国家が共有権

をもつもの

① 県，市町村，市町村の区，公施設法人，共済組合，貯蓄金庫に所属する

か，或いはこれらの公共団体や法人が共有権を所有している法141ー 1条に示さ

れた計画的な経営に適する森林，規則的な伐採のできる森林，荒廃地に植栽でき

る森林や植栽すべき土地

①債務者やその権利承継人が債務を完全に弁済するまで，法541-2条に基

づいて国家が行なう再植栽地

④ 法243-3条に規定された条件て、構成された林業集団の森林や植栽すべき

土地”

本制度は，森林の保全，森林の保続的な収益の確保をはかると共に，森林の有す

るすべての効用を充分発揮し得るよう森林を整備し，それを通じて森林の公益機

能の示現に重点を置いている。 1984年 l月 1日現在で，フランス本土において本

制度下におかれている森林の面積は， 430万haで林業公社が本制度を履行して

L、る。

4) “水林行政庁ハ保護林ニ於テ土地ノ固着，頒雪ノ防止，火災ノ防備，無立木地

ノ再造林及造林地ノ改良／為必要ト認ムノレ工事ヲ施行スノレコトヲ得此ノ場合ニ於

テハ工事施行及維持ノ費用ハ国ノ負担トス”
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註2）の文献 p. 208 

5) ミッテラン政権によって政府代表者としての県知事は廃止されたが、県知事の

もっていた中央政府との連絡，調整者としての職務は，従来より縮減された範囲

で共和国委員 commissairede la republiqueによって担われる。共和国委員は，中

央政府によ って任命され，各省庁の大臣を代表し，国の地方部局を指揮する役割

を果す。

新倉俊一他編集. 1984. 事典現代のフランス［新版］．大修館書店．東京， p.46 

6) R.本・ 条＝政令 ・条＝コンセイユ・デタの行政部会の審議を経た政令。

7) 動物の種類に対する制限は，主として綿羊類を対象とする。すなわち，ヤギ，

雌羊，羊。これらの動物は，雌羊と，羊に対する特殊な許可を除いて，国家森林

管理制度下にある土地と森林においては禁止されている。

8) 法が取締刑（peinede police）をもって罰する罪である （刑464条）。取締刑に

は，主刑として，①2カ月以下の拘禁，②2000フラン以下の罰金，があり，また

補充刑として，差押物の没収がある。違警罪の公訴時効は 1年である（刑訴9

条）。

違警罪には，第 1：種から第5種までの 5種類がある （刑法典2部（命令の部）

R. 25条以下）。

1）の文献 pp. 276～277 

9) R.帥...・条＝政令..・ 条＝コンセイユ・デタの総会の審議を経た政令。なお，

R.・・・・ e条＝政令ーー 条＝コンセイユ・デタの審議を経ない政令である。
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