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中山間地域における土地所有権の空洞化と所有情報の構造

山本幸生(高知大学大学院黒潮圏海洋科学研究科)

飯園芳明(高知大学教育研究部総合科学系)

Dysfunction and the Information Structures of Property Rights Regarding Land in 
Mountainous Areas 

Yukio Yamamoto (Graduate School of Kuroshio Science， Kochi University) 

Yoshiaki liguni (Multidisciplinary Cluster， Kuroshio Science， Kochi University) 

This paper examines the information structures 

regarding land owners of property in mountainous 

regions. For decades， these訂 eashave been rapidly 

depopulated by massive migration to urban areas. 

Recently， the inhabitants have been passing away as 

they age. Therefore， the land ceases being used and 

it becomes increasingly di伍culteach ye紅 tofind 

land owners living in urban areas. We investigated 

the situation in a community within Ohtoyo-cho， 

1. はじめに

中山聞の条件不利地域では人口減少により，都市

に在住する相続人に土地の所有権が移転し，相続人

が山間部にある土地の状況だけでなく，所在すら認

識できない事態が頻発している. こうした状況は所

有権を有していながら，その管理を放棄するいわば

権利の空洞化が進んでいることを示している 1)

所有権が空洞化すれば，現在の集落での起業や経

営規模の拡大などの土地の有効利用や環境整備の機

会が失われるだけでなく，将来にわたって森林等の

資源の有効利用や環境整備の機会が失われていく.

本稿では中山間地域での土地所有権の空洞化対策

の取組の方向性を検討するため，①土地所有情報の

構造の整理，② GISによる可視化，③これらの情

報を元にして筆界確定や相続登記について経費の

推計を行うなどの基礎的作業を行うことを課題と

した.

調査地の高知県大豊町は，全国に先駆けて人口

減少や高齢化が進み，大野晃 (2005)が限界集落を

概念化する際にフィールドとした地域のひとつで

ある 2)

( 88) 

Kochi prefecture， through three land owners' infor-

mation sources: the land regist叫 thet回 cadastre，

and the network of regional inhabitants. The 

information based on the network of regional inhab-

itants is available in even marginal communities. 

Maintaining the network is an urgent task. The land 

registration system has failed to meet the needs of 

the current situation and should be revised to avoid 

wastefulland use in the future. 

2. 先行研究

所有権の空洞化は当初，森林の不在所有の問題と

して捉えられた. 1992年に『林業経済』で「森林

不在村所有の実態と課題」が特集された.その中で

柳幸広登(1992)3)は森林の不在所有について①大

山林所有によるもの，②挙家離村によるもの，③ダ

ム建設によるもの，④投機目的の林地購入によるも

のの 4つに整理した上で 1990年代における不在

所有問題の新段階として相続による不在所有問題が

発現している点に警鐘を鳴らしている.

柳幸が見越した状況が具現化した 20年後の現在

においては，問題は単なる不在所有から所有や国土

の空洞化として捉えられるようになってきている.

近年では，農村撤退論の立場から，撤退後の土地管

理についての問題提起や国家安全保障の観点から国

土保全や水源保全等の議論が盛んになっている 4)

これらの先行研究では所有者の不在化に主な関心

があり，その情報については十分な分析が展開され

ていない.すなわち，①土地所有についての情報源

の多様さ，②情報源別の実態の把握力，③情報源へ

のアクセスの難易度などの分析は欠落したままであ

一一-
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表 1. 地目毎の面積と筆数る.今後の土地利用を考えるとき，所有者情報を解

明することは避けて通れない課題である.

そこで，本稿では，土地所有情報を地籍情報，地

域の人的ネットワーク，課税台帳の 3つに絞り，そ

れらの所有情報の精度や公開性，さらには，相互の

関係を詳しく検討することとした.

3. 調査地域の概要

(1 )大豊町の概要

調査地の大豊町は四国山地の中に位置し，人口は，

4，719人，高齢化率は 54%で過疎や高齢化が中山間

地域の中でも先行する中山間地域の自治体である.

高齢化が急速に進む背景には，中山間地域固有の

人口構成がある 現在，最も人口の多い年齢階層は

70歳代前半であり，次いで 70歳代後半となる こ

れらはいずれも昭和ヒトケタの時代に生まれてお

り，その人口は急速に減りつつある

昭和ヒトケタ世代の人口が減少すると，その所有

権の大半は町外に居住する次世代の家族に移転する.

しかし家族の多くは町を離れて久しく ，土地の所

面積 l筆の平均
地目 筆数

面積 (m')千 m' % 

原野他 738 483 4.9 655 

宅地 138 65 0.7 469 

田・畑 925 667 6.7 722 

山林 1，933 7，960 80.5 4，118 

その他 2，092 715 7.2 342 

合計 5，826 9，890 100.0 1，698 

注 1)地籍情報をもとに作成

2)原野には雑種地，山林には保安林を含む.

-
未
相
続
登
記
地

。
在や状況等の知識に乏しい.また，中山間地域の農 図 1 相続未登記地の分布

林地から収益が容易に見込める状況にないため，利 注地籍情報及びA集落におけるヒアリングにより作成

用や管理に無関心な所有者が増加する傾向にもある

(2) A集落の概況 報は登記簿を基礎とし相続や所有権の移転の際に

大豊町全体の高齢化率は 2010年現在で 54%であ 登記がなされないときは実態を反映しないよって，

るが，集落単位の高齢化率の中間値は 61.1%である. 現状を確認するには地籍情報以外の情報でこれを補

この中間値に近い集落の中から高齢化の速度を加味 う必要がある.本稿では，地域の人的ネットワーク

して 5) 大豊町の典型的な集落として A集落を調査 と固定資産税の課税台帳を用いて，これを検証した

対象地として選定した A集落の高齢化率は 50% 調査の手11原は後述するが，調査の結果，地籍情報

を超えるが，集落の共同作業は堅持され，大野の定 にある所有者のうち 241人，実に 52.5%の死亡が判

義する限界集落には分類されない 世帯数は， 63戸， 明した.相続未登記地は図 lのとおり集落内に広く

人口は 122名である 6) 分散し，将来的な土地の有効活用に支障が出ること

が容易に想像できるものとなっている.

4. A集落における土地所有情報 (3)不在所有の状況

(1 )地籍情報による A集落の土地利用状況 地籍情報では不在所有者は 51.9%となっている

地籍情報ηでは，A集落の面積は約9.89km2であり， が，すでに述べたように 241人の死亡が確認されて

筆数は 5，826筆にのぼる.面積比では山林が 80.5% いる. これらの登録者(死亡)の相続人の大半は地

を占め，田 ・畑は 6.7%しかない.地籍 l筆当たり 域のネットワークや課税台帳で明らかすることがで

の平均面積は 1，698m2，田 ・畑では 722m2であり， きた この相続人を含め集落外に住むいわゆる不在

その一筆規模は極めて零細である(表 l参照)• 所有者の比率を再計算すると，その比率は 80.6%に

(2)相続未登記地の状況 達する(表 2参照)

地籍情報には所有者名と住所他が記載されており， 不在所有者の地域的な分布は表 2の通りである

A集落の個人所有者は 459人となっている.地籍情 所有者 (あるいは，登記手続をしていない相続人や

( 89 ) 



[90 J 農林業問題研究(第 194号・ 2014年 6月)

表 2.不在所有の状況

地籍情報 所有者現況
区分

人数 % 人数 % 

集落内 221 48.1 89 19.4 

集落外等 238 51.9 370 80.6 

町内 109 23.7 139 30.3 

県内 42 9.2 116 25.3 

県外 39 8.5 59 12.9 

不明 48 10.5 56 12.2 
i仁b3h圭uヰt 459 100.0 459 100.0 

注:地籍情報，課税台帳， ヒアリングをもとに作成

納税義務者)で，集落内の居住者は 19.4%にすぎず，

一方， 25.1%は県外在住又は不明者となっている.

今後，集落内の所有者の死亡に伴って，不在所有

者数は相続未登記の数とともに増加すると予測され

る. これに伴って土地の実際の所有者の追跡はさら

に困難なものになるに違いない.

5.土地所有情報の階層構造

この節では，土地所有情報を地籍情報，地域の人

的ネットワーク，課税台帳の 3つに分け，その情報

の性格と実態把握の程度を明らかにする.

(1 )地籍情報

地籍情報とは地籍調査によって得られた情報であ

り，地籍簿と地籍図からなる.

地籍調査は国土調査法に基づく調査で，高知県で

は 1957年度から実施されている 8) 調査結果は国

土調査法第 21条により一般の閲覧が可能である.

地籍調査は土地の位置や形状を明確にすることが

目的であるため，所有者等の情報は基本的には登記

簿によっている.地自については，調査時に登記と

異なっていれば，逐次行政がそれを修正しているが，

所有者情報については，行政がそれを修正すること

はないとされている そのため，所有者情報では登

記がなされない限りは現実とのずれが生じうる.

(2)地域の人的ネットワークによる情報

地籍情報を補完する作業は，一般的には地域の人

的ネットワークによって行うことになる.

今回の調査 (2013年 6月から 9月に実施)では，

区長を中心にA集落で土地所有情報について最も

詳しいとされる 60歳代から 90歳代 6名を中心に聞

取り調査を行なった.加えて，当該の土地の近隣の

(90 ) 

住民への補足的な聞取り調査を行った.

地域の人的ネットワークによる情報は属人的なば

らつきがあり，同じ集落内であっても，住所地や親

類関係により土地所有者の特定範囲にばらつきが

あった. これらの情報は今回のような機会がなけれ

ば集約されることはない.

(3)固定資産税課税台帳による情報

地方税法第 381条により，固定資産税賦課のため

各市町村には土地等について課税台帳が整備されて

いる 相続登記がなされていなくても，住民票や戸

籍を元に特定することにより固定資産税の納税義務

者が記載されている.実際，今回の調査で地域の人

的ネットワークで把握できないことが多かった大正

時代以前に死亡した所有者についても，固定資産税

の課税台帳によりその土地の納税義務者を特定する

ことが可能であった.

しかし，固定資産税の課税台帳は一般には閲覧で

きず，当該土地の利用希望者もここから情報を得る

ことはできない.また，課税台帳に収集される情報

はあくまでも固定資産税賦課のためである.大豊町

についても，非課税となる課税標準額が 30万円未

満の土地については所有者の追跡は行われていない

という限界もある(地方税法第 351条)• 

(4)土地所有情報の階層的構造

今回のA集落の調査については，地籍情報に記載

されている全ての所有者について地域の人的ネット

ワークで検証し，それでも不明なものについて固定

資産税の課税台帳での補足する方法をとった.

各階層における所有者の現況の捕捉状況は表3の

とおりである.地籍情報での捕捉率は 28.3%である

のに対して地域の人的ネットワークによって追加的

に捕捉した割合は 55.6%となっており，地籍情報を

遥かに凌ぐ比率となっている.

また，課税台帳によって追加的に捕捉した割合は

18件， 3.9%と少ない. これは地域の人的ネットワー

クを利用してもその存否や住所が判明しない所有者

についてのみ課税台帳によって検証したためである.

課税台帳はすでに述べたとおり所有者や相続権者の

大半をカバーするデータベースではあるが，それで

も，所有者(相続人)の不明なものが 56人(12.2%)

残っている点が注目される.なお，不明者のうち

44人は所有する土地が固定資産税の課税標準額 30

万円未満のものとなっている.
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表 3.情報の階層別所有者の捕捉状況

所有者の捕捉

人 % 累計%

地籍情報 130 28.3 28.3 

ネットワーク 255 55.6 83.9 

課税台帳 18 3.9 87.8 

不明 56 12.2 100.0 

合計 459 100.0 

違いない.

(2)森林境界管理費用の推計

森林境界管理費用については筆者が高知県東部森

林組合及び高知県環境森林部とともに実施した境界

確認の費用推計結果を基に， A集落における境界確

認の費用を推計する.

境界確認の作業は，国土調査時に設置した杭の確

認，杭周辺の下草刈り，杭への目印テープの設置，

注:筆者作成. 作業後の写真撮影からなる.国土調査が終了してい

ることを前提に，地域の所有境界で3年に l度の頻

6.土地相続及び森林境界管理費用の推計 度でこれらの作業を実施して，土地所有者に森林の

土地を有効に活用できる状態にするには，相続等 現況や境界確認作業の完了を報告するのである.

において正確な登記を行うだけでなく，実際の土地 費用推計の手順は以下の通りである.

の境界がわかるように維持管理しなければならない 1)高知県東部森林組合で実施した境界確認作業

言うまでもなく，そこには費用が発生する.そこで， に要した時間と距離を 4つの作業実績から得て，

この節では，以下の手順に沿って土地相続の費用及 100m当たりの作業時聞を試算する.

び森林境界管理の費用を推計して，土地を適切に維 2)境界確認作業は 2名一組で実施する(事故防

持するために必要な費用の下限を試算する. 止のため). したがって， 2名分の作業員を前提に

(1)土地相続費用の推計 計算する.

相続の土地の登記費用については，土地の評価額 3)作業員 l名あたり日当を 1万円，社会保障費

に 1000分の 4を乗じたものを納付する必要があり を 3，000円 1日の車使用量を 15，000円とし，境界

(登録免許税法別表第 1)，1，000円未満については， 確認作業は 2名で 41，000円/日とする. これを 1日

1，000円となる. あたりで処理しうる距離で除して， 100mあたりの

A集落については，相続未登記は 241件で，地籍 経費を算出する.

は 1，630筆あった.これについて，大豊町の平均の 4)林地の一筆ごとの周囲の長さを地籍データか

固定資産評価を用いて，暫定的に計算をすると，そ ら抽出して，その半分を管理すべき境界の距離とす

のいずれも l筆当たりで 1，000円未満となった.し る.これは隣接し合う林地で作業が重複する部分を

たがって， A集落の相続未登記地をすべて登記する 控除するためである.

ためには最低でも 163万円， 1件平均 6，863円の登 算出の結果からは，作業平均時間は 74分/100m 

録免許税が必要となる. となった(表4参照). 1日で換算するとおよそ 650m

このほか，登記の手続きは司法書士に依頼する場 を処理できることになる

合が多い.この場合，その報酬が必要となる. 1件 A集落の山林は 1，933筆からなる.一筆の周囲の

当たりの報酬について 35，318円とすると 9) 登録免 長さは平均 249m，最大で約 1，750m，最小で 3m

許税と司法書士手数料について全体で 1，014万円余 となっている.上の手順で筆ごとの管理費用を算出

り 1件平均 42，081円が必要となる. これは書類等

がそろった最もシンフ。ルなものについての報酬であ

り，事実確認や他の書類の作成が増えればそれだけ

報酬も多く必要となる.間取り調査をしていくなか

では，現存者の 5代前の明治期の名義が残っていた

場合もあり，そうなれば，関係者の確定をするだけ

でも膨大な作業が発生する. このような場合には相

続人自身で作業する手間や司法書士報酬を考えると

登記に要する費用はここでの水準を大幅に上回るに

( 91 ) 

表 4. 森林境界確認作業の事例表

事例 時間 距離 作業時間/100m

l 240分 382m 62.8 

2 240分 530m 45.3 

3 240分 376m 63.8 

4 480分 332m 144.6 

合計 1，200分 1，620 m 74.1 

注.高知県東部森林組合資料に基づいて作成
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して合計を求めると 9，101千円になる. 3年に 1度

の調査が前提であるから，年に直すとおよそ 300万

円が境界確認に必要であることがわかる

7. 考察

(1 )土地所有者情報の構造と実態

所有情報の階層構造について整理すると図 2のと

おりとなる

まず，地籍情報は誰でも閲覧できる基礎的な情報

であるが，少なくとも A集落において，所有者の捕

免税点未満し..... ・・・ ーー........... ・ ¥ 

追跡不能'-....Jtf 実際の土地所有構造:

〈コマ‘j 糊制緩(非公開)1 : 
ネットワークタトー L_____________________ j 

C二二〉ち-ーーーー;主的thz-TE三竺--昨今

〈コ14 i ~ 地籍情報 j
転居未登記 r ¥，e ・・・ーー ーー ・ー ーーー.......

相続未登記

図 2. 所有者情報の階層構造

注 筆 者 作 成

捉率は高くない (3割弱) また，未登記等これま めてきた大別すれば，登記の義務づけ等登記制度

での傾向が変化しない限りは，実際の土地所有者を の変更を求めるものと，農地法 (30 条~39 条)あ

把握する力は一層低下していくと予想される るいは森林法 (10条)に規定されている遊休農地

次ぎに，地域の人的ネットワーク情報については， や要間伐森林の強制的な利用規程等の厳密な運用を

一般には地籍情報を補完するものとして位置づけら 進めるものである

れるが，地域の人的ネットワークが完全に機能すれ このうち，登記制度の改正は中山間地域の実態か

ばほとんどの所有者についても情報を得ることがで らみると早急な対策が要請されるが，所有権の根幹

きる しかし，一方で属人的なものに依存しており， に係わることであり影響も大きく短期的な解決は容

その人が亡くなるようなことがあれば，情報は急速 易ではない

に失われていくと考えられる.現状では A集落に 一方農地法や森林法の規定の厳密な運用につい

おいては地籍情報と地域の人的ネットワークによる ても，地域住民による土地管理を半ば強制的に進め

情報で所有者の83.9%まで網羅できている.しかし るものであり，その実施を地域で合意するのは容易

その情報の担い手は官頭に述べたとおり昭和ヒトケ ではない.また，行政側からみても 1件当たりの

タ生まれの世代である この世代の人口が減少して 行政コストが大きくなり，その負担は少なからず障

いけば，地域と地域外を結ぶ結節点が失われてしま 害になろう 10)

い，人的ネットワークが完全に崩壊しかねない.そ したがって，登記制度や土地利用等の制度の見直

うなれば，土地の所有情報を得ょうとするものは， しは短期的な対策とはなりえない.

地籍情報に頼らざるを得ず， 3割未満しかその所有 短期的な措置として有効な対策は，地域の人的

者を捕捉しえなくなるということも考えられる ネットワークを通じた土地の所有者情報の維持や強

最後に，課税台帳では，相続未登記であっても， 化であろう .A集落ではその高齢化率が 50%を超

固定資産税の納税義務者が追跡される その意味で えているにもかかわらず，この人的なネットワーク

は相続人を知るために，最も信頼できる公的データ で過半の所有者を特定できたのは驚異ですらある.

ベースといえる. しかし課税標準が土地では 30 高齢化が進んだ集落でも，そのネットワークが根強

万円未満の免税点未満であれば相続人の追跡が行わ く生き続けている証であり，その維持や強化はまさ

れないことから，分割相続が進めば，次第に土地所 に焦眉の課題といえる

有の実態からずれていくと予想される.また，これ また，地域の人的ネットワークはそれが人口の減

らの所有者については地域の人的なネットワークの 少とともに縮小する可能性を考慮すれば，現在の人

方が実態を把握する能力が高い場合もあるので，そ 的ネットワークに基づく情報を森林組合等の持続的

うした情報との組み合わせで初めて実態の全貌を把 な機関にいかに引き継ぐかについても合わせて検討

援できる する必要がある.

(2)所有権空洞化への対処 このほか土地の相続登記や境界管理の費用負担

こうした土地所有権の空洞化への対策について は，所有権の空洞化を生み出す原因の一つでーあり，

は，これまで制度的な解決を求めるものが主流を占 こうした費用負担についての具体的な対策も早急に

(92 ) 
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検討すべきである.現在の法的ルールの下で、は所有 7) 平成6年から平成8年にかけて実施地目につい

者がこれらの費用を強制的に負担させられることは ては登記簿そのままではなく，調査により実情が

ない.そこで，所有者や相続人がこれらの費用の負

担を避ける結果，所有権の空洞化が発生しているの

である.

長期的には，制度の見直しへの機運が高まると予

想される.土地の所有権の空洞化が中山間地域の全

域に広がるとすれば，国土管理上からみてその管理

責任が問われる可能性は少なくない.環境経済学で

いう基準点が上昇するのである.

こうした場合，土地の所有者は少なくとも一定の

負担を免れない.すなわち，土地所有者の適切な管

理が義務化する.そのとき， これを実行に移すため

の制度や財政措置が必要となろう.そうした事態に

備えた理念の検討や制度の設計はいまから着手すべ

き課題といえる.
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注1)この点については，藤山 (2011)，飯園 (2013)を

参照.

2)大野 (2005)参照.

3)柳幸(1992)

4)東京財団 (2013). 

5) 2010年の国勢調査により，大豊町内の集落におけ

る高齢化率の中間値の前後各5集落の中で，高齢

化率が50%を超えた集落中 1991年から 2010年の

高齢化率の変化の平均 (2.18倍)に近いものを選

択した.

6)平成22年国勢調査小地域集計(総務省統計局)• 

反映されている.本稿で用いた地籍情報は2010年

8月時点のものである.

8)高知県土木部用地対策課 (2013)を参照

9) 日本司法書士会連合会 (2013)に記載されている

所有権移転笠記ー1(四国地区)の平均値を適用した

10)緒方 (2012)を参照.
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