69

法政理論第 50 巻第 1 号（2018 年）

建築行為に対する用途地域制限及び形態規制の
設定と適用の法的意義についての考察

和泉田

保

一

序
１．用途地域制限、形態規制を定め適用する都市計画決定と開発許可およ
び建築許可
（１）なぜその図式として比較するのか
（２）実定法上どのような差異があるのか
２．検討
（１）そのような差異の起源について
（２）その差異は正当なものなのか
（３）集団規定に関しての裁量制化のアイディアについて
結びにかえて

序
都市計画区域内において 1、建築物の建築を可能とする法的効果は、い
かなる行政上の決定（以下、「行政決定」という。）に存するのだろうか。
仙台市建築確認取消請求事件 2 ＝昭和 59 年最判は、第三者が建築確認処
分の取消を求めるに当たっての狭義の訴えの利益の存否の判断において、
建築確認は、それを受けなければ右工事をすることができないという法的
効果が付与されているに止まり、工事が完了した後における建築主事等の
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検査は、当該建築物及びその敷地が建築関係規定に適合しているかどうか
を基準とし（建築基準法 7 条 5 項）、同じく特定行政庁の違反是正命令は、
当該建築物及びその敷地が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の
規定に適合しているかどうかを基準とし（同法 9 条 1 項）、いずれも当該建
築物及びその敷地が建築確認に係る計画どおりのものであるかどうかを基
準とするものでないことから、建築工事完了後においては、その法的効果
は消滅し訴えの利益は失われるものとした。また、開発許可処分について
も、最高裁判所は、市街化区域、市街化調整区域いずれにおいても同様に、
それを受けなければ適法に開発行為を行うことができないという法的効果
を有するものであるところ、当該開発許可に関する工事が完了し（松戸市
開発許可処分取消請求事件 3 ＝平成 5 年最判）、当該工事の検査済証が交付
されたとき（福岡市開発許可処分取消請求事件 4 ＝平成 11 年最判、鎌倉市
開発許可処分取消請求事件 5 ＝平成 27 年最判）は、開発許可の有する上記
の法的効果は消滅するものとしている。ところが、市街化調整区域におい
ては、「開発許可がされ、その効力を前提とする検査済証が交付されて工
事完了公告がされること」によって、「予定建築物等の建築等が可能とな
るという法的効果が生ずる」（平成 27 年最判）として、建築工事を適法と
するところの建築確認の場合とは異なる表現で、「建築物等の建築が可能
となるという法的効果」が存在することを認めた 6。それでは、ここでい
う法的効果とは何を意味するのか、そして、市街化区域においても、その
ような法的効果を有するような行政決定はありうるのであろうか。この疑
問が、本稿の出発点である。
詳細は次章に譲るが、筆者は、そのような法的効果こそが、建築行為の
禁止を解除し完成した建築物の存在を適法とするものであり、市街化区域
においてもそのような法的効果を有する行政決定は存在し、それは、用途
地域制限及び形態規制に関する都市計画決定であると思料する。
その論拠について、ここでは概略のみ述べる。市街化区域においては、
概念上は、その敷地が市街化区域内にあるというだけで何らかの建築物を
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建築することは可能であるとはいえるが、実定法上、その敷地が市街化区
域とされる（都市計画法 7 条 2 項の区域区分の都市計画決定）だけでは、
具体的な建築行為が可能になるとはいえず 7、特定の地域（敷地）につい
て、用途地域制限及び形態規制が適用される（同法 8 条 1 項 1 号の用途地
域の都市計画決定）ことを以て、はじめてそれが可能となるといえると考
える。これらの制限が特定の敷地に適用されるということは、その敷地に
建築関係規定（昭和 59 年最判）のうちの、敷地に応じて設定されるとい
う意味において最も決定的な部分（詳細は後述）が確定して適用され、そ
の時点以降、それに合致するような用途や形態の建築物であれば実際上建
築が可能となることを意味する。そして、この決定を以て、建築主が企図
するような建築物の建築が可能か否かが決せられるのであり、建築主の権
利義務への一定の影響がはじめて生ずるといえる（但し、本稿は用途地域
の指定に対する取消訴訟の処分性の有無について議論するものではない 8。
）
。
なお、実際の建築工事の着工に当たって必要となるのが建築確認である
が、その効果は建築工事完了を以て消滅し、これ以降、その敷地に建築さ
れた建築物が当該建築関係規定に適合しなければ、検査済証を得られず、
違反是正命令を受ける事由となる。このような、建築関係規定のうちの用
途地域制限及び形態規制を確定し、それを特定の敷地に適用するという決
定にこそ、まさに、市街化区域において、建築行為の禁止を解除し完成し
た建築物の存在を適法とする法的効果が存するというべきであると思料す
るものである。
翻って、市街化調整区域においては、そのような法的効果は、開発行為
を伴う場合には開発許可（都市計画法 29 条）に、それを伴わない場合に
は建築許可（同法 43 条 1 項）にあると考えられる 9。
本稿は、このような理解を前提として、市街化区域において特定の敷地
に対して用途地域制限および形態規制を選択して適用するところの都市計
画決定をとりあげて、市街化調整区域における開発許可及び建築許可と対
比し、その差異や意義について検討することを企図する。このような区域
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区分に起因する仕組みの差異は、実定法上どのような意義を含意し、何を
理由として設けられ、どのように正当化されるのであろうか。このような
問いに答えるため、制度形成の歴史についても参照しつつ、それぞれの制
度の効果や差異を分析した上で、整理し、比較・検討・考察する。こうし
た試みにより、ひいては、わが国の採る都市計画制限の制度について、よ
り深く理解し、今後採るべき方向性を探る 10 ための一つの足がかりとなす
ことを目的とする。
わが国における建築規制にかかる制度としては、建築確認制が採られて
いることが特徴であるとされる。それは、申請内容と建築関係規定との合
致を機械的に公権的に判断してそれを表示し、その表示行為に法律所定の
法的効果が付与されるという、準法律行為的行政行為に分類されるところ
の確認行為であり、故に裁量の余地のないものであり附款（条件）を附す
こともできないと説明される。また、許可のような、一般的禁止を解除し
それを可能とするという類の行政行為と区別される。建築確認については
このように理解すること自体は誤りではないが、都市計画法における建築
規制に関わる開発規制の制度をもあわせて俯瞰することで、市街化区域に
おいても、建築行為を一般的に禁止し、それを特定の場合に解除するとい
う、許可制に擬せられる仕組みの存在がおぼろげに浮かび上がってくる。
そして、このような「許可制」と、市街化調整区域における開発許可・建
築許可における、裁量の余地のある、条件を附すことのできる講学的にい
うところの許可制との対比を行うことにより、実体に即した、実りのある
議論に資すると確信している。
本稿の構成としては、まず、上に概説した図式、すなわち、建築物の建
築を可能とする法的効果の所在としての、市街化区域における用途地域の
都市計画決定と、市街化調整区域における開発許可または建築許可との対
比について、実定法規定を参照しつつ詳述する。いわば、この図式を設定
することの正当性・適切性を根拠づけようというわけである。そして、そ
のような差異が設けられている理由、その差異はどのように正当化される
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のかについて、順次、制度創設の経緯等も参照しながら検討してゆく。そ
して、このような差異の、現代における意義と今後向かうべき方向性につ
いて若干の私見を明らかにしつつ論及してゆくこととする。

１．用途地域制限、形態規制を定め適用する都市計画決
定と開発許可および建築許可
（１）なぜその図式として比較するのか
①「建築物等の建築が可能となるという法的効果」の意義とその所在（市
街化区域内の場合）
まず、先に示した、建築行為の禁止を解除し完成した建築物の存在を適
法とする法的効果の所在を、市街化区域については都市計画決定（用途地
域制限及び形態規制にかかるもの）であり、市街化調整区域については開
発許可あるいは建築許可であるとしたことについて詳述する。
そもそも、平成 27 年最判のいう「建築物等の建築が可能となるという
法的効果」とは何を指すのか。筆者は前稿 11 において、開発許可が開発工
事について有するそのような法的効果には次のような要素が内包されると
考察した。すなわち、ⅰ）工事自体を適法に行わしむ効果、ⅱ）工事の結
果（招来された状態）を適法とする効果、そして、ⅲ）開発許可処分なく
しては開発できないというルールの法的な実効性の担保効果（すなわち、
違法な開発行為に対する監督処分・是正命令権限が用意されているという
こと）、である。これを本稿の検討対象である建築行為についてあてはめ
ると、ⅰ）建築工事自体を適法に行わしむ効果、ⅱ）工事の結果（招来さ
れた建築物の存在）を適法とする効果、そして、ⅲ）当該行政決定に反す
るような建築物を建築することができないというルールの法的な実効性の
担保効果（すなわち、違法な建築行為に対する監督処分・是正命令権限が
用意されているということ）、であるということになる。

建築行為に対する用途地域制限及び形態規制の
設定と適用の法的意義についての考察 （和泉田）

74

このような分節及び立論は未だ仮説にすぎないが、次の通り正当なもの
と考える。
市街化区域内については、昭和 59 年最判を参照する。同判決によれば 12、
ⅰについては建築確認の法的効果であり、除外される。そうすると、残る
はⅱ、ⅲの効果である。そして同判決もこのような分節に対応するかのよ
うに、ⅱにおいては、申請にかかる建築計画との同一性は問題とされず、
建築関係規定との適合性が認められることで検査済証が発出され 13、また、
ⅲについても、当該建築物及びその敷地が建築基準法並びにこれに基づく
命令及び条例の規定に適合しない建築物は違反是正命令の対象となるとし
ている。
そうすると、建築関係規定を特定の敷地について具体的に適用するよう
な行政決定がⅱの効果の契機となることが明らかである。また、ⅲについ
ても、やはり、建築関係規定のうちの用地地域制限および形態規制を特定
の敷地について具体的に適用することが決定的な意義を有する（詳細は後
述）ことから、同様に考えられる。
それでは、それは具体的にどのような行政決定をいうのであろうか。ま
ずは、建築関係規定とは何か。それは、建築基準法 6 条 1 項の「建築基準
関係規定（この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定（以下「建築
基準法令の規定」という。）その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関
する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをい
う。以下同じ。）」のことを指し、建築基準法の規定のみならず、消防法や
屋外広告物法等の関連規定などもそれに該当するとされる 14。そして、こ
れらは、大きくは単体規定と集団規定とに二分される。
単体規定とは、建築物についての構造上の安全や衛生上の基準等につい
て定めたものであり 15、建築基準法第 2 章および政令に定められている。
これは、全国一律に適用されるものであり、法令を定めた時点において、
これらは既に建築物を建築する際の規制として存在し、基本的には全ての
建築物の建築に適用されることが決まっているものといえる。
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集団規定とは、人々が集まって暮らす都市において、良好な市街地環境
を確保するために規定されるものであり 16、原則として、都市計画法の規
定に従って定められる都市計画区域内において建築される建築物について
適用される 17。それは、更に、a. 建築物またはその敷地と道路または壁面
線との関係（接道義務や道路内の建築制限、壁面線等。参照、建築基準法
第 3 章第 2 節。）、b. 用途地域制限（用途地域および特別用途地区 18 内の用
途制限、卸売市場等の特殊建築物の建築位置の制限等。同章第 3 節。）、c.
建築物の面積、高さおよび敷地内の空地制限（容積率、建ぺい率、外壁の
後退距離制限、高制限等。同章第 4 節）
、その他の制限（防火地域制によ
る建築制限（同法 61 条−67 条の 2）、景観・美観維持のための建築制限（同
法 68 条）、地区計画による建築制限（同法 68 条の 2）等）がある。a（以下、
「道路関係規定」という。）は都市計画区域内に一律に適用される。b（以
下、「用途地域制限」という。）および c（以下、「形態規制」という。）に
ついては、都市計画法（8 条 1 項）にその選択肢が 12 種類の用途地域とし
て定められており、それぞれの用途地域に応じて建築基準法（48 条及び
別表第二）に定められる種類の用途建物の建築の可否、および、それぞれ
の用途地域に応じて設定可能な形態規制（同法 52、53、55、56 条、別表
第三）等が定められている。そして、ある地域が具体的にどのような用途
地域制限、形態規制が適用されるのかは、地方公共団体（この場合は、市
町村）の行う都市計画決定 19 による。「その他の制限」については、必ず
しも市街化区域全域に定める必要はなく、法令がそのような制限（通例、
制限内容についての大枠を定める）を選択して課すことを可能であると規
定し、具体的な適用とその詳細は地方公共団体の条例等で定めることと
なっている。
そうすると、単体規定並びに集団規定のうちの道路関係規定について
は、法令制定時に確定しており、この項目については法令によって既定事
項となっているが、用途地域制限、形態規制については、その都市計画決
定によって、選択によりはじめて特定された当該制限が、はじめて特定の
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土地に割り当てられることになる。
建築にかかる種々の規制のうち、用途地域制限・形態規制についての都
市計画決定は、内容的に都市計画にとって必須であり 20 重要である要素 21
が、それも具体的に特定の土地に適用されるという意味において、決定的
な意義を有する。すなわち、その決定を以て建築確認の審査事項である建
築関係規定のうちの行政権に許された可変部分の内容がほぼ確定し、後
に、これと申請建築物との適合が審査される。この適合がなければ、当然、
建築確認がなされない。しかし、仮に、申請内容とは異なる建築物が完成
したとしても、それが、その敷地における用途地域制限・形態規制に適合
していれば、検査済証は交付され、違反建築物に対する是正命令の対象と
はならない。こうした一連の法的仕組みから、市街化区域において建築物
の建築を実質的に可能とする行政決定は、まさに、この地域地区の都市計
画決定であるというべきであると思料するのである 22、23。
つまり、これらのことからして、すでに、用途地域制限・形態規制の都
市計画決定の時点において既に当該敷地において建築することができる建
築物の用途や高さ・密度さえも、ある程度具体的に規定されているという
ことができる。そして、建築工事を適法に行わしむのが建築確認処分であ
ることになる。
② 市街化調整区域における建築制限の解除：開発許可あるいは建築許可
市街化調整区域においては、上述の法的効果を有する行政決定に該当す
るのは、開発許可あるいは建築許可である。当該区域内においては用途地
域は原則として定められないため、用途地域規制に該当する規制 24 は、開
発許可（建築許可）の際に許可基準（いずれにおいても、都市計画法 34
条 1-14 号）に照らした判断を通してなされる。用途地域と連動している形
態規制についてもこのことが当てはまる（但し、同法 41 条は、用途地域
を定めない場合において、形態規制やその他の規制について、知事等が定
めることができるとしているため、事前に定まっている場合もありう
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る。）。また、許可に当たっては条件を附することができる（法 79 条）こ
とから、法令に規定されている以外の制限を、条件としてすることもでき
ると考えられる 25。このような仕組みからすると、建築行為の禁止を解除
し完成した建築物の存在を適法とする法的効果は、都道府県知事等 26（以
下、「知事等」という。）による、開発許可あるいは建築許可処分に存する
というべきである。
当然、是正命令や強制執行権限を背景にして強制される用途制限・形態
規制についてそれが課されるのは、文字通り他ならぬ開発許可または建築
許可を以てである。以上の点は、いわば、講学上の許可についての理解に
も合致する。
なお、これに対して、前示の平成 27 年最判は異なる判断をしており、
上述の点との整合性が問題となる。同判決は、「市街化調整区域のうち、
開発許可を受けた開発区域以外の区域においては、都市計画法 43 条 1 項に
より、原則として知事等の許可を受けない限り建築物の建築等が制限され
るのに対し、開発許可を受けた開発区域においては、同法 42 条 1 項により、
開発行為に関する工事が完了し、検査済証が交付されて工事完了公告がさ
れた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物の建築等が原則
として制限されるものの、予定建築物等の建築等についてはこれが可能と
なる。そうすると、市街化調整区域においては、開発許可がされ、その効
力を前提とする検査済証が交付されて工事完了公告がされることにより、
予定建築物等の建築等が可能となるという法的効果が生ずるものと」した。
この説示によれば、建築許可（法 43 条 1 項）を得る場合には、建築禁止
を解除する法的効果は建築許可にあるものの、開発許可（法 29 条）によ
る場合は、それは、当該開発工事が完了して交付される検査済証あるいは
工事完了の公告にあり、両者において差異があるということになる。開発
許可を得る場合と建築許可による場合とで建築物の建築を可能とする法的
機序が異なるというのは、いかにも不自然である。そして、開発許可によ
る場合については、開発許可の時点で存在するそのような効果が一旦消滅
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した上で、検査済証が交付されて工事完了公告がされることによって復活
することを意味しているのか、それとも、それまでは存在しない当該効果
が、検査済証が交付されて工事完了公告がされることで、それを効力要件
として、はじめて当該効果が発生することを意味するのか、判然としな
い 27。更に、検査済証交付あるいは工事完了公告を単なる建築確認の受理
要件と解するような場合、結局、建築工事を適法に行わしむ効果に吸収さ
れるという論理に帰結しかねない。
しかしながら、いずれにせよ、そのような最高裁の論理は、筆者が前稿
において指摘したとおり、開発許可の法的効果が、「開発行為に関する工
事が完了し、当該工事の検査済証が交付されたときは、当該開発許可の有
する上記の法的効果（これを受けなければ適法に開発行為を行うことがで
きないという法的効果）は消滅する」と誤った大前提に立ち、これにひき
ずられているための誤謬であると考える 28。
③ 小括
以上をまとめると、次の通りである。建築物の建築を可能とする法的効
果、すなわち、建築行為の禁止を解除し完成した建築物の存在を適法とす
る効果の所在として、市街化区域の場合は、用途地域制限・形態規制に関
する都市計画決定にそれが存する。そして、建築確認は、申請内容が建築
関係規定に合致していることの公権的確認であるが、その法的効果は、建
築工事を適法に行わしむことに尽きる。その後の、申請にかかる建築物の
存在を許容し、適法とするのは当該都市計画決定の法的効果というべきで
ある。
これに対して、市街化調整区域において、その法的効果は、開発許可あ
るいは建築許可に存し、それは文字通り、講学上の許可の意義を有する。
このように見てくると、建築確認制度の意義について見直してみる必要
があるものと考えられる。建築確認処分にあたっては、建築主事には裁量
の余地はなく、附款を付することもできない。そうした性質から、講学上、
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準法律公的行政行為のうちの「確認」に該当する、とされる。建築基準法
は、都市計画法における地域地区等の都市計画決定を受けて、「建築物の
用途に関する最低の基準」（建築基準法 1 条）により実体的規制を担って
いるものとされてきた 29 が、現実には、建築工事そのものを適法とする法
的効果を有するに過ぎず、違法建築物の出現の未然防止の役割を担う点に
その意義は限定されている 30。そして、講学上の「確認」の意義も、その
部分に局限して当てはまるに過ぎない。
そして、建築に対する制限とその解除の仕組み全体をみると、都市計画
区域内においては、市街化区域内にせよ市街化調整区域内にせよ、用途地
域制限・形態規制の確定と適用（市街化区域内）または建築許可あるいは
開発許可（市街化調整区域内）がなければ建築行為が実質的には適法とさ
れないことから、原則建築行為は禁止され、これらの決定や許可を以てそ
れが解除される、という点に相違はないことになる。
以上の図式を前提として、次に、このような差異の意義はどのようなも
のか、そしてその差別・区別はどのようにして正当化されうるのかについ
て考察することとする。具体的には、一、このような差異は実定法上どの
ようになっているのか（→１（２））、二、このような差異が設けられた経
緯（起源）について（→２（１）
）、三、その差異による区別・差別は正当
なものなのか（→２（２））、四、許可制を採用する提案等、現行の方式に
対する批判と代替案について（→２（３））、順次、検討してゆくことと
する。

（２）実定法上どのような差異があるのか
作業をはじめるに当たって、上述の内容として、実定法上どのような差
異があるのかを明らかにしておく。まず、実体的にどのような規制がなさ
れるのか、すなわち、規制内容・基準そのものについて（①）、次に、そ
の規制内容・基準を申請等に応じて適用する過程及びその際の裁量のあり
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方について（②）、そして、規制内容・基準の決定手続について（③）、そ
れぞれの実際と、市街化区域と市街化調整区域における差異について、順
次見てゆく。
① 規制内容・基準そのものについて
規制内容・基準の考察対象は、単体規制等については共通するため、実
質的には、市街化区域における用途地域制限・形態規制と、市街化調整区
域における当該規制に対応するものとなる 31。
市街化区域においては、繰り返しになるが、用途地域制限については都
市計画法が 12 種類の用途地域を規定し（法 8 条 1 項）、建築基準法がそれ
ぞれの用途地域に対応して、その用途地域に建築することができる建物の
用途を定めている（建築基準法 48 条及び別表第二）。なお、12 種類の用途
地域のうち、第一種低層住宅専用地域、第二種低層住宅専用地域及び第一
種中高層住宅専用地域については建築できる用途が限定列記されている
（積極的規制）のに対し、その他 9 用途については建築できない用途が列
記される（消極的規制）という手法が採られている 32。
都市計画法 8 条 3 項 2 号イ､ ロ､ ハは、用途地域に応じて一定の形態規制
を定めるものとし、建築基準法は、それを受けて、それぞれの用途地域毎
に選択可能な形態規制として、容積率（52 条）、建ぺい率（53 条）、高さ
制限（55、56 条、別表第三）等についての基準を定めており、更に、前
面道路等の条件も加味された上で、実際に選択可能な形態規制が定まって
くる。市町村は、特定の地域について、所与の条件から選択可能な用途地
域制限および形態規制の中から最適と考えられるものを選択し、適用する。
市街化調整区域においては、これも繰り返しになるが、都市計画法
33・34 条の基準に合致する場合にはじめて開発許可（建築許可について
も準用）がなされ、申請者の意図する開発行為及び建築行為が可能となる。
このうち、法 34 条 1-14 項及び同条の委任による命令が、それをすること
ができる開発の目的や建築することができる建築物の用途を定めている。
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なお、法 34 条の許可基準について、1-13 項においては、その用途や目
的を特定して、その場合にのみ許可できるという規定ぶりであるが、同条
14 項は、それらに該当しない場合でも、周辺における市街化を促進する
おそれがないような場合には、開発審査会の議を経て許可をすることがで
きると規定している。
当該区域内において用途地域は定めないこととされていることから、形
態規制も定められないことについては既に述べた。従って、形態規制及び
その他の集団規制については、通例、条件として課すことが想定されるが、
法 41 条は、用途地域を定めない場合において、これらの規制について知
事等が定めることができると規定しており、近年は、容積率及び建ぺい率
については、これを定める例が多いようである 33。
以上の通り、市街化区域と市街化調整区域とにおいて、微細な相違はあ
るものの、規制内容の性質としては、「用途」と「形態」に関する規制で
あり、類似しているということができる。しかしながら、その規定の仕方
は、前者においては客観的あるいは数値として明確に定められるのに対し
て、後者においては抽象的で記述的であるといえる。但し、後者の場合で
も、法 41 条によって容積率や建ぺい率といった、市街化区域と同様な数
値的基準が定められる場合もある。
② 規制内容・基準の適用の仕方と裁量
次に、上記のような基準の適用過程について見てゆく。
建築物の建築工事を行う際には、建築主事の建築関係規定の建築確認に
よる機械的適用である「確認」制度が採られており、そこに裁量の余地は
ないとされるが、上述の図式によってこれらを見直すと、この説明が当て
はまるのは、建築工事の着工を適法とするという局面に限定される。その
敷地にどのような建築物が建築可能となるか、あるいは、建築主が欲する
用途形態の建築物の建築が可能となるか否かは、まずは、その敷地が都市
計画区域とされるか否か、そしてその区域内とされた場合においても、市
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街化区域あるいは市街化調整区域とされるかによってそのプロセスは異
なる。
市街化区域においては、前述した通り、建築関係規定の主要部分は、用
途地域制限・形態規制に関する都市計画決定によって、特定の規制が特定
の敷地に適用される。この場面において、当然、行政裁量はありうる。ど
の用途地域を選択するか、そして形態規制についても用途地域およびその
他の与件により選択可能なメニューから選択し、それを適用することにな
る。但し、用途地区（12 種類）が都市計画法に規定されており、それぞ
れの用途地域毎に建築可能な建物の用途等について建築基準法に規定され
ており、選択可能な形態規制についても同法に選択メニューとして規定さ
れているという状況を鑑みると、行政権に与えられた裁量の余地は、狭い
ものと評価されよう。但し、この評価は、必ず規定するものとされている
規制内容について当てはまることで、特別用途地区等法令上、地方公共団
体の判断で任意に選択し、適用できるメニューはかなり豊富となっている
上に、規制を緩和するようなメニューもある。このことは、このようなメ
ニューを任意に選択するという裁量余地が開かれていること意味する。
これに対して、市街化調整区域においては、用途地域制限・形態規制に
該当するような規制の適用は、建築主の申請があったときに、開発許可や
建築許可の基準（都市計画法 34 条 1-14 号）に従って、知事等によって許
可あるいは拒否という処分としてなされる。これによる場合には、一定の
裁量判断がありえ、また、条件を附すこともできる（既述）。
①②を通観していえることは、都市計画法制において、市街化区域にお
ける都市計画決定とその建築確認による機械的適用というキメの粗い建築
規制の仕組みと、市街化調整区域における（例外的な）裁量的な許可によ
るきめ細かい建築規制の仕組みが存在し、両区域において区別されて併存
しているということである。
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③ 規制内容・基準の決定手続について
都市計画決定は、地方公共団体が行う。そのうち、用途地域の指定の決
定については市町村が行う（法 15 条）が、その選択肢は、法令によって
定められている（既述）。決定手続としては、都市計画案の作成に際して
の公聴会開催の努力義務（法 16 条 1 項）、利害関係者の意見提出（同条 2
項）、案の決定に際しての、都市計画案の縦覧（法 17 条 1 項）、利害関係者
の意見提出（同条 2 項）、都市計画審議会への付議（法 19 条）を経ること
とされている。決定は首長の権限であり、議会に諮る法的義務は規定され
ていない。
なお、都市計画を定めるに当たっては、都市計画法 13 条にその基準が
規定されている。すなわち、都市計画一般について、「国土形成計画、首
都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計
画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計
画（当該都市について公害防止計画が定められているときは、当該公害防
止計画を含む。）及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国
の計画に適合するとともに、当該都市の特質を考慮して」（同条 1 項）、特
に、用途地域制限・形態規制を確定・適用するところの地域地区の都市計
画ついては、「土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、
商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増
進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な
景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持す
るように定める」という基準（同条 1 項 7 号）「に従つて、土地利用、都市
施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩
序ある整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的に定めなければな
らない。この場合においては、当該都市における自然的環境の整備又は保
全に配慮しなければならない」（同条 1 項）。
これに対して、市街化調整区域においては、開発許可、建築許可いずれ
についても知事等の権限である。知事等は、都市計画法 34 条 1-14 号所定
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の基準いずれかにの目的用途等に合致する申請についてのみ、許可処分を
することができるとされる（同条）。すなわち、市街化区域においては法
定メニューから選択的に適用されるところの用途地域に該当する部分は、
法律に許可基準として直接規定されており、許可基準の設定とはすなわち
立法行為である。但し、その規定ぶりは用途地域等の客観的物理的基準に
比して抽象的であり、同法の委任による命令、あるいは委任によらない審
査基準も作成され 34、これらも許可基準たりうる。従って、基準作成の手
続としては、立法手続の他、行政立法にかかる意見提出手続（地方公共団
体の行政手続条例による）を経ることになる。なお、形態規制やその他の
規制について、法 41 条により知事等が定める場合には、意見提出手続を
履践することが想定される 35。また、定めない場合は条件を附すかたちで
規制することができる（法 79 条）。このことに関連して、開発審査会への
付議については、開発許可に際して知事等は、原則、開発審査会等に諮る
必要はないが、同法 34 条 14 号の許可については、同審査会の議を経るこ
とになっている。開発行為を伴わない場合については、建築許可によるこ
とになるが、その場合には開発審査会の議を経ることとされている（都市
計画施行令 36 条 1 項 3 号ホ）。
以上のように両者において細部は異なるものの、規制内容や基準の作成
手続に関しては、都市計画決定による場合の方が、原案作成時点からの利
害関係人の参加、縦覧および意見書提出、都市計画審議会への付議等の点
から、幾分、その内容が充実しているということができる 36。

２．検討
（１）そのような差異の起源について
① 市街地建築物法から建築基準法へ
このような現行制度は、建築基準法（昭和 25 年律第 201 号）と都市計画

法政理論第 50 巻第 1 号（2018 年）

85

法（昭和 43 年法律第 100 号）によって枠組が形成されている。この枠組に
おいて上述のような差異が設けられた事情の一端を理解するために、これ
らの制定の経緯を見てゆくこととする。それ以前の制度は、いずれも大正
8 年制定の市街地建築物法（以下、
「物法」という。）と旧都市計画法によっ
て形成されていた（以下、「大正 8 年法制」という。）37。
大正 8 年法制において本稿の論点に関わるものとしては、旧都市計画法
により、地域地区制度（用途地域・風致地区・防火地区・美観地区など）
が導入され、物法により、同法の指定する市街地において建築物を建築し
ようとする場合に、その用途・規模等に応じて、行政庁 38 の認可 39（同法
施行規則 143 条）または行政庁への届出 40（同規則 144 条）が必要とされ
ることとなった。それら認可や届出においては、現在と同様に、他の単体
規定とあわせてその敷地における地域地区との合致について審査すること
になるのであるが、そのうち、用途地域制限は物法に規定され、その特定
の地域への適用については旧都市計画法 10 条 1 項 41 により都市計画決定に
よることとされていた 42。法制定時点において、用途地域は、住宅地域、
商業地域、工業地域、未指定地域の４種類で、それぞれの用途地域に応じ
て、建ててはならないもの（住宅地域、商業地域）、そこでなければ建て
られないもの（工業地域）等が指定され、また、連動して建ぺい率や高さ
制限が決せられていた。これら地域地区についての都市計画決定は、主務
大臣の権限事項であった（旧都市計画法 2 条 1 項）が、各都道府県の都市
計画地方委員会（事務局）が、実質的な立案作業を行い、また、内務省が
原案を作成した後は、関係市町村の意見を聴取した上で、地方委員会に諮
問し、答申内容を考慮して決定していたとされる 43。
物法の執行権者は地方長官 44（その後、都道府県知事）と規定され、認
可については、申請に「支障がないと認めたとき」に認可をするものとさ
れていた（物法施行規則 145 条）が、これは、講学上の許可に該当し、裁
量の余地があり、条件を附することができるものと考えられる 45。届出に
ついては、この規定が準用され、実質的な審査を伴うこととされていたこ
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とから、講学上の「受理」に該当し、現在の行政手続法の「届出」とは異
なるものと考えられる。
なお、違法建築に対する是正命令制度も規定されていた（物法 17 条）。
② 1968 年都市計画法による市街化調整区域の創設
以上の仕組みは、まずは、昭和 25 年（1950 年）建築基準法制定によって、
ほぼ現行の形に変更される。その中でも、最も重要な変更の一つは、認可
制・届出制から確認制への変更であると考えられる。
大正 8 年法制において、建築認可にかかる裁量性や認可の遅延は問題視
されており 46、「そこで、基準法では、個々の処分についての処分権者の
裁量による制限強化は全廃、すべて規定化し、それもできるだけ客観的、
具体的にする方針をと」り、「手続も建築主事による確認・検査制をとり、
裁量の巾がない “ 判断の表示 ” という内容によることとした」47、あるい
は、「この場合における「確認」とは建築主事の技術的判断を要素とする
所の準法律行為的行政行為であり、従って確認をなすに当たって附款を附
すことは許されない」48 と説明される。
この時点において旧都市計画法は存続していたので、集団規定に該当す
る部分はほぼ従来のままであった。すなわち、現行の建築基準法の導入時
点においては、そもそも市街化区域・市街化調整区域の区域区分すらな
く、建築規制は建築確認によるのみであり、この仕組みが、戦後のわが国
における建築行為に対する規制の原則であるという位置付けを得た。
やがて、1960 年前後の高度経済成長による開発ラッシュにより都市の
過密化・肥大化が進行し、高容積化やスプロール化の問題が激化し、その
対応としての意義も有する 1968 年（昭和 43 年）都市計画法において「市
街化調整区域」が創設されることとなる。当該区域においては、原則とし
て用途地域は定めず、その代わりとして、都市計画法上に許可基準として
規定が置かれた。そして、前述の通り、裁量性を有し条件を附すことので
きる開発許可あるいは建築許可制度と、都市計画決定とその覊束的適用で
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ある建築確認制度とが併存することとなったということができる。
1968 年都市計画法制定の時点においては、地域制の改革を含めた総合
的な開発許可制への改正が構想されており、同時に建築基準法も根本的に
改定する動きもあったようである 49。大塩洋一郎によれば、イギリスの計
画許可制度と同様に、建築物や工作物も開発許可の対象にしようとした 50
が、建築規制は建築基準法によるべきであるという考えが優勢となり、都
市計画法成立の翌年には建築基準法を「許可制に直す」51（1970 年建築基
準法改正案における「三段階規制」の導入（後述）を意味すると思われる）
ということになったが、実現せずに現在に至っている 52 という。
このような経緯を考えると、大正 8 年法制における認可制・届出制は、
戦後、いわば、裁量権限の「濫用」53 の反省を踏まえて、そして、行政人
材の貧弱さも相俟って 54、裁量のない建築確認制に改められた。その後、
都市やその周辺部の高容積化やスプロール化が激化し、環境問題化してき
たことを背景として 55、1968 年都市計画法制定の際に、裁量性の一部導入
（三段階規制）等が企図されたところ、それは潰え、市街化調整区域の導
入がされたのみであった。当該区域は、開発を抑制する区域であり、原則
として用途地域が定められないため、市街化区域内での場合と比して例外
的な仕組み、すなわち、許可によって建築行為が可能となる仕組みが採ら
れた 56 のだといえる。
③ 都市計画法と建築基準法との連携・非連携
そのようにして形成された現行の両法の連携関係はどのようになってい
るかについて、一部重複も含むが、明確にしておこう。市街化区域におい
ては、建築主が建築しようとする建築物が建築関係規定に合致しているこ
とについて、まずは、建築工事の着工の前に、建築主事による建築確認に
おいてチェックされる。そして、完成時にも同様のチェックがある。仮に
そのようなプロセスを逃れて建築された建築物が建築関係規定に反してい
たり、適法に完成した後に建築関係規定に反した用途変更や改築がなされ
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た場合の措置として、特定行政庁による是正命令が予定されている（建築
基準法 9 条）。特定行政庁とは、一般的には、建築主事を置く市町村の区
域については当該市町村の長を、その他の市町村の区域については都道府
県知事をいう（建築基準法 2 条 35 号）。首長が充てられているのは、その
権限（是正命令権限等）に大幅な裁量権が存することと同一地方自治体に
おける行政の統一性を図る必要からとされる 57。いずれにせよ、これらの
チェックを行う主体は、建築基準法に定められた建築主事（建築確認、完
了検査）または、特定行政庁（違反建築物に対する措置）とされており、
基本的には、都市計画法上の決定とのリンクはなく、建築基準法の体系内
で完結する 58。この過程においては、都市計画法は、区域区分および建築
関係規定のうちの集団規定、それも、用途地域制限・形態規制にかかる都
市計画決定について規定しているという点において関連しているのみで
ある。
市街化調整区域においては、開発許可・建築許可いずれについても、都
市計画法に基づく知事等の権限であり、その内容に反した開発行為や建築
行為についての是正命令権限も知事等にある（都市計画法 81 条）。このよ
うな場合においても建築確認は必要であるが、違法建築行為に対する是正
命令については、集団規定のうち、（知事等による）許可の基準や条件違
反については都市計画法による知事等の権限事項である（同法 41 条 2 項を
参照）59 のに対して、集団規定のうちの道路関係規定及び単体規定違反に
ついては、特定行政庁の権限事項（建築基準法 9 条）になる。
なお、都市計画法 81 条における無許可開発や建築に対する是正命令権限
については、建築基準法 9 条とは異なり、たとえそれが許可基準を満たし
ていたとしても、是正命令を発することができるように規定されている 60。
都市計画法に基づく開発許可や建築許可と、それを前提とした建築確認
とについては、規則レベルでリンクが形成されている。すなわち、この場
合、建築確認には、都市計画法上の当該許可等に適合していることを証す
る書面の添付が義務付けられており（建築基準法施行規則 1 条の 3 第 9 項
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表 2 第 77-81）、申請者は県知事等にその証明書の交付を求めることができ
る旨規定されている（都市計画法施行規則 60 条）。このような仕組みは、
特に、市街化調整区域内の上記の権限の交錯について、「都市計画の開発
規制と建築基準法の確認とをリンクさせて、前者の違反を後者の確認の際
にチェックすること」で、調整区域内の違反防止に資するよう設けられて
いるとされる 61、62。
以上から、次のことが指摘できる。建築規制についていえば、都市計画
法に関する権限と建築基準法に関する権限が分離されており、市街化区域
においては、知事等の権限事項は開発許可にかかる処分等に限定され、用
途地域制限・形態規制に係る都市計画決定権限は市町村長に存する。そし
て、具体的な建築物に対する規制権限は建築基準法によって建築主事や特
定行政庁等の権限事項となっている 63。その際、用途地域制限や形態規制
適合性の判断についても単体規制等と同様に建築主事等の権限事項とされ
る。
これに対して、市街化調整区域内においては、開発許可や建築許可につ
いて、知事等に都市計画の観点からの規制内容・基準の詳細についての定
立権限及び具体的な許可や附款、更に違反是正命令権限までが割り当てら
れており、また、この部分については建築確認の際の建築主事等の権限と
は分離されていることになる。
そのような図式は複雑であり、評価することに困難があり、精密な検討
について後日の課題と考えているが、直感的には、建築物の建築に対する
オーソライズという視点から見直すとすれば、各権限主体の有する性格や
両法の権限規定から勘案すれば、集団規定と単体規定という観点から権限
を配分した方がより適切ではないのかと思われる。例えば、集団規定（あ
るいは集団規定のうちの用途地域制限と形態規制）については、いずれの
区域においても知事等の権限とし、単体規定については、建築主事・特定
行政庁の権限とした方が、適切な権限行使が期待できるように思われる。
このような観点からすれば、市街化区域内において、建築主事・特定行政
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庁が用途地域制限・形態規制について権限を行使するのは越権的であるよ
うに思え、殊に、違法建築物是正命令権限を適切に行使しうるのかという
疑問がある。

（２）その差異は正当なものなのか
１（２）で述べた様々な差異については、ⅰ）基準の具体性（市街化区
域においての、明確な基準である用途地域制限・形態規制）／抽象性（市
街化調整区域においての、抽象的な許可基準）、および、ⅱ）適用の羈束
性（市街化区域においては、単体規定とも合わせて適合性を「確認」する）
／裁量性（市街化調整区域においては、開発許可あるいは建築許可により、
また条件を附すことができる）、そして、ⅲ）基準の定立の方式の差異（市
街化区域においては、メニューを法律で規定し、その選択・適用を都市計
画決定による／市街化調整区域においては、許可基準を法令で定める）の
三点に要約・対比することができる。そして、これらの差異は、建築物を
建築しようとする敷地が、市街化区域か市街化調整区域であるかにのみ起
因する。本款においては、この差異、すなわち「開発促進・許容」と「開
発抑制」という区域区分の初期設定上の差異が、ⅰ）～ⅲ）の差別・区別
を正当化するか否かについて検討・考察する。ⅰ）とⅱ）については、そ
の便宜から一体として論ずる。
① 区域区分上の差異が、基準の具体性／抽象性、適用の裁量性／羈束性
という差異を正当化するか
そもそも、都市計画法において、市街化区域と市街化調整区域との相違
とはどのようなものか。
知事等は、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に
優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」（市街化区域）と、「市街化を
抑制すべき区域」（市街化調整区域）とを区分する区域区分を、都市計画
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として定めること（法 7 条）とされている。そして、前者については、都
市計画に従った開発や建築行為であることを前提として、それら行為が可
能であることを初期設定とする制度となっており、このこと自体は法 7 条
の趣旨に合致しているといえる。そして、都市計画に従った建築行為であ
るか否かについては、その判断基準の多くは法令に定められているが、用
途地域制限と形態規制については、法令のメニューから選択し、そのいず
れかを特定の土地に適用することによってはじめて具体化され、それに合
致するような建築物であれば建築ができることになっている。
一方、後者については、建築行為を一般的に禁止し、例外として法律所
定の要件に合致した場合に許可がなされるという制度であり、こうした差
別・区別も法の趣旨に合致しているといえそうである。
しかし、ここで問題になるのは、都市計画に従った、集合としての建築
物の具体化・現実化についてであろう。都市計画とは、「農林漁業との健
全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確
保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用
が図られるべきことを基本理念として定めるもの」（同法 2 条）とされ、
都市計画区域について定められる都市計画は、国土形成計画や、圏域ごと
の整備計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画（当
該都市について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画
を含む。）及び都市施設等に関する国の計画に適合するとともに、当該都
市の特質を考慮し、殊、地域地区については、「土地の自然的条件及び土
地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分す
ることにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、
工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止
する等適正な都市環境を保持するように定めること」とされ、更に、「土
地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健
全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的に定
めなければなら」ず、「この場合においては、当該都市における自然的環
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境の整備又は保全に配慮しなければならない。」（法 13 条）とされる。
このように多くの複雑な考慮事項を勘案して、個別の都市計画が立てら
れ、それに合致した形で個々の開発や建築が現実化してゆくという仕組み
の中において、実質的に裁量的要素が残されている部分は用途地域制限と
形態規制（及び、その他の地域地区やその他の制限の採用）であり、それ
を選択して特定の土地へ適用し、それを機械的に執行することのみを以て
その役割を果たしうるのか。上記の理念を現実に適用するに当たっては、
むしろ無数の例外がありうるはずである、であれば、具体的事情に応じた
裁量的判断こそが、上述の体系において目的に応じた執行を可能とすると
考えるべきではないか。
したがって、本項のこの問いに対しての解答としては、市街化区域にお
いて、「（前略）優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と規定されて
いることを根拠として、都市計画に従った開発や建築であることを前提と
して開発や建築可能であることを初期設定とする点までは肯定できるとし
ても、上記のような項目（用途地域制限と形態規制）について選択を行い
特定の土地へ適用するという限りにおいて認められる裁量と、その基準に
従った機械的執行によること、そして、市街化調整区域については、法定
基準の裁量的適用によることとされているという、手法自体にも、そのよ
うに差別化されていることにも、いずれについても正当性を見出すことは
できない。
というのは、第一に、用途地域制限と形態規制の選択・組合わせとその
適用のみで、広範で複雑な問題に対処しなければならない都市計画の目的
を達成することに資するとは考えにくい。例えば、用途地域制限につい
て、現行の用途区分のみでは規制しきれないタイプの利用（納骨堂、
ウィークリーマンション等）が出現しつつあることや、許容されていても
問題と思われる事例の増加（ワンルームマンション、商業地域内マンショ
ン）等の問題点が指摘されているところである 64。
また、形態規制についても、例えば、容積率は都市の交通施設等のイン
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フラの許容量から精密に算定して設定されているわけでもなく、望ましい
将来の密度配置を示しているともいえない等の指摘がある 65。
既定の用途地域制限や形態規制に合致していれば、すなわち都市計画に
適合しているという擬制は、実は、非常に荒っぽい論理であるように思わ
れる。また、そもそも、このような手法による建築規制が、都市計画法 1
条 2 条の目的を実現することに資するのかについて疑問であり、都市政策
的観点からは、用途地域制限と形態規制を主要な内容とする現行のゾーニ
ング規制が、かならずしも目的達成と直結しないのではないかという批判
を根拠付ける例の方が、むしろ豊富であるといえよう。
そして、第二に、機械的適用という方式については、客観的基準には適
合するものの種々の計画に反する申請を阻止できないという問題点をも含
む。このことについても、区域区分による差異を根拠として正当化するこ
とはできない 66。
それでは、この観点から、このような区別が正当化されるのはどのよう
な場合か。このことについても、精密な検討は今後の課題としたいが、一
応の見通しとしては、それは、都市計画問題については裁量の余地を持ち、
単体規定の問題については覊束的に法執行をするというような区別である
と思われる。つまり、集団規定に関して、その規制内容・基準の抽象性、
その適用についての裁量性が必要であると考えられる。このことについ
て、市街化区域内においては、その規制内容・基準の方の拡大あるいは細
分化する方向での「裁量余地」の拡大は現実に図られつつある。しかしな
がら、基準に適合した反都市計画的開発・建築の可能性を鑑みれば、基準
の適用における裁量余地も必要とされるはずである。
むしろ、この分野におけるわが国の法制度は、例外的に許可をする点に
おいては充実している（建築基準法 48 条。あるいは、市街化調整区域に
おける開発許可や建築許可自体が例外許可として位置付けられる。）が、
例外的に抑制・不許可とするような仕組みは持ち合わせていない。なお、
このことに関連して、このような例外的許可については、「憲法上の損失
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補償を行わないことに対する微調整の役割を担わされている」という指摘
がある 67。もしそのようなことがあるとするならば、それは、都市計画目
的あるいは都市政策の達成の観点からは、優先順位の優劣を見誤った事態
であり、これにより都市計画制度が歪められていると批判されなければな
らない。
② 区域区分上の差異が基準の定立の方式の差異を正当化するか
どのような建築ならば可能であるのかという基準については、単体規定
は基本的に法令に定められ、加えて、集団規定のうちの道路関係規定は法
令によるが、市街化区域において用途地域制限・形態規制は基本的には都
市計画決定により定められるのに対して、市街化調整区域の場合、用途地
域制限・形態規制に該当する基準は法令に規定されている。
このような、基準を設定する手法の差異が正当化されるのかどうかにつ
いて同様に検討する。
このような差異について法学的にどう捉えることができるのであろう
か。これは、権限分配の適切性の問題であり、法律に規定すべきか、都市
計画決定や処分によるべきか、条例によるべきか、のいずれかの選択の適
切性の観点から評価されるべきであろう。
都市計画制限の基本は、建築主の有する財産権を公共の利益の観点から
制限することにあたることから、憲法上の財産権規定との関連からはじめ
る 68。すなわち、まず、憲法 29 条 2 項によれば 69、財産権に対する都市計
画目的による制限は、立法府の制定する法律によるべきことになる。以
下、重複があるが、確認しておく。まずは、「すでに市街地を形成してい
る区域及びおおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区
域（市街化区域）」と「市街化を抑制すべき区域（市街化調整区域）」とい
う定義は法律（都市計画法）で定められ、単体規定（建築基準法）や、集
団規定のうちの道路と敷地との関係についての規定は法律（都市計画法第
3 章第 2 節）及びその委任による法規命令に定められている。そして、集
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団規定のうちの、「市街化区域」、「市街化調整区域」の区域区分とその定
義（同法 7 条）、用途地区や特別用途地区等の定義やその分類、内容、そ
してそれぞれにおいて建築することのできる建築物の用途や容積・高さ等
の形態規制（同法 8 条以下）、そして、具体的に国土の一定の地域をそれ
らの区域区分・地域地区に割り当てるための具体的手順・手続とその権限
主体についてである（同法 15 条以下）。
ところが、①ある特定の地域を市街化区域とするか、市街化調整区域と
するか（区域区分）の選択、そして、②市街化区域においては、用途地域
制限及び形態規制について、いずれかを選択して適用するという仕組みに
ついては、都市計画決定、すなわち、行政決定にかからしめられている。
根本的な問題として、このことは、財産権の内容を行政権が定めている
ことにならないのだろうか。それは立法行為ではなく行政権による法の適
用であるとする解釈もありうる 70。また、一つの考え方としては、法律に
定める手続に従って法律に定める行政機関が実施することで、憲法 29 条 2
項の要求は満たされる、あるいは議会の権限を侵害しないと解するやり方
もありうるであろう 71。立法権の委任と考えるのである。筆者は、こちら
の立場に立ち、このような都市計画決定は財産権の内容を定める行為であ
り、行政計画という手法を用いた立法権の行政権への委任であると考えて
いる。その場合の決定手続として定められたルールが都市計画決定手続で
あるということになる。これによれば、当該手続が遵守される限りは違憲
の問題とはならないと考えられる 72。
この決定手続、すなわち、都市計画決定手続としては、前述（１（２））
の手続を経ることになっており、そして、その決定主体は、地方公共団体、
実際上は都道府県（知事）あるいは市町村（長）であるとされている 73。
これに対して、市街化調整区域においては、法律が許可基準を設定し行
政権がその基準を適用するという仕組みが採られており、財産権の内容は
許可基準の形式で法令に規定され行政権が個別具体的な事案にそれを適用
するという形態が採られている。
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それでは、両区域におけるこのような差異は正当化されるか否か。つま
り、開発を促進するか抑制するかの差異を根拠として、上記の基準定立方
法の差異が設けられていることが正当化されるのだろうか。私見としては
いずれの場合を採るとしても違憲の問題とはならないと解されることか
ら、その点の差異・差別に合理性があるか否かの問題に尽きる。
一般論としては、都市計画決定という行政計画決定手続による場合には、
前提となる社会や経済情勢についての調査を踏まえた科学的で慎重な検討
により、かつ、利害関係者等の参加も交えた民主的な決定が期待できると
いうメリット 74 がある反面、民主主義的正統性の観点からは疑問をさしは
さみうる 75。これに対して、行政処分による場合は、専門的識見に基づい
た迅速な決定が可能な反面、慎重さや民主的プロセスがそれほど期待でき
ないというデメリットがあるであろう。この点、むしろ、開発を原則的に
禁止する市街化調整区域における禁止解除及び条件付与について都市計画
決定のような慎重なやり方が適しているのではないかと考えられる 76。
そうすると、立法府の委任を受けて、その地域特有の社会的地理的経済
的その他の情勢・事情をもとにして、一定の利害関係者等の参加や専門官
による審議手続を通じて決せられる都市計画決定によるべきはどのような
問題か、立法により画一的に決せられるべきはどのような問題かという判
断によるべきと思われるが、そのような判別は、市街化区域内か市街化調
整区域かの別によってなされるべきとは言い難く、それは、さし当たって、
集団規定（特に、用途地域制限・形態規制）の問題についてか、単体規定
の問題かによって区別するとすれば、それが適切ではないかと考えられ
る 77。

（３）集団規定に関しての裁量制化のアイディアについて
本章における議論の帰結としては、いずれについても、区域区分の差異
を根拠としては正当化されるとはいえず、なおも慎重な検討を要するもの
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の、むしろ、集団規定すなわち都市計画の問題と、単体規定すなわち建築
物そのもの衛生・安全等の問題に起因する差異であれば合理的であるとい
う解に収束するように思われる。そして、単体規定については、法令によ
る基準の定立とその覊束的な適用で良しとし、一方、集団規定に対しては
都市計画決定による−但し、現行のような物理的数値的なものではなく−
抽象的な基準の定立と、その裁量的な適用という制度を採ることが、方向
性としては想定される。いわば、集団規定に関しての抽象化及び裁量制化
というわけであるが、以下、単純に「裁量制化」として続ける。
ところで、これに類似した議論は、筆者の発案というわけではなく、以
前からなされてきたところであり、ここではそれらの議論について触れて
おくこととする。
まず、1968 年の都市計画法制定に呼応した、建築基準法の改正にかか
る 1968 年 7 月法律要綱案（1970 年法改正案）において 78、用途地域（当時
は 4 区域）については、行政実態から帰納して 16 用途地域に細分化する提
案が議論されていたし、その種類についての三段階規制化も検討されてい
た。それは、ア．無条件に許容（専用型）、イ．地域の状況等によって許
可できる用途、ウ．絶対禁止（生活妨害排除型）、とに三段階化するとい
うもので、アは現行の建築確認そのものであるが、イについては、まさに
裁量性を導入することを意味する。また、ウの生活妨害排除型の導入につ
いても特筆すべきである。しかしながら、結果として制定された 1970 年
（昭和 45 年）改正建築基準法は、集団規定について用途地域を 8 種に細分
化し（現在は 12 種類）、絶対高さ制限の廃止と容積率制等を採用したに留
まり、それは、改正案の提案の一部にしか過ぎないものであった、と評さ
れる 79。
この他、建築審議会「市街地環境の整備の促進のための方策に関する答
申─法制の整備について（第一次）─」
（昭和 49 年 1 月 28 日）においては、
「集団規定を都市計画法の開発許可と一体化するとともに、従来の建築確
認事項より外して、許可制度の下にお」くことを検討すべき事項としてい
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る 80。
そのような裁量制化には、どのようなメリット・デメリットがあるので
あろうか。都市計画の目的に、より合致した方式であることがメリットと
して挙げられることはこれまでに述べてきた通りであるが、その他に、私
見として次の諸点を挙げたい。
まずメリットとして、第一に、基準に適合していても拒否することがで
きるようになることが挙げられる。即ち、裁量制化を採用することは、初
期設定としての建築禁止の原則を採用することを意味する。このことが、
基準には適合しているが、実質、都市計画上不適切な建築を阻止する最後
の砦となる。また、そのような初期設定となれば、交渉等のソフトな手法
によって建築主の原案に対して修正を促すような場合においても、交渉決
裂が不許可を意味するのであれば、建築主にとっては真摯に交渉に臨むイ
ンセンティブとなる。
また、建築禁止の原則あるいは厳格な審査は、それを乗り越えて許可を
得た者に、特許に類似した独占的利益をもたらすこともありうる 81。
次に、条件を附すことが可能となる。そうなれば、まずは、個別事情に
応じた微調整的な対応が可能となるし、更に、条件として上記のような独
占的利益の一部を吸収することも可能となる 82。
これに対して、デメリットとして、第一に、財産権に対する強度な規制
たらないかという懸念がある。しかしながら、実は、裁量制化は財産権の
不可侵領域を侵すようなものではない。既に市街化調整区域では導入され
ているのであるし、同様な仕組みが市街化区域においては許されないとす
る理由は以上見てきたように、どこにもない。裁量性化を採用する場合の
懸案事項としては、むしろ、損失補償の必要性の問題がある 83。この問題
は、現実的には、その既得権化の問題であるというべきであろう。現行制
度が施行されて長年を経た今、市街化調整区域だったところは地価が下が
り、市街化区域だったところは上がっていると一般的にいえよう。そうす
ると、今後、損失補償を要することになりうるのは、市街化区域について
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規制強化するような場合ということになりそうである。ところが、このよ
うな事態に帰するようにした原因、つまり、最初の区域区分の指定の決定
の際には、開発が制限されることになる市街化調整区域内における開発権
に対しては補償はなされていない 84。しかしながら、現実的には、市街化
区域内の多くの権利者からの抵抗を受ける虞が多分にあることから、実現
のためには、開発利益の適切な分配の視点も採り入れた上での慎重な検討
を要するであろう。
デメリットの第二として、裁量制化には、それに応えるための行政的リ
ソースを必要とするという問題がある。そもそも、現行の建築基準法が建
築主事による建築確認制を採用したのは、この観点からの懸念があったた
めであるという指摘もある 85。そして、既に、このような文脈上において、
私人が建築確認処分をすることを可能とした指定確認検査機関制度が実現
している。但し、このことに対しては、集団規定についての許可を扱う行
政過程、必要であれば行政機関を別途設置することで、対応は可能であろ
う 86。

結びにかえて
① まとめ
本稿では、まず、建築行為の規制について、確認制と許可制との対比で
はなく、都市計画決定によって用途地域制限・形態規制を確定し適用する
制度と許可制とを対比をすることが、法的仕組みの実体に即した、かつ、
実益のあるやり方であることを示し、その対比に沿って、いくつかの検討
を行った。その結果、①規制内容・基準の具体性／抽象性、および、②規
制内容・基準の適用の羈束性／裁量性、そして、③基準の定立の方式の差
異（法律に規定されたメニューからの選択・適用を都市計画決定による／
法令で定める）の三点におけるこれらの差異は、建築物を建築しようとす
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る敷地が市街化調整区域か市街化区域であるかにのみ依拠して創設されて
いるところ、この区域区分における差異は、およそ①～③の差異を正当化
せず、それよりはむしろ、集団規定（都市計画の問題）と単体規定（建築
物そのもの衛生・安全等の問題）に起因する差異であれば合理的であろう
という一応の方向性を示した。
そして、市街化区域における用途地域制限・形態規制については、都市
計画あるいは都市政策という、社会的経済的情勢に密接に関連し、なおか
つ、未知なる将来を予測し、将来の最適な公益実現を目指した利害調整を
要する 87 ような類の課題に対処するには、現行の、法定メニューからの選
択や客観的あるいは物理的基準設定と、それを単体規定とあわせて羈束的
に適用するというやり方に問題があることにも言及した。
一方、市街化調査区域における建築規制については、制度自体に大きな
問題はみあたらない。そうであれば、以上の観点からは、わが国における
建築の規制制度は、覊束的確認手法オンリーであるとして、ドグマのよう
に固執する必要は全くなく、一部において裁量を含む許可制が採られてお
り、現実に運用され受け入れられていることから、それを全面的に採用す
ることに問題はなく、憲法上の制限もない。
但し、既得権保護の観点からは規制強化に当たって損失補償の要否は議
論となりうる。しかし、原則禁止状態における許可は、特権付与の意味も
あることから、そのような場合における開発利益の吸収の可能性について
も考慮されるべきであろう。

② 裁量制化か枠組み法化か
上述のような問題に対する改善の方策としては、本稿で主張してきた裁
量制化とは異なる「枠組み法化」88 のアプローチがある。今後検討される
べき課題として、両者それぞれがどのような意義を有するのかについて触
れておきたい。
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枠組み法化とは、国法の主眼を最低限の内容などを一般指針として定め
るのみとし、詳細については市町村の条例制定等に委ねるという制度に転
換することをいうとされるが 89、都市計画法制においては、市街化区域に
おける、国法による規制内容・基準に関する選択メニューの規定と、都市
計画決定によるその選択・適用という手法において、規制内容・基準メ
ニューの内容そのものや詳細性について法令による規律密度を低下させ
て、また、その他の地方の自主的なルールの定立や適用可能性を拡大し、
地方公共団体や地域によって決することができる事項を充実させようとい
う考え方であるといえよう。これに対して、本稿における裁量制化は、個
別的適用・執行の段階において個別具体的な開発提案に応じた裁量的対応
と条件を附すことができることを主眼とするが、規制内容・基準メニュー、
すなわち、主に都市計画決定によって確定・適用される数値的基準の抽象
化についても視野に入れており、この点については、慎重な比較検討を要
する。
憲法原理における、予測可能性の保障の観点、あるいは、「財産権の内
容は法律で定める」という原則に忠実である点からは前者に分がある。
しかし、行政法規は憲法の具体化法であり、その役割として求められる
実態に応じた法目的の実現の観点からは、別の優先事項もありうるのでは
ないだろうか。事前に規定する開発や建築の許容基準とその機械的適用に
拘泥することは、社会事象として生ずる都市の問題とその解決の観点から
は、手段としては最適なものであるとはいいがたい。ゾーニング制とその
機械的適用の手法によって、それを実現しようとするのはかなり苦しい努
力であると見ることができよう。法令に定めるべきとされる建築制限内
容・基準について、既存市街地形成の姿に適わせて社会経済情勢から鑑み
て都市計画決定の形式で利害関係者等の参加も容れて決定するのは、議会
で決定するよりは現実に即しているし、実際上、議会において全ての詳細
までを決定しえない以上、より合理的に財産権の内容を定めることは、む
しろ必要とされることである。
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また、裁量制化の議論は、実際は、市街化調整区域で実現しているシス
テムを市街化区域（更に全国土にまで）に及ぼすべきというものに過ぎな
い。しかし、裁量制化については、市街化区域に土地を有する国民の多く
の抵抗があるであろう。むしろ、逆に、そのような不公平感等を背景とし
て、平成 12 年都市計画法改正により、都市計画区域における区域区分は
任意事項となり、既にあった市街化調整区域を解除する例も見られるほど
である。また、導入する場合には、不許可補償制度等、損失補償及びその
財源を要するような問題となりうる。但し、現行制度下において、市街化
区域であっても無制約に建築物の建築が許されているわけでもなく、ま
た、一方で、原則開発禁止である市街化調整区域において保障されるべき
財産権行使との均衡も考慮するべきであろう。
いずれにせよ、本稿で検討したことを足がかりとして、裁量制化あるい
は枠組み法化について、研究を進めてゆくことを今後の課題としたい。

1

本稿では、考察の対象をわが国内の都市計画区域内の事象に限定する。

2

最二判昭和 59 年 10 月 26 日民集 38 巻 10 号 1169 頁。

3

最二判平成 5 年 9 月 10 日民集第 47 第 7 号 4955 頁。

4

最三判平成 11 年 10 月 26 日裁判集民 194 号 907 頁。

5

最一判平成 27 年 12 月 14 日民集第 69 巻 8 号 2404 頁。

6

この判示について、筆者は、最高裁がいうとおり開発許可の法的効果は工
事完了あるいは検査済証が交付されたときに消滅するのか否かについて検
討し、開発許可処分には、開発行為の一般的禁止を解除する法的効果が存
し、開発許可にかかる工事が完了しても、開発行為を適法とする効果は存続
し続け、この点において、建築確認が工事施工を適法とするのみで工事完了
によってその効果が消滅すること（昭和 59 年最判）とは根拠法も構造異に
するものであり、平成 5 年最判以降の一連の判決は誤りであることを指摘し
ている。しかしながら、市街化調整区域において「開発許可に予定建築物の
建築を可能とする効果がある」という点では、異論を述べるものではない。
参照、和泉田保一「開発許可処分の法的効果の意義についての考察」法学
81 巻 6 号（2018）掲載予定。

7

用途地域制限及び形態規制は、
「地域地区」の都市計画に該当するが、都
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市計画法は地域地区の決定をするに当たって、
「土地の自然的条件及び土地
利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分するこ
とにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業
等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等
適正な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区
域については、少なくとも用途地域を定めるもの」としている（同法 13 条 7
号）
。同規定及び都市計画の目的（同法 1、2 条）から鑑みて、市街化区域に
おいて、仮に地域地区が未定であるとして、そのことが建築が無制限に許容
されていることを意味するとは考えられず、それが決定されない限りは建築
行為は許容されないと解するのが同法の趣旨に適合した解釈であると思料
する。
8

現実的には、この決定段階を対象として抗告訴訟を提訴することは否定さ
れている（盛岡市用途地域指定無効確認無効確認請求事件・最一判昭和 57
年 4 月 22 日民集 36 巻 4 号 705 頁）
。

9

従って、本稿は、前段の点において、平成 27 年最判の結論については賛
成するが、理由付けは全く異なる。

10

都市縮減の時代とされる現代において、より効果的な都市計画規制のあり
方を探ることは、喫緊の課題であると考えられる。参照、和泉田保一「自主
的都市秩序と都市計画制度の変容」片桐直人 = 岡田順太＝松尾陽編著『別冊
法学セミナー

新・総合特集シリーズ８

憲法のこれから』
（日本評論社・

2017 年）95-104 頁（95 頁）
。
11

和泉田・前掲注（6）
。

12

同判決は、原告にとっての訴えの利益の存否についてこのように判断して
いるが、申請者にとっても同じことが当てはまる。

13
14

なお、この結果、当該建築物の使用が可能となる（建築基準法 7 条の 6）
。
参照、荒秀「建築確認論」荒『建築基準法論Ⅰ』
（ぎょうせい・1976 年）
1-69 頁（12-13 頁）
。

15

矢吹茂郎他『建築基準法解説

改訂版』
（日本建築士会連合会・1994 年）

123 頁。
16

矢吹他・前掲注（15）104-5 頁。

17

都市計画区域の他、準都市計画区域、指定区域にも適用される。

18

地方自治体は、用地地区の他にも、更に詳細な規制である特別用途地域等
を定めることができる（同法 8 条 1 項 2-16 号）
。

19

都市計画には 10 種類あり、それらは、土地利用計画、都市施設の整備計
画、市街地開発事業の計画の 3 タイプに分類される。本稿の考察対象として
は、土地利用計画に分類される「区域区分」
「地域地区」を扱う。

20

用途地域は、
「定めなければならない」
（同法 13 条 1 項 7 号）とされており、
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それぞれの用途地域毎に、空間割当についての都市計画の実現を目的とする
ところの形態規制（生田長人『都市法入門講義』
（信山社・2010 年）63 頁）
も割り当てられることになっている。
21

矢吹他・前掲注（15）448 頁は、
「この両法に基づく用途地域制は、都市
計画区域内における建築物（
（建築基準）法 41 条の 2）を、各種用途の建築
物の相互に及ぼす影響を考慮し、その用途に応じた各固有の機能が発揮し得
るよう、類似の用途の建築物を集団形成させるなど地域的に配分し、
」
（矢吹
他）
「都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の
利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正
な都市環境を保持するよう」
（都市計画法 13 条 1 項 7 号）定められるべきも
のと説明する。

22

この意味からも、昭和 59 年最判の建築確認の法的効果についての判示は、
これを支持せざるを得ない。

23

この仮定をもとに、争訟可能性の問題について議論することは重要なテー
マとなりうるが、それは別の機会においてとしたい。

24

この場合、用途「地域」によるわけではないため、
「用途制限」というの
が適切であろう。

25

開発を原則抑制する当該地域内において、用途・形態規制について白紙的
に許容することはあり得ない。

26 （政令）指定都市又は中核市の区域内にあつては、当該指定都市等の長と
されている（同法 29 条）
。
27

本判決に対する評釈については、和泉田・前掲注（6）の脚注（8）を参照。

28

参照、和泉田・前掲注（6）
。

29

参照、矢吹他・前掲注（15）448 頁。

30

参照、昭和 59 年最判。

31

道路関係規定については、本稿の考察の対象からは除く。

32

更に、消極的規制による用途地域の制限用途は、少ないものから多いもの
まで、段階的に規制の厳緩がつけられている。参照、矢吹他・前掲注（15）
453 頁。

33

高瀬智志 = 松川寿也 = 佐藤雄哉 = 中出文平 = 樋口秀「都計法第 41 条の運用
実態に関する研究─ 41 条制限を連携・継承する制度手法に着目して─」都市
計画論文集 48 巻 3 号（2013 年）741-746 頁（741 頁）に拠れば、調査時点（2011
年）において、対象 227 自治体のうち、100 自治体（46.1％）が、法 41 条の
規制を用いている。

34

いくつかの地方公共団体の審査基準の設定状況を含む運用実態について
調査した文献として、参照、荒秀「
『計画許可制度の実態」荒『建築基準法
論Ⅱ』
（ぎょうせい・1987 年）317-340 頁。
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35
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但し、国が行政手続法に従って基準を作成する場合には、同法 3 条 2 項 4
号の適用除外に該当するものと考えられることから、同様に除外する地方公
共団体もあることが想定される。

36

但し、提出意見に対する応答義務がないことなど、手続が不十分であると
いう批判を免れない。参照、西田幸介「計画策定手続と参加 都市計画を素
材として」芝池義一＝見上嵩洋＝曽和俊文『まちづくり・環境行政の法的課
題』
（日本評論社・2007 年）171-182 頁（174 頁）
。

37

大正 8 年法制について参照、石田頼房『日本近代都市計画の展開─ 1868−
2003』
（自治体研究社・2004）97 頁以下。

38

当時は、地方長官（東京府は警視総監、北海道は警視監）が、これに該当
していた。

39

学校、集会場、劇場、旅館、工場、倉庫、病院、市場、屠場、火葬場、規
則により耐火構造となすべき建築物等が、認可を要する建物として規定され
ていた（物法 14 条）
。

40

同法適用地域内において、認可の対象とならない建築物の新改増築移転等
については建築届をすることを要した。

41

同法 10 条 1 項には、
「都市計画区域内ニ於テ市街地建築物法ニ依ル地域又
ハ地区ノ指定変更又ハ廃止ヲ為ストキハ都市計画ノ施設トシテ之ヲ為スベ
シ」とされている。

42

この点について、
「間違いだった」と指摘するものとして、大塩洋一郎『日
本の都市計画法』
（ぎょうせい・1981 年）105 頁、石田・前掲注（37）105 頁。

43

浅野純一郎「旧都市計画法による最初期の都市計画区域指定に見る計画技
術・思想とその実際に関する研究─大正期迄に旧都市計画法が適用された
中小 43 市を対象として─」日本建築学会計画系論文集 395 号（2005 年）125132 頁（126 頁）
。

44
45

これも、東京府においては警視総監、北海道においては警視監。
参照、田中二郎『新版行政法

上巻

全訂第二版』
（弘文堂・1974 年）

121 頁以下。
46

たとえば、
「認可は、その手続が複雑であるのみならず、それが都道府県
知事の自由裁量処分であるかの如く観念せられたために時とすると審査に
数ヶ月を要したり、不当に認可を拒否する等、行政権の行使に適当でない点
が見られた」との指摘がある。川島博「建築基準法解説」自治研究 26 巻 8 号

（1950 年）64-74 頁（72 頁）
。
47

前川喜寛「建築基準法制定当時に描いたいくつかの”夢”
」建築防災 156
号（1991 年）2-7 頁（2 頁）
。

48

川島・前掲注（46）
。

49

岡辺重雄「1970 年建築基準法改正で不採用とされた集団規定案の再検証
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─地域制規範と時代の要請の変化に着目して─」
（社）日本都市計画学会都
市計画論文集 42 巻 3 号（2007 年）289-294 頁（289 頁）
。なお、地域制とは、
ここでは、用途地域制限および形態規制とほぼ同義として用いられている。
50

イギリス計画許可制度における、計画許可の対象については、岡村周一

「イギリス計画法における「開発」の概念（一）
」法学論叢 139 巻 1 号（1996 年）
1-19 頁、
「イギリス計画法における「開発」の概念（二）
・完」法学論叢 139
巻 2 号（1996 年）1-20 頁を参照。
51

大塩洋一郎『都市の時代

大塩洋一郎都市論集』
（新樹社・2003 年）97-9

頁。
52

大塩・前掲注（51）
。

53

参照、川島・前掲注（46）
。

54

大塩・前掲注（51）97 頁。

55

参照、石田頼房『日本近代都市計画の百年』
（自治体研究社・1987 年）
250 頁以下。

56

当時の区域区分の導入の詳細な経緯については、田中暁子「市街化・市街
化調整区域の成立過程に関する研究 1968 年都市計画制定時の審議会の議
論を中心に」都市問題 100 巻 6 号（2009 年）89-102 頁をはじめとした一連の
論考を参照。

57

参照、荒秀編『新建築基準法 50 講［補訂版］
』
（有斐閣・1998 年）
（小高剛
執筆）66 頁。

58

但し、開発行為が先行する場合には、その適合証明書が建築確認の際に添
付されることになっている（後述）
。これは専ら開発行為の方の適法性確保
の意義がある。

59

その前提として、適合証明書の内容について、つまり、都市計画法に関す
る知事等の決定の適法性について、建築主事には実質的な審査権限はないと
考えられている。参照、島田信次＝関哲夫『建築基準法体系五次全訂版』
（酒
井書店・1991 年）448 頁。

60

開発許可制度研究会編『最新開発許可制度の解説［第三次改訂版］
』
（ぎょ
うせい・2015 年）335 頁以下。また、このことが開発許可と建築確認の異質
性の根拠となることを指摘するものとして、岡田正則「市街化調整区域内の
開発工事完了後における開発許可取消訴訟の訴えの利益」ジュリ臨時増刊平
成 28 年度重要判例解説（2017 年）45 頁。

61

大塩洋一郎『増補 都市計画法の要点』
（住宅新報社・1975 年）134 頁。

62

洞澤秀雄「開発許可取消訴訟と狭義の訴えの利益─最高裁平成 27 年 12 月
14 日判決（民集 69 巻 8 号 2404 頁）を中心に─」南山法学 40 巻 1 号（2016 年）
1-19 頁（19 頁）は、このことについて、
「市街化区域にも当てはまる議論で
ある」としている。
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その場合、処分性が認められなければならない。
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大前提として、授権の範囲を逸脱した決定は許されないことは勿論であ
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区」社会科学研究 64 巻 1 号（2012 年）174-191 頁。また、参照、和泉田保一

「地方自治体と復興計画」法学論叢 62 号（2015 年）101-143 頁（125 頁）
。同・
前掲注（10）103 頁。
73
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