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日照権と立法
―　まず日照権の話から伺いたい

と思います。当時弁護士として

どのように日照権に取り組んだ

のですか。

私は弁護士として、1970年代初

期にこのテーマに取り組んだので

すが、当時、法学界では日照権の

民法的な権利論（被保全権利）と

して、物権説、人格権説、環境権

説などについて盛んに議論は行わ

れましたが、肝心の「都市」の中

の日照権が何も見えていない。私

はこれでは埒が明かないので、都

市計画法や建築基準法など都市法

の矛盾・欠陥を指摘して、勝訴す

ることができるようになりました。

ただ、弁護士による個別事件での

解決ではいかにも対処療法に過ぎ

ない。そこで、日照権の確保を地

域全体のルールにするために条例

や宅地開発指導要綱の制定に力を

注ぎました。その結果、さすがの

国も放置できなくなり、建築基準

法の中に「日影規制」を位置づけ、

日照権が保護されるようになりま

した。この時、国会に参考人とし

て出席し、法律を作るということ

の重要性、必要性、困難性などを

痛感させられたのです。
―　立法に関心を持たれたのですね。

そうですね。そして引き続き、

1989年にいわゆる「バブル」が始

まりマンションだけでなく、ゴル

フ場、リゾート施設など全国あら
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ゆるところで開発が目白押し、投

資対象となり地価が暴騰した。こ

れに対しても法学界は、ほとんど

何の役にも立たない。むしろ、「絶

対的土地所有権」はバブルの土台

を支えているという状態でした。そ

こで私は国会議員などと一緒に勉

強会（朝飯会）をして、土地基本

法案を作成し、法律として制定さ

せた。この経験から、物事を根本

的に解決するためには、法学界は

法律を「解釈」するだけでなく、

「立法」に学として取り組まなけれ

ばならないのではないかと思い、

「議員立法」という本を書きました。

大学へ
―　これが大学で教鞭をとるきっ

かけとなったのですね。

当時「市民自治の憲法理論」を

提唱していた法政大学政治学科の

松下圭一先生から、本を読んだと

声をかけられました。このころ、そ

ろそろ「地方分権」が俎上に載り

始めていた時期でしたが、国会議

員さんも、地方自治体の職員・議

員も、実は法律や条例の作り方が

わからない。そこで大学に来て系

統的・体系的に立法学を講義して

くれないか、ということでした。
―　市民社会論を基礎に革新自治

体のブレーンとして、理論的に支

えた学者ですね。

松下先生は、都市の中で市民が、

快適かつ安心で文化的に暮らせる

条件を「基本的人権」として言う

だけでなく、公園、緑地あるいは

学校などの施設設置について年度

や箇所、数値基準などをすべて「数

字」で示しこれを政策化する。こ

れを「シビル・ミニマム」といい

ますが、折からの東京都、横浜な

どのいわゆる「革新自治体」は、こ

れに飛びついた。ところが、実際

にやってみると、行政のほとんど

が「機関委任事務」つまり、国が

定めた基準をそのまま実行するだ
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けのもの、これに抵触するような

行政は「違法」になるという状態

でその限界が明白になった。その

ため、この機関委任事務の廃止と

自治の獲得のための「地方分権論」

が登場してきました。私も神奈川

県真鶴町というところで「美の条

例」というのを制定するのを手伝

いましたが、神奈川県からはこの

条例は再三にわたり「違法」とい

う指摘を受けていたのですが、議

会での圧倒的な支持によってこれ

を跳ね返した。これなどは地方分

権のはしりといってよいでしょう。

公共事業と�
内閣官房参与
―　五十嵐先生は、このころから都

市だけでなく、ダムや道路、埋め

立てなどの公共事業にも関心を

広げていきますね。

これも立法学と関係しています。

はじめはダムでしたが、そのうち

ダムだけでなく、道路、埋め立て

などなど、不条理な公共事業に反

対する声が全国に広まった。授業

の合間を縫って、全国の現場に足

を運びました。その中での成果の

一つとして河川法改正の中に「参

加と環境」の文字を書き込ませる

ことに成功しました。
―　ところで2011年、民主党政権

の下で「内閣官房参与」となった

というのは、どういう経緯ですか。

民主党が政権を取る際、この公

共事業反対運動が大いに力を発揮

した。「コンクリートから人へ」と

いうマニフェストは、国民の心を

つかんだ。ではこれをどう実現し

ていくのか、官僚に依存したまま

ではもちろん実現できない。そこ

で菅直人さんたちは、同じ議員内

閣制をとるイギリス政府の「民間

人の登用方法」を学び、これを内

閣総理大臣の直轄機関「国家戦略

室」という形で組織化した。そし

て、総理大臣になった菅さんから、

この国家戦略室を母体に、公共事

業、全国総合開発計画、そしてそ

のころから姿を現し始めた「少子・

高齢化」の下での国家のデザイン

などを考えてくれという話でした。
―　しかし、それは全く実現できま

せんでしたね。

そうです。実は内閣官房参与と

して官邸に入ったその翌日、あの

「東日本大震災」が発生し、原発事

故が発生した。そのため、公共事

業改革の作業など全く手がつかな

くなり、私もこの大災害に対処す

るために新たに設置された「東日

本大震災復興構想会議」の一員と

して活動することになりました。そ

の混乱の中、まもなく菅さんが総

理大臣を辞したため、私も一緒に

退任したという次第です。

東日本大震災
―　そんな経験もあってでしょう

か、本年4月に「世界」という雑誌

に「震災復興と幸福感」というち

ょっとユニークな論文を発表さ

れましたね。

復興構想会議の一員としての責

任もあり、私は幾度となく被災地

を訪ねました。ですが、現地に行

くたびに複雑な思いにとらわれて

います。現地では世界でも奇跡と

いわれるようなスピードで道路、空

港、鉄道、住宅、防潮堤、高台移

転などが完成しました。しかし、よ

く見ると、このピカピカの町に人

が生活している実感がない。せっ

かく避難所から仮設住宅、そして

仮設住宅から災害公営住宅に入居

したのに、仮設住宅時よりも「引

きこもり」「孤独死」などが多くな

っている。これは一体どういうこ

とか。復興というのは何をするこ

となのか、ということを考えてい

くうちに、人の幸せとは何か、「幸

福感」という根源的なテーマが浮

かんできたというわけです。もう

一つ、これを書く動機になったの

は復興の目玉商品である「復興庁」

が2021年には解散される。首都直

下地震や南海トラフ地震の発生が

予測されているのに、今回の経験

が全然引き継がれないのはなんと

も残念であり大きな損失である。

復興庁は今後も継続されるべきで

ある。その際、この「幸福感」と

いう観点は復興の重要な指標にな

るのではないか、と思いました。
―　五十嵐先生がやってこられた

仕事は、大きく言うと戦後民主

主義とか、市民とは何かという問

いとつながっているように思う

のですが、いかがですか。

今回の被災地である岩手県、宮

城県というと皆さんは何を思い出

すでしょうか。私は、岩手県の増

田寛也さん、宮城県の浅野史郎さ

んという両知事のことを思い出し

ます。この両知事は、先ほど話の

出た分権改革の旗手といわれる人

たちで、積極的に自治を目指して

改革を行った。ところが、特に宮

城県がそうなのですが、そこには

分権・自治とかいうものがほとん
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ど見られず、国にべったりになっ

ている。2000年の分権改革から10

年もたたないのになぜにこれほど

後退してしまったのか。

もう一つ、この震災を契機に急

浮上してきた「国土強靭化」に注

意しなければなりません。命を守

るために強い国土が必要であると

して防潮堤に象徴される巨大事業

が実施されました。一部住民はこ

れに抵抗しましたが、しかし、全

体として見るとかつての美しい三

陸海岸はほとんど消滅し、住民は

自然から切り離された。これも民

主主義とかかわる本質的なテーマ

ではないか、と考えています。
―　命を守るために「国土強靭化」

ですか。

これは単純だが強いメッセージ力

を持っています。被災者の中にもそ

れを支持する声がたくさんありまし

た。私は命を保護することはもちろ

ん大切だけれど、その命は日常生

活における幸福感と結びついてこそ、

輝く。幸福感は、人から与えられる

ものではなく、自ら参加し、自ら決

め、他人と共有するものではないか。

ただ、これを復興プロセスの中で実

現するには、災害が起きてからで

はいかにも間に合わない。やはり、

事前に災害に備えての計画を立て

ておく。この事前計画策定の段階

で、地域住民の幸福感が具体的な

姿を現し自治体の真の力量が確か

められる。これを支える理論が先の

復興構想会議でも主張した「現代

総有論」です。
―　現代総有というのは聞きなれ

ない言葉ですが、どんなものか少

し説明していただけますか。

今回の被災はいわゆる「少子・

高齢化」を地でいくところで発生

しました。また、これらの地域だ

けでなく2040年までには自治体の

半数が「消滅」する。最近の「空

地・空家」の増加からリアルに実

感できます。これに対して政府も

手を打ち始めましたが、日本の「絶

対的所有権」の下では、その解決

はとてもできそうにない。そこで

私は、この個別所有権をいったん

眠らせて、借地権を設定（契約あ

るいは簡易収用）し、その空間を

みんなで力を合わせて、利活用す

る、という提案を行いました。「総

有」というと入会権、温泉権、漁

業権などの土地資源を協働して活

用するというものですが、これを

「都市」で再生（個別に分断された

人と人、あるいは人と自然を繋ぎ

なおす）させるという意味で「現

代総有」と名付けたのです。

この主張は東日本大震災当時、

法務省などの強い抵抗で実現しま

せんでしたが、最近は「不明土地

法」などで部分的にですが採用さ

れるようになりました。従来の「成

長」路線から「縮小」へという日

本の客観的構造転換が法務省、政

府、そして国会を揺り動かしてい

るのです。しかし、現代総有論は

まだまだ始まったばかりで、手探

り状態。今後みなさんにも加わっ

ていただいて一層充実させていた

だけば大変ありがたく、うれしく

思います。
―　本日はいろいろなお話をあり

がとうございました。

（ ）インタビュアー：針 原 祥 次
写 真 撮 影：高 広 信 之
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