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［291］ 北法64（3・214）924

　イヴ・ジェグゾ［Yves Jégouzo］教授が、2001年に《都市計画法の性質に

対する SRU 法のインパクト》（1）と題された論文において既に述べていたよう

に、SRU 法、すなわち、都市の連帯と刷新に関する2000年12月13日の法律［loi 

du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains］は、

《おそらく、1967年の法律や1983年の法律、すなわち、現代都市計画法の全体

的な構成図を描いた、土地利用の方向付けに関する1967年12月30日の法律や、

都市計画権限の行使を地方に分権化した、1983年１月７日の法律と同様に、都

市計画に関する偉大な諸法律の中にその位置を》占めることとなってしかるべ

きでありましたし、現にそのようになりました。

　この SRU 法は、社会党の議員、エコロジスト派の議員及び共産党の議員で

構成された当時の国会によって採択された法律ですが、都市計画に関する諸行

為の決定手続の側面においても、フランス都市計画法のまさにその実体に関す

る側面においても、この法律がさまざまな革新性を有しているということは明

【原注】
（1） Y. Jégouzo, L’impact de la loi SRU sur la nature du droit de l’Urbanisme, 
Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanism (BJDU) 2001, n° 4, p. 226.
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らかでありました（2）。

　SRU 法がさまざまな革新性を有しているということのおそらく最も明白な

証拠は、1983年当時の都市計画法典・法律篇121-10条が都市計画文書について

定めていた内容と SRU 法以降のこの条文の改正版が都市計画文書について定

めた内容との比較から出てきます。1983年当時、都市計画法典・法律篇121-10

条は、もっぱら以下のように規定していました。すなわち、《都市計画文書は、

一方では、空間の利用を制限し、農業活動を保全し、森林空間、自然又は都市

の景勝地及び景観を保護することを、他方では、経済活動及び一般利益に関す

る諸活動のために割り当てられた区域並びに住居に関する現在及び将来の需要

の充足のために建築可能な空間を十分に確保することを、それぞれ可能ならし

めるような諸条件を定める》。しかし、この規定の条文番号は、2000年に改正

されることとなりました。すなわち、この規定は、都市計画法典・法律篇

121-1条となったのです。この規定は、1983年当時は、１つの章の中に埋もれ

てしまっていましたが、SRU 法が制定された2000年以降は現在に至るまで、

都市計画文書に関する章の冒頭に位置し、それ以降の規定を先導するような規

定となっています。この条文番号の変更は、同時に、非常に重要な内容の変更

をも伴うものでありました。この点は、とりわけ重要な点であったといえます。

というのは、それ以来、都市計画法典・法律篇121-1条が、以下のように規定し

ているからです。すなわち、《広域整合スキーム［SCOT：schémas de cohérence 

territoriale］ⅳ、地域都市計画プラン［PLU：plans locaux d’urbanisme］ⅴ、及

びコミューン土地利用図［CC：cartes communales］ⅵは、以下のことを可能

ならしめるような諸条件を定める。

（2） この法律に関する注釈はいくつかあるが、その中でも、P. Hocreitère, La loi 
SRU, la hiérarchie et la substance des normes d'urbanisme, Droit administratif 
2001, n° 2, p. 4－V. Le Coq, La loi SRU et les documents d’urbanisme, Droit 
administratif 2001, n° 2, p. 6－P. Le Louarn, La loi SRU et le patrimoine 
environnemental, Droit administratif 2001, n° 2, p. 13－C. Lepage, Modification 
de la politique des transports urbains à l'issue de la loi S.R.U, Gazette du Palais 
2001, n° 19, p. 24. を参照。また、この法律に関して特集された諸論文につい
て は、les « Annales des loyers » 2001, n° 1－le Bulletin Mensuel Lamy Droit 
immobilier 2001, n° 76－le Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme 
2000, n° 6－l’Actualité juridique-Droit administratif (AJDA) 2001, n° 3. を参照。
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1°） 持続可能な開発の諸目標を尊重しつつ、一方での都市再生、統御された都

市開発及び農村空間の開発と、他方での農業活動及び林業活動に割り当てられ

た空間の保全並びに自然空間及び景観の保護との間の均衡を確保すること

2°） 雇用と居住の均衡並びに交通手段及び上下水道の管理に特段の考慮を払い

つつ、居住、経済活動、とりわけ商業的活動、スポーツ又は文化的活動、及び

一般利益、並びに公共施設に関する現在と将来の需要を差別なく充足するため

に十分といえるような建設能力及び再活性化の能力を予測することにより、都

市及び農村の居住における都市機能の多様性と社会的混住を確保すること

3°） ①自然、都市、都市周辺、農村それぞれの地域空間の節約的かつ均衡のと

れた利用、②公共輸送及び自動車交通の需要の統御、③良質な大気、水、土壌

及び地下の土質、生態系、緑地空間、自然又は都市の環境・景勝地・景観の保

全、④騒音公害の軽減、⑤特に優れた都市市街地及び建築遺産の保全、⑥予測

可能な自然的リスク、科学技術的リスク、環境汚染、その他ありとあらゆる性

質の生活環境侵害［nuisances de toute nature］の防止を保障すること》

　都市計画法の内容〔＝対象事項〕は、著しく拡充され、変貌したとすらいえ

ます。1983年当時、都市計画法は、とりわけ土地の利用をその対象としていま

した。確かに、SRU 法制定以降においても、こうした土地の利用に対する関

心が失われたというわけではありませんでした。なぜなら、とりわけ住宅供給

のような、1960-70年代、1980年代には既に定められていた諸目標が今日でも

存在するからであります。しかしながら、この新たな法律をもって、都市計画

法は、《都市の法［droit de la ville］》となったのであり、《都市なるものの法［droit 

de l’urbain］》（3）になったとすらいえるのであります。立法府によって用いられ

ている文言がこのことを裏付けています。というのも、今日もなお、都市的な

考慮が前面に置かれているのです。例えば、都市計画法典・法律篇121-1条に

よれば、探求すべき均衡の諸要素の中で最初に出てくる文言は、《都市再生と

統御された都市開発》となっています。農村に関する考慮や田園地域及び自然

空間の保全は、その二番目以降にしか出てきません。それらは、市街地化の限

（3） H. Charles, De l’urbanisme au renouvellement urbain, le droit des sols dans 
la tourmente, p. 69, dans les Mélanges en l’honneur de Franck Moderne, Paris, 
éditions Dalloz, 2004.
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界及び制限として現れるのです。

　SRU 法は、都市計画法を都市の法にしただけでなく、より正確には、この

法をグローバルなものとして把握される都市の法［droit d’une ville comprise 

dans sa globalité］にしました。もはや、単に、所有権者が有する建築に関す

る権利を規制することのみが問題となるわけではありません。SRU 法制定以

降、都市計画文書は、都市を半ば有機的な総合体として把握するように導く、

都市の成長と機能についての都市開発プランを包含しなければならなくなった

のです。ここでいうグローバルなものとしての都市［globalité de la ville］とは、

都市計画法には多元的な目的ないし目標が認められるということを含意してい

ます。都市計画プランは、新たな重要性を獲得したのでありまして、そのこと

は、とりわけ、都市の PLU 及び都市圏の SCOT の中枢として提示される文書、

つまり、整備及び持続可能な開発計画［PADD：projet d’aménagement et de 

développement durable］ⅶについていえます。この PADD の中では、もはや、

もっぱら建物の建設についてのみが問題となるわけではなく、都市の発展、成

長、機能、─つまりは、都市の《生命［la vie］》─に関する将来的な展望もま

た問題となるのです。国民の生活の質や社会的な一体性を向上させうるような

都市基盤施設の整備計画が重要な意味を持ってきているということは、以上の

ことにより説明されるのであります。

　したがって、この SRU 法によって、フランス都市計画法の内容が変質したと

断言したとしても、それは大げさではありません。確かに、フランス都市計画法

は、今日においても依然として、これらの特徴（4）を維持していますが、2000年以来、

いくつもの法改正が採択されることとなりました（5）。経済的、社会的な状況が変

容し、公権力が立ち向かうべき困難は、経済的な側面においても（6）、社会的な側

（4） やや観点は異なるが、Y. Jégouzo, Les principes du droit de l’urbanisme, p.  
180, dans les Mélanges en l’honneur d’E. Fatôme, Paris, Dalloz, 2011. を比較参照。

（5） loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat.
（6） 経済的な問題を克服するための対策立法として、以下のような不動産事業
を支援することにより経済を再復興させることを目的とした法律が挙げられ
る：loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de 
construction et d'investissement publics et privés.
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面においても（7）、環境的な側面においても（8）、深刻化しました。かくして、フラ

ンス都市計画法は、相反する複数の目的ないし目標の間で引き裂かれるような

状態にあり、今日、自己を見失っている法［droit qui se cherche］、つまり、

その指導的原則がもはや全く明らかではない法として現れているのでありま

す。以上のことは、フランス都市計画法の実体面における特徴及び形態面にお

ける特徴を通して明らかになります。

Ⅰ─フランス都市計画法の実体面における特徴

　まず、フランス都市計画法の実体面における特徴を検討することによって、

この法の内容〔＝対象事項〕を明らかにする必要があります。

　SRU 法制定以来、都市計画法典・法律篇121-1条の内容は、繰り返し変更さ

れました。この規定の文言は、段階を追って変化していったのです（9）。立法府は、

（7） 社会的な問題を克服するための対策立法として、以下のような住宅の窮乏危
機に対応するための諸法律を挙げることができる：loi n° 2013-61 du 18 janvier 
2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au 
renforcement des obligations de production de logement social－loi n° 2012-955 
du 6 août 2012 visant à abroger la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à 
la majoration des droits à construire－loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative 
à la majoration des droits à construire－loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 visant 
à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d'Île-de-
France－loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et 
la lutte contre l'exclusion－loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit 
au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion 
sociale－loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le 
logement.

（8） 環境問題を克服するための対策立法の中でも、とりわけ重要な法律として以下
の法律を参照：loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement （いわゆるグルネル第２法）. また、パリの公共輸送の改善を
目的とした法律として、以下の諸法律を参照：loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 
relative au Grand Paris－loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs 
nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux.

（9） 「広域整合スキーム、地域都市計画プラン、及びコミューン土地利用図は、
持続可能な開発の諸目標を尊重しつつ、以下のものを確保することを可能なら
しめるような諸条件を定める。
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2000年当時に定められていた多くの都市計画文書の諸目標に、エネルギー効率

をはじめ、雇用、住居、商業及びサービスの間の地理的に均衡のとれた分配、

電気通信の発達、移動コストの軽減、温室効果ガスの削減、再生可能資源を原

料とするエネルギー生産、並びに生態系の連続性の良好な状態の保全と再生と

いった項目を付け加えました。確かに、環境のための国の責任引き受けに関す

る2010年７月12日の法律第2010-788号（いわゆるグルネル第２法）が採択され

た際には、都市計画法典・法律篇121-1条から特に優れた都市市街地及び建築

遺産の保全という項目が削除されました。しかしながら、この改正は、国会が

実際に考えたものというよりは、むしろ特定の議員らの圧力に応じた改正であ

るといえます。事実、この改正は、建築的・都市的・景観的遺産保護地区

［ZPPAUP：zones de protection du patrimoine architectural, urbanistique et 

paysager］に対する非難の延長線上に現れたものであります（10）。当該議員らに

1° 以下の a）、b）、c）の間における均衡
a）都市再生、統御された都市開発、市街地化された空間の再開発、都市及び
農村の中心の再活性化
b）自然空間の節約的利用、農業活動及び森林活動に割り当てられた空間の保全、
景勝地、自然環境及び自然景観の保全
c）特に優れた都市市街地及び建築遺産の保全
1°-2 都市、建造物、及び都市の入口の景観それぞれの質
2° 雇用、住居、商業及びサービスの間の地理的に均衡のとれた分配、エネルギー
効率の向上、電気通信施設の整備、移動コストの軽減、並びに公共輸送施設の
開発に関する諸目標に特段の考慮を払いつつ、居住、経済活動、観光活動、スポー
ツ、文化振興活動、及び一般利益、並びに公共施設や商業施設に関する現在と
将来の需要を差別なく充足するために十分といえるような建設能力及び再活性
化の能力を予測することによる、都市及び農村の機能の多様性と住居における
社会的混住
3° 温室効果ガスの排出削減、エネルギー制御及び再生可能資源を原料とするエ
ネルギーの供給、良質な大気、水、土壌及び地下の土質、天然資源、生物多様性、
生態系、緑地空間の保全、生態系の連続性の良好な状態の保全と再生、予測可
能な自然的リスク、科学技術的リスク、環境汚染、その他ありとあらゆる性質
の生活環境侵害の防止

（10） この ZPPAUP は、AVAP (aires de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine)、すなわち、建築・景観活用区域に取って代わられることになり
ました。この点については、X. Couton, Régime des travaux dans les AVAP, 
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よれば、この ZPPAUP は、コミューンの歴史的街区における都市計画に関す

る許可の交付を過度に困難にするという欠点を有していたといいます。

　このような後退があったにもかかわらず、都市計画法の内容は、2000年当時

の状態に立ち返るだけではなく、今や土地の利用と全く関係のない諸要素に

よって複雑になっています。このことを証明するのは、WIFI により、もはや

土地の利用を媒介とすることすらしない電気通信の発達です。この革新性は、

今日、インターネットと電話が都市整備に必要不可欠な要素として考えられて

いるという事実によって説明されます。

　以上のことから、グルネル第２法制定以来、環境的な関心事が重要性を持っ

てきているにもかかわらず、都市計画法は、今日もなお、都市の法のままであ

るといえるでしょう。そこでは、SRU 法が採択された際に期待された意に反

して、《拡張志向の［en extension］》都市の法が問題となっているのです。

　Ａ－都市の法

　フランス都市計画法を性格づけようとするならば、この法は、今日もなお、

都市の法のままであるといえるでしょう。もっとも、以下の（1.）において述

べるように、この法の内容ないし対象は、ますます流動化しあいまいになって

います。さらに、以下の（2.）において述べるように、SRU 法は所有権に社会

的機能［fonction sociale］を付与したのですが、このような所有権に社会的機

能を付与するという考え方は、〔近年の判例において見られる〕私的所有権の

復権という流れとは矛盾するものであるといえます。この私的所有権の復権と

いう流れは、都市の公共政策の実施を困難にする性質を有しています。

　1.－2000年当時と同じように、2013年現在においても、都市計画法典・法律

篇121-1条には都市に関する目標以外の目標も明示されていますが、それらの

目標よりも都市に関する目標が優越した地位にあり続けているということは否

定しがたい事実であります。つまり、都市計画法は、依然として、まず何より

も都市や都市圏のためのものとして考えられたままなのです。相対的にではあ

りますが、都市計画法典は、田園地域やわずかにしか市街地化されていない土

Construction-urbanisme 2012, n° 7, p. 19－P. Planchet, De la ZPPAUP à l’AVAP, 
AJDA. 2011, p. 1538. を参照。
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地に関しては多くを語りません。PLU は、議員が市街地の拡張について積極

的な姿勢を採っているコミューンのみが関心を持ちうるような性質のものなの

です。演繹的にいえば、農村の小さなコミューンにとっては、PLU は主たる

関心事ではないのです。なぜなら、このようなコミューンにとっては、PLU

を策定するコストがあまりにも大きいからであります。現に、これらのコミュー

ンは、都市計画全国基準［RNU：règlement national d’urbanisme］ⅷにより認

められた土地整備事業のみを可能ならしめるコミューン土地利用図で満足する

しかありません。この都市計画全国基準は、その原則によれば、既に市街地化

された区域の延長線上にしか建築を行うことができないとされる、制限的な建

築可能性の原則［principe de la constructibilité limitée］を後ろ盾にしたもので

あります。

　立法府による改正は2000年以来増加しましたが、それが、この点に関して、

フランス都市計画法を変容させるということはありませんでした。つまり、フ

ランス都市計画法は、依然として、グローバルなものとして把握される都市の

法のままなのです。しかしながら、今日、フランス都市計画法は、自身の過度

の膨張に苦しんでいるように見えます。より正確に言えば、立法府が、都市計

画法を大多数の新たな公共政策（環境保護、失業対策、零細商店救済政策、電

気通信施設の整備等）の集積所とする傾向にあることから、都市計画法の内容

ないし対象は、ますます流動化しあいまいになっているのです。したがって、

都市計画法が都市の法であると語るだけでは、もはや都市計画法がいかなるも

のであるのかということを説明するのに十分ではありません！

　都市計画法が有する多数の目的ないし目標は、時折、相互に対立します。そ

れは、とりわけ、都市においては地価が極めて高いという状況において、それ

にもかかわらず、低価格の社会住宅を建設する必要性と環境保護の願望に促さ

れて都市の区域内での建設を優先しようとする意思とが対立するような場合で

す。その上、これらの様々な目的ないし目標の結合は、行政に非常に広範な裁

量権を付与します。この裁量権は、時に、建築主体の法的安定性の必要性に照

らすと、過度に広範にすぎる場合があります。結局のところ、都市計画法の内

容それ自体や行政が都市計画プランを実現するために保持している特権の輪郭

を明確にすることが困難になっているのです。その例として、2012年７月27日

にコンセイユ・デタの部会で下されたフランク・ホフマン対カリアン市［Franck 
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Hoffmann contre Commune de Callian］判決（11）を挙げることができます。こ

の判決で問題となった事案において、Callian 市は、自然区域における市街地

の密度を抑制するために、画地分譲における建築のための土地の分割を禁止す

る決定を行いました。この区域は、未だに多数の居住者を受け入れるために十

分な公共施設の整備こそなされていませんでしたが、既に市街地化が始まって

いる区域でありました。同市は、市街地化が必然的に要求する公共施設に関す

る投資を抑制することを望んでいたのでしょう。この判決において、コンセイ

ユ・デタは、違法性の抗弁によって［par voie d’exception］、土地占用プラン

［POS：plan d’occupation des sols］ⅸを違法であると宣言しました。コンセイユ・

デタは、同時に、この解決が PLU にも適用されることを明らかにしました。

学説は、コンセイユ・デタが、この判決において、結局のところ、適切にも私

的所有権を保護し、また、画地分譲［lotissement］という文言に正確な定義

を付与したと解することにより、この判決を称賛しました。このような分析に

ついては賛同するとしても、この判決は同時に、《都市計画上の理由［motif d’

urbanisme］》（12）及び《土地利用に関する地役［servitude d’utilisation du sol］》ⅹ

の概念自体に極めて重大な曖昧さが存在しているということの徴表としても読

むべきものなのであります。事実、都市計画文書において定められるあらゆる

所有権行使の制限は、《都市計画上の理由》を追求したものでなければならず、

もしそれをしない場合には違法であるとの評価を受けることとなりますⅺ。と

ころが、このコミューン〔＝カリアン市〕が未だに全面的な市街地化によって

完全に変容していなかった自然区域の市街地化を制限しようと考えたために追

求した理由も、まさにこの《都市計画上の理由》であったということができま

す。そしてまた、コンセイユ・デタが、この数年来、都市計画法の専門家達の

間で盛んに行われていた議論〔＝土地の分割を禁止することの可否についての

議論〕に決着をつけることに成功したのは、もっぱら、土地を分割することの

禁止が、（土地の分割が建築の前提条件となっているにもかかわらず、）土地の

（11） Conseil d'État, sect., 27 juillet 2012, Franck Hoffmann contre Commune de 
Callian, revue de droit immobilier 2012, p. 523, note P. Soler-Couteaux； AJDA. 
2012, p. 1851, chron. X. Domino et A. Bretonneau.

（12） こ の 観 点 に お い て、Y. Jégouzo, édito dans le complément d’Opérations 
d’aménagement, décembre 2012, éditions du Moniteur. も参照。
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利用の問題ではなく、自身の財産を処分する自由の問題である、という主張を

前面に押し出すことによって、なのであります。

　2.－フランク・ホフマン対カリアン市判決がそれを示唆しているように、都

市計画法は、とりわけ、一般利益を根拠として、自身の不動産である土地を利

用する所有者の権利を制限する諸規範を内包しています。それゆえ、都市計画

法は、所有権の行使を制限する特別行政警察の仕組みと共通点を有していると

いえます。しかしながら、都市計画法を特別行政警察と同一視するということ

は、この法の特殊性を無視するということであります。現に、SRU 法は、都

市計画法の目的ないし目標を増加させることにより、私人の所有権を侵害する

結果をもたらしました。つまり、SRU 法は、都市計画法を《社会化し［socialisé］》

たのであります。SRU 法は、個人の権利に社会的機能を付け加えました。ワ

イマール憲法の定式を借りていうならば、都市計画法においては、《所有権は

義務を伴う［propriété oblige］》こととなります。事実、所有権者は、PADD

において定められた方針やそれを法規命令化したものに自身の事業計画が適合

する場合には、それだけいっそう建築許可の取得についてより大きな期待を持

つようになるでしょう。2000年当時は、PADD の内容が建築許可の申請に対

して法的拘束力を有していただけに、以上のことは、より一層明白であったよ

うに思われます。確かに、この法的拘束力は、2003年に廃止されたのですが、

それでもなお、都市計画法によってもたらされる所有権の社会的側面が消滅す

るということはありませんでした。例えば、PLU は、《社会的混住の目標を尊

重しつつ、それ〔＝ PLU〕が定める住宅プログラムを実施するための用地を

指定〔＝確保〕する》（都市計画法典・法律篇123-2条）ことができます。したがっ

て、所有権者は、自身が所有する土地がこの種の建築のために指定〔＝確保〕

された区域内にある場合、その土地に住宅を建築することについて大きな関心

を寄せることとなります（13）。行政警察の仕組みとは異なり、都市計画法は、禁

止事項を定めるだけではありません。つまり、都市計画法は、それと同時に、

（13） もっとも、この可能性は論争を引き起こしています。というのも、所轄省
庁は、住宅用地として指定された土地と、建築許可を得る可能性を所有権者か
ら奪う伝統的な用地、つまり、公共施設等の用地として指定された土地とを同
一のものとして扱っているからです。
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公共団体に貢献するために行動する義務をもその内容としているのであり、こ

の義務に反した場合には、過度に個人主義的な所有権者であるということで収

用の憂き目にあうこととなるのです。

　しかしながら、都市計画法における所有権の社会的側面は、ここ数年の内に、

限界点に達することになるやもしれません。というのは、判例が、都市計画に

関する公共政策の実施を困難にする所有権の個人主義的な側面を回復させてい

るように思われるからであります。憲法院がこのような向きの判決を下しまし

た。例えば、憲法院は、都市計画法典・法律篇332-6-1条の規定が憲法に違反す

ると宣言しています（14）。この規定は、申請者が所有する土地の区画の譲渡と引

き換えに行政が建築許可を付与することを認めるという規定でありました。こ

の判断〔＝憲法院の判断〕は、こうした《交換》の仕組みを詳細に定める権限

が行政立法権ではなく立法府に帰属するものであるということに根拠を置くも

のではありますが、この判例は、所有権を保護することに対する裁判官の配慮

を明らかにするものであるといえます。それ以来、憲法院は、他にも同趣旨の

判決をいくつか下しています（15）。1998年に、コンセイユ・デタによって下され

たビトゥゼ［Bitouzet］判決は、既に、こうした流れの中に組み込まれていた

といえるでしょう（16）。なぜなら、この判決は、都市計画地役の無補償の原則

［principe de non-indemnisation des servitudes d’urbanisme］ⅹⅱに相対的な価値

しか認めないと判示していたからであります。この判決以来、コンセイユ・デ

タは、この相対化をさらに押し進めているように見えます（17）。ところが、都市

計画地役の無補償の原則を見直すということは、公的機関による整備及び持続

可能な開発計画の実施を財政的に妨げるということであります。そして、フラ

（14） Conseil constitutionnel, 22 novembre 2010, décision numéro 2010-33-QPC, 
Société Esso SAF, AJDA. 2010, p. 2384, note F. Rolin;Recueil Dalloz 2011, p. 
136, note E. Carpentier.

（15） GRIDAUH, La question prioritaire de constitutionnalité et l'aménagement du 
territoire, Paris, Les cahiers du Gridauh, n° 22, 2011.

（16） Conseil d'État, 3 juillet 1998, Monsieur Bitouzet, Revue française de droit 
administratif 1998, p. 1243, concl. R. Abraham.

（17） Conseil d'État, 16 juillet 2010, n° 339342, Société civile agricole du Château 
l'Arc et société civile immobilière des Hameaux de Château l'Arc, Rev. juridique 
de l’économie publique 2011, n° 682, p. 28, concl. J. Boucher.
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ンク・ホフマン対カリアン市判決について言うならば、当該行政決定を行った

行政庁が所有権者から彼らの権利の全面的な利用を奪う権限を立法府によって

授権されていない場合には、いかなる行政決定との関係においても所有権の保

護を優先すべきである、という呼びかけが、この判決に存在しないとはいえな

いでしょう。しかも、このことは、当該行政決定が、政治的に正当である場合

でさえそうなのであります。

　この《所有権保護主義的な［propriétariste］》判例が今後ますます拡張せず

には置かないとするならば、SRU 法制定以降の都市計画法の心臓部に位置す

る所有権の社会的機能、すなわち、都市の法に仕えるべき所有権の社会的機能

が、まさに危殆に瀕することになるでしょう。

　Ｂ─都市の拡張に関する法

　SRU 法制定時に国会が掲げた諸目標に反して、フランス都市計画法は、依

然として都市の拡張に関する法のままであるといえます。

　1.－SRU 法の確固とした理念の一つは、都市の上に都市を再構築すること

［reconstruction de la ville sur la ville］を促すことでありました。二重の関心

事が国会を突き動かしたのです。一方の関心事は、荒廃した街区、時にゲットー

化さえしつつある街区を再生することであります。もう一方の関心事は、環境

を保護することです。いくつかの空間が既に人工化され、電気設備、下水設備、

上水道、ガスといった様々な公共サービスのネットワークが既に供給されてい

るにもかかわらず、なぜ自然空間に建築を行う必要があるのでしょうか。この

既に人工化されている空間に、再び良好な条件の下で、住宅を必要とする人々

を受け入れるべく、当該空間を再生すれば十分なのであります。

　この点において、SRU 法を説明するのは、以下のような社会的・経済的な

背景です。2000年当時、住宅の建設は、一貫して続けられていました。毎年建

設される住宅の数は、もはや栄光の30年［les 30 Glorieuses］ⅹⅲほどではありま

せんでしたが、１年当たりに建設される住宅の数は多いままであったといえま

す。したがって、住宅問題は、今日ほど深刻ではありませんでした。また、エ

コロジストは、彼らの専売特許［fonds de commerce］である環境が都市計画

法典の改正の犠牲にならないという条件の下で、この改革を支持しました。以

上のことは、さまざまな規定によって表明されました。例えば、SRU 法は、
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PLU が最低敷地面積［surfaces minimales de terrains à construire］を定める

ことを禁止しました。この最低敷地面積は、多くの土地占用プランの中で見ら

れるものでありますが、これは、それを策定したコミューンに居住する貧しい

人々やあまり裕福ではない人々を排除することを目的としたものであるといえ

ます。この措置は、社会的混住の妨げになると同時に、環境保護の妨げにもなっ

ていました。つまり、この措置は、農地及び自然地域の《人工的改変

［artificialisation］》を加速させたのであります。SRU 法は、ここでもまた、環

境を保護するために、PLU を備えないコミューンを対象として、既成市街地

化区域の延長線上において、制限的な建築可能性の原則を維持しただけでなく、

同時に、コミューンが SCOT を備えていなかった場合には、PLU が自然区域

又は農業区域の市街地化を開始しえないことを定めたのです。さらに、PLU は、

強 制 的 に 公 共 交 通 機 関 の 近 く に 最 低 建 築 密 度［densité minimale de 

constructions］が課せられる区域を定めることができます。これらの公共交通

機関のおかげで、人々は、自家用車を利用することなく、したがって、大気を

汚染することなく移動することが可能になったのです。以上のことにより、公

共サービスのネットワークの更なる拡張が回避されることとなりました。つま

り、こうした都市区域の高密度化は、未だに自然のままの区域や都市施設が整

備されていない区域を保全するという結果をもたらしたのであります。

　2.－SRU 法がその貢献としてもたらした新たな法制度の主要部分は、時代の

流れに抗って存続しています。また、グルネル第２法は、広域整合スキームが

《空間の節約的消費及び都市の拡散に対する防止策に関する数値目標》（都市計

画法典・法律篇122-1-5条）を設定することまでをも規定しました。しかしなが

ら、それ以来採択された法律の内のいくつかは、都市の上に都市を再構築する

という〔SRU 法の〕目的と真っ向から矛盾するものであり、フランス都市計

画法を再び都市の拡張に関する法としてしまうものであったのです。

　これらの法改正のいくつかは、政治的な原因によって説明されます。2003年、

新たな保守派の与党は、PLU による最低敷地面積の設定を禁じた規定を廃止

しました。かくして、都市計画法典・法律篇121-1条が、今日もなお都市の再

構築を優先すべきであると規定しているにもかかわらず、自然空間が市街地化

によってむやみに浸食されるおそれが再び生じているのであります。

　戸建ての住居を持つことを望むフランス国民の増加、片親の家族の増加、及
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び高齢者の増加に伴う社会的要請や経済的要請もまた、SRU 法が掲げた諸目

標の実現を困難にしました。こうした要請は、とりわけ農村において特有の問

題を生ぜしめるのですが、これらの問題は、依然として、都市計画法によって

十分に考慮されていませんでした。以上の問題に、2008年以来の経済危機に起

因する多数の国民の貧困化という問題を付け加えなければなりません。しかし、

こうした多数の国民の貧困化にもかかわらず、地価は1995年以来一貫して高騰

しており、多数の住宅、とりわけ社会住宅を建設する必要性が生じています。

ところが、こうした新たな住宅は、社会的組織［organismes sociaux］xⅳによっ

ては、都市の中心部から離れた郊外にしか建築されえません。さらに、SRU

法は、コミューンに対して、管轄地域における全住宅戸数の20％を社会住宅に

することを義務づけていましたが（18）、2013年１月、立法府は、需要が極めて大

きいコミューンについては、この水準を25％に引き上げました（19）。かくして、

住宅需要に対する圧力は、環境に対する圧力へと形を変えて展開したのであり

ます。

　以上のことから、フランス都市計画法は、一種の統合失調症に冒された状態

に陥っているといえます。立法府は、フランス都市計画法に《責任あるエコロ

ジスト［écologique responsable］》たることを期待したのですが、諸々の社会

的な必要に迫られて、この法は都市の拡張を止めることができずにいます。都

市計画法は、せいぜい都市の拡張を枠づけるものでしかなく、そうすることで

都市の拡張をほとんど正当化してしまっているのです。つまり、都市計画法は、

その実体面において、自己のアイデンティティーを見失った状態にあるのです。

Ⅱ─フランス都市計画法の形態面における特徴

　以上に述べたことと同様のこと、つまり、都市計画法がその指導的な理念を

（18） この点については、例えば、P. Derrez, Quelle application de l'article 55 de 
la loi SRU ? , revue Opérations immobilières 2011, n° 11, p. 36－J. P. Brouant, 
Caractère prescriptif et opposabilité du SCOT en matière d'équilibre social de 
l'habitat:l'ombre (constitutionnelle) d'un doute, AJDA. 2012, p. 391. を参照。

（19） Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013, relative à la mobilisation du foncier public 
en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de 
logement social:AJDA. 2013, (à paraître), commentaire de J.-P. Brouant et N. 
Foulquier.



講　　　演

［305］ 北法64（3・200）910

見失っているということは、都市計画法という公法のこの一分野の形態面にお

ける特徴を分析する場合にもいえることであります。SRU 法制定以降のフラ

ンス都市計画法は、国家的法であると同時に、民主的法であり、また、将来展

望的な法であり、さらには、不可避的に複雑な法であるということができます。

この内、フランス都市計画法が有する複雑性についていえば、これは、実務家

にとっては不利益なものでしかないのですが、決して見直されることはありま

せんでした。これに対して、その他の性質については、2000年以来、それらを

体系的に説明することが困難になるほどの変化を経験しました。

　Ａ─国家的法

　SCOT や PLU のような地域的都市計画文書が有する重要性を考慮するなら

ば、都市計画法が国家的法であると主張することは、驚くべきことであります。

もっとも、国が都市計画法に対する支配権を繰り返し自らの手に回復している

としても、国は、もはや、自己の意志を実現するための実質的な諸手段を有し

ているわけではありません。

　1.－ここで、都市計画法が国家的法であるというのは、地方が策定する都市

計画文書の重要性を過小評価することを意味するものではありません。1983年

に行われた都市計画に関する地方分権化は、今日まで決して公然と見直される

ことはありませんでした。立法府は、コミューンに対して、PLU を策定する

ように、そしてまた、SCOT を策定するためにコミューン間協力公施設法人

［EPCI：établissements publics de coopération intercommunale］を創設する

ように、強く促しています。そのために、立法府は、コミューンに補助金を与

えています。というのは、これらの文書の策定には大きなコストがかかるから

です。こうした誘因措置は、同時に、管轄権限の面においても現れます。つま

り、PLU を備えたコミューンのみが、当該コミューンの管轄地域が SCOT に

よってカバーされているという条件の下で、将来市街地化区域［zones à 

urbaniser］での市街地化を開始することができるのです。

　2.－しかしながら、1983年の地方分権化に眩惑されてはなりません。なぜな

ら、国は、少なくとも理論上は都市計画に関して広範な特権を保持し続けてい

るからです。まず、地方長官［préfet］は、地域的都市計画文書に対して強度
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の監督権を行使します。地方長官は、コミューンが SCOT を備えていない場

合には、PLU に対する拒否権までをも有しているのです。さらにいえば、地

方長官は、コミューンに SCOT を策定させること（都市計画法典・法律篇122-

5-1条）やその効力の発生を停止させること（都市計画法典・法律篇122-11-1条）

もできます（20）。その上、PLU が備えられていない場合であっても、いかなるフ

ランス国土における区画も都市計画に関する諸規範を免れることはありませ

ん。なぜなら、この場合においても、コミューンは、政府がその内容を一方的

に定める都市計画全国基準（RNU）に服することとなるからです。地方長官

はまた、国が、あるコミューンの管轄地域において、《国益事業［opération 

d'intérêt général］》を実施しようとする場合には、当該コミューンに対して

PLU の改定を命じることができます。他方、壊れやすいとされている特定の

国土については特別法が定められています。つまり、立法府は、地方議会の議

員が有する〔当該国土の市街地化という〕野望から当該国土を保護しようと考

えたのであります。例えば、海岸地域の整備、保全及び活用に関する1986年１

月３日の法律第86-2号（いわゆる海岸法）によれば、コミューンが PLU を策

定しているか否かにかかわらず、まだ市街地化されていない区域においては、

当該土地が海に近ければ近いほど、その土地での建築が不可能になるとされて

います。同様に、山岳地域の開発と保全に関する1985年１月９日の法律第

85-30号もまた、環境保護という同一の目的を追求しています。それは、1983

年に都市計画についての政策が委任されたコミューンの市街地拡張事業に対抗

する形でなされているのです。これらの２つの法律の射程は非常に広範です。

なぜなら、フランスにおいては、海岸や山岳地帯が国土の広い範囲を占めてい

るからであります。これらの諸法律に、コミューンの自由を制限する国の文書

が加わります。その例として、イル・ドゥ・フランス地方圏指導スキーム

［SDRIF：Schéma de Développement Régional de l’Île-de-France］ⅹⅴや、かつ

ての国土整備指針［DTA：directives territoriales d’aménagement］を挙げる

ことができます。この後者の国土整備指針（DTA）は、〔2010年に制定された〕

グルネル第２法によって、持続可能な国土整備及び開発指針［DTADD：

directives territoriales d’aménagement et de développement durable］に改め

（20） J. P. Strebler, Grenelle 2 et SCOT:des ambitions renforcées et une présence 
plus forte de l'État, Rev. de droit de l’immobilier 2011, p. 78.
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られました。

　しかし、この DTA から DTADD への移行の背後には、ある事実が隠され

ています。それは、国が特定の地方議会の議員に対抗して DTA を採択する政

策的な能力を有していないという事実であります。この移行以来、DTADD は、

建築許可の申請に対する法的拘束力を失いましたⅹⅵ。したがって、このことは、

やはり、国が都市計画に関して常に自らの意思を押し通すような力を有してい

ないということの表れの一つといえるでしょう。また、災害予防プラン［PPR：

plans de prévention des risques］（自然災害、産業災害又は科学技術災害に関

する予防プラン）に関しても、同じことがいえます。環境法典に規定されたこ

れらの文書は国の管轄に帰属します。コミューンがこれらの文書を尊重する義

務を負っていることから、多くの観察者は、環境法を、国が国土整備に関する

支配権を回復するための手段として見ています。とはいえ、このことは、もっ

ぱら理論上の真実にすぎません。実際、地方長官庁がコミューンにこの PPR

の内容を尊重するよう強制するための人的及び政治的な諸手段を有していな

い、ということは稀ではありません。2010年に暴風雨シンシア［Xynthia］によっ

てフランス西海岸に生じた被害がその良い例であります（21）。まさに以上に述べ

たことが、国の思惑とその政策の実態との間にずれが生じている例なのです。

　Ｂ─民主的法

　都市計画法は、それが規律する諸規範の策定に当たって公衆参加手続を予定

していることから、この法を民主的と形容することができます。もっとも、都

市計画法が、以前からこのように民主的であったというわけではありません。

長い間、都市計画法は、国の技術者の法［droit des ingénieurs de l’État］であ

りました。1983年の都市計画に関する地方分権化がそれに終わりを告げました。

というのは、この地方分権化が、都市計画文書を策定する場面において所轄行

政庁と国民とを接近させたからであります。

　もっとも、〔この地方分権化に係る改正により〕POS が公開意見聴取手続の

後でしか策定することができなくなったにもかかわらず、この民主化は、十分

（21） P. Le Louarn, La tempête Xynthia révélateur des insuffisances du droit, 
semaine juridique, édition général (JCP. G.) 2011, n° 19, p. 940－R. Léost, Loi littoral:
tirer les conséquences de la tempête Xynthia, Droit et tourisme 2010, n° 121, p. 14.
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なものとしては評価されませんでした。そこで、立法府は、1985年に、あらゆ

る整備事業に先立って事前協議の席を設けることを行政に義務づけました（22）。

SRU 法は、事前協議手続を PLU 及び SCOT の策定過程にまで拡張したのです

が、この SRU 法やそれ以降の諸法令が、これらの手続を改廃するということ

はありませんでした。それどころか、2005年に採択された環境憲章や1998年に

採択されたオーフス条約は、当該決定が環境に対して確実に何らかの影響を及

ぼすものであることを理由に、都市計画に関する諸決定の策定過程における公

衆参加手続の義務をさらに増大させることすらしたのであります。ただし、国

民に拒否権が付与されるというわけではありません。他方、このような動きに

はデメリットも存在します。というのも、こうした動きというのは、公権力に

対して国民が有する不信感を白日の下にさらすだけでなく、やや自由主義的に

すぎる信念によって行政の正統性を否定する立場に特有の考え方でもあるから

です（23）。以上のことは、行政が都市計画に関する活動能力を有しているのか、

という問題を提起するのです。

　また、都市計画法は、裁判官の前で国民に発言する機会を保障しているとい

う点においても、民主的法であるといえます。法廷は、多くの点で、第二の政

策論争の場になっています。これは、以下のような選択に対抗する国民のため

の手段であるといえます。つまり、その選択とは、国民にとって、都市計画法

典・法律篇110条及び121-1条によって定められた都市計画法の基本的な諸原則

に反し、不合理で根拠を欠くように見える選択です。

　しかし、確かに、行政訴訟は自由主義的なものとして考えられているのです

が、近年、この特徴は、都市計画法において薄弱になっています。立法府は、

1994年に、原告が違法性の抗弁により都市計画文書の形式的な瑕疵を援用する

機会を時間的に限定することによって、国民の訴訟提起の権利を制限しました

（都市計画法典・法律篇600-1条）。ところが、その形式が実体を担保するもの［la 

garantie du fond］であるにもかかわらず、SRU 法も判例もこの立法を見直す

（22） loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la misse en œuvre 
des principes d’aménagement.

（23） この点については、Y. Jégouzo, Principe et idéologie de la participation, 
dans Pour un droit commun de l’environnement : mélanges en l’honneur de 
Michel Prieur, Paris, Dalloz, 2007, p. 577. を参照。
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ことをしませんでした。立法府もまた、依然として、法的安定性を考慮して、

許可に対する訴訟が提起されたということを行政と許可の名宛人に通知するこ

とを義務づけています。さらに、より重大なことには、2006年、立法府は、民

間の非営利団体が建築許可の申請の公示の後で設立された場合には、この団体

によって提起された越権訴訟を受理不可能なものとする旨を定めた都市計画法

典・法律篇600-1-1条を創設したのであります。

　以上に述べたような訴訟提起の権利の制限は、概して、都市計画法が有する

複雑性に対応するものであるともいえます。この複雑性は、否定しがたいもの

であり、その程度はというと、都市計画規範の概念そのものが論争の対象になっ

たほどであります（24）。いかなる法律も、法の簡素化と銘打った法ですらも－そ

ういった近年の法のほとんどがそうなのではありますが─、この複雑性を改善

することはありませんでした。この複雑性は、都市計画文書に記載される目的

ないし目標の多様性によって説明されるのですが、それは、同時に、諸規範の

間 の 相 関 関 係 に よ っ て も 説 明 さ れ ま す。 両 立 性 の 関 係［rapport de 

compatibilité］、及び、時に適合性の関係［rapport de conformité］に、考慮事

項の関係［rapports de prise en compte］を付け加えなければなりません（25）。

この考慮事項の関係は、上位規範の詳細性に依存することから最も取扱いがデ

リケートなものであるといえます。〔この考慮事項の関係が要求される場合に

は、〕当然、建築主体の法的安定性という利益を得るものの、その分、環境保全、

都市計画法の民主的性格及び行政による法の尊重が失われることとなります。

　都市計画に関する契約関係の発展が事態を改善することはありませんでし

た。契約手法は、近年、都市計画法の複雑性を解決する手段として、また公的

活動の透明性を保障するものとして提示されています。このことから、国土開

発に関して契約手法が導入されたのです（26）。しかしながら、都市計画に関する

契約手法の発展は、PADD が PLU から分解・離脱［dislocation］してしまう

（24） Gridauh, La règle locale d'urbanisme en question, BJDU. 2012, n° 1, p. 12.
（25） Ph. Baffert et O. Bonneau, La « prise en compte » par les SCOT et les PLU 
des documents de programmation indépendants du droit de l'urbanisme:de la 
nécessité de bien s’entendre sur les mots…, BJDU. 2012, n° 4, p. 260.

（26） O. Ortega, Sécuriser un projet face aux tiers, revue Opérations immobilières 
2012, n° 48, p. 29－J.-Ph. Brouant, Grand Paris et urbanisme:révolution 
copernicienne ? , revue Opérations immobilières 2012, n° 44, p. 18.
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リスクを生ぜしめます。さらに、都市計画に関して契約手法を好む傾向が、あ

る事実に結び付けられるということを明らかにする必要があります。すなわち、

その事実とは、契約裁判官の前での訴訟が、結局、一方的行為に関するそれよ

りも困難であるという事実です。かくして、契約手法は、むしろ都市計画法の

民主的側面を縮小する手段として現れているということができます。

　Ｃ─将来展望的な法

　最後に、都市計画法は、将来展望的な法であると考えられます。SRU 法が

それを強調しているように、都市計画法は、単なる土地利用の規制に関する法

ではなく、都市の法であります。つまり、都市が現在どのようにあるかではな

く、将来どうあるべきか、ということに関する法なのです。都市計画法が、一

定程度幻想的な、さらにはある種の希望観測的な色合いを帯びているというこ

とを否定することはできません。SRU 法が PLU 及び SCOT の一部を成す

PADD を前面に押し出したことは、この観点からみれば意義深いように思わ

れます。その点で、都市計画法は、伝統的な行政法とは距離を置くものである

といえます。コンセイユ・デタが、長い間、警察規則のような禁止事項という

よりはむしろ行動指針、方針及び誘因を内容とする都市計画法のあらゆる独自

性を把握するのに苦労したということは、以上のことにより説明されるのです。

　しかしながら、現在の都市計画法は、もはや、SRU 法採択当時の都市計画

法ではありません。既に指摘したように、SRU 法は、PLU の一部を成す

PADD が建築許可の申請に対して法的拘束力を有すると規定していました。

したがって、コミューンは、申請者の事業計画が当該コミューンの PLU が定

める規則を尊重していないことを理由として、また、当該事業計画が PADD

において定められた都市計画に関する方針に反した場合には、建築許可の付与

を拒むことができたのです。この法的拘束力は、2003年に、再び法的安定性の

名の下に消滅したのですが、この消滅は、都市計画法から将来展望的な側面の

一部を奪ったといえます。同様に、PLU 及び SCOT がそれと両立可能でなけ

ればならないとされる災害予防プランのような将来展望的な性格を有しない文

書の増加もまた、都市計画法からこの将来展望的な側面の一部を削ぎ落としま

す。環境法は、都市計画法を硬直化させるのです。グルネル第２法もまた、都

市計画法のこの側面を縮減するように作用します。実際、SCOT は、2010年ま

では、都市計画、住宅、交通機関などに関する政策の諸目標（都市計画法・法
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律篇122-1-3条）を定めるものであり、本来的には、PLU がそれと両立可能で

なければならない方向づけに関する文書であったのですが、それ以後の SCOT

は、都市計画の許可申請に対して法的拘束力を有する命令的な措置を含むこと

ができるようになりました。SCOT は、とりわけ、自然的、農業的空間及び区

域等の場所を指定し、さらには、公共交通機関が整備されていることを条件に

新たな市街地化を可能ならしめるような区域を指定することができるように

なっています。特に、《（SCOT の）方針及び目標提起書［document d'orientation 

et d'objectif］は、地区ごとに、都市の質、建築及び適用可能な自然景観に関

する諸規範を規定することができます》（27）。〔ただし、〕これは、《地域都市計画

プラン（PLU）又はそれに準ずる都市計画文書がない》（都市計画法・法律篇

122-1-6条）場合にしか認められていません。もっとも、以上のことは、様々な

都市計画文書の間の役割分担がもはや SRU 法制定当時のような明確性を有し

ていないということの徴表でもあります。このことはまた同時に、都市計画文

書がどのような地域レベルに適用可能なものとして解するのが適切かを判断す

るに当たって、立法府が衝突する障害〔＝困難〕の徴表でもあります。コミュー

ンの領域が効果的な都市計画を可能ならしめるためにはあまりにも狭すぎるこ

とや、義務として複数のコミューン間で策定することとなる PLU 及び地域圏

の都市計画文書の策定に、多くの者が賛成していることについては、誰もが同

意するところではありますが、立法府は、自身の権限を守ろうとする地方議会

の議員の抵抗に遭っています。立法府は、SCOT というものを変容させ、かつ、

変質化させることを余儀なくされているのであり、PLU についても同様のこ

とがいえるのです。というのも、PLU は、SCOT において定められた様々な

方針を転記するだけのものになってしまっているともいえるからです。

　以上のことから、今日のフランス都市計画法の特徴を要約すると、我々は、

この法が全面的に理解可能でかつ実効的な構造と明確な指導的原則を欠いてい

る状態にあるということができるでしょう。新たな経済的及び社会的な要請に

因って、この法は、再構築の局面を迎えているのです。

（27） M. David, Le caractère prescriptif des SCOT, AJDA. 2011, p. 483.
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【訳注】
ⅰ 凡例 ≪○○≫：原文ママ、（○○）：原文ママ、［○○］：原語併記、〔○○〕：
訳語の補充、〔＝○○〕：訳語の言い換え
ⅱ 本稿では、SRU 法制定前後におけるフランス都市計画法の法的性格の変化を
明確にするために、［droit de l’urbanisme］に伝統的な訳語である「都市計画法」
という訳語をあてた。ただし、SRU 法制定以降のフランス都市計画法において
は、交通政策、経済政策、文化政策、環境政策などの様々な政策が都市計画の
中に位置づけられ、それらが有機的に関連づけられるようになっている。した
がって、現在のフランス都市計画法は、伝統的な都市計画法、すなわち、都市
における土地利用の計画的制御を目的とした狭い意味での都市計画法の枠組み
を超えたものになっていることから、「都市計画法」というよりはむしろ「都
市法」と呼ぶべきものとなっていることに留意が必要である。
ⅲ パリ第一（パンテオン＝ソルボンヌ）大学教授─同大学環境法・国土整備法・
都市計画法・観光法研究部門共同代表
ⅳ 「広域整合スキーム（SCOT）」とは、SRU 法によって導入された主要な都市
計画文書の一つである。この文書は、関係市町村の集合体である「コミューン
間協力公施設法人（EPCI）」によって策定される、当該地域の将来的な展望を
定める文書である。具体的にいえば、EPCI は、まず、その適用対象となる地
域について事前の診断を行い、次に、持続可能な整備開発事業計画を定め、そ
の上で、かかる事業計画の実施のための諸条件を定める（ジャン・フランソワ・
ストゥルイユ / 亘理格（訳）「フランスにおける戦略的都市計画の変容：広域
整合スキーム（SCOT）の場合」新世代法政策学研究 14号（2012）185頁以下、
原田純孝「フランス都市法の新展開─連帯と参加のある持続可能な都市再生─」
原田純孝＝大村謙二郎編『現代都市法の新展開─持続可能な都市発展と住民参
加─ドイツ・フランス』所収（東京大学社会科学研究所・2004）109頁以下参照）。
ⅴ 「地域都市計画プラン（PLU）」もまた、広域整合スキーム（SCOT）と同様、
SRU 法によって導入された主要な都市計画文書の一つである。この文書は、原
則として、コミューンによって策定され、当該地域の全域について土地占用の
用途にかかる区域区分を行った上で、開発行為や建築規制その他の土地利用の
一般的規則と地役負担を詳細に規定する。ただし、PLU の内容は、SCOT や
その他の上位規則及び計画と両立可能なものでなければならない（原田・前
掲113頁以下、亘理格＝ジャン・フランソワ・ストゥルイユ「講演録 フランス
の土地法及び都市計画法に関する研究講演会」土地総合研究20巻２号（2012）
138頁以下参照）。
ⅵ 現在のフランスにおいては、多数のコミューンが PLU を策定しているが、
コミューンの中には、人的、物的及び財政的能力等を欠くがゆえに PLU を策
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定していないコミューンも存在する。そこで、こうしたコミューンにおける建
築行為や開発行為などの土地利用を規制すべく定められているのが、「都市計
画全国基準（RNU）」である。この RNU は、PLU を策定していない地域に適
用される補充的な基準に加え、PLU を策定しているか否かに関わらず、あらゆ
る地域において一律に適用される強行法規的な基準をも併せ持っている（詳し
くは、原田純孝［ほか］編『現代の都市法─ドイツ・フランス・イギリス・ア
メリカ』（東京大学出版会・1993年）189頁〔吉田克己執筆担当部分〕、亘理格「計
画的土地利用原則確立の意味と展望」稲葉馨＝亘理格編『行政法の思考様式─
藤田宙靖博士東北大学退職記念』所収（青林書院・2008年）624頁以下参照）。
そして、この RNU が適用される地域においては、原則として、制限的な建築
可能性の原則により既成市街地以外での市街地化が禁止されることから、当該
コミューンがこれを可能ならしめるためには、独自の都市計画文書が必要とな
る。その際、技術的・財政的な制約を有する小規模のコミューンが複雑な策定
手続を要する PLU に代えて策定することができる都市計画文書が、「コミュー
ン土地利用図（CC）」である。この CC は、PLU と比較して相対的に簡潔化
された都市計画文書であり、策定機関であるコミューンは、この文書におい
て、上位の規則及び計画の範囲内で建築可能地域や不可能地域などを定めるこ
ととなる（Voir, Yves Jégouzo, article « CARTE COMMUNALE », dans Droit 
de l'urbanisme:dictionnaire pratique, sous la direction scientifique de Yves 
Jégouzo, Paris, Le Moniteur, 2011, pp. 136 et s.－Jean-Bernard Auby, Hugues 
Périnet-Marquet, Rozen Noguellou, Droit de l'urbanisme et de la construction, 
9e éd., Paris, Montchrestien, 2012, pp. 314 et s.）。
ⅶ 「整備及び持続可能な開発計画（PADD）」とは、SCOT 及び PLU を構成する
主要な都市計画文書の１つであり、都市計画政策をはじめ、住宅政策、輸送及
び交通政策、観光政策、環境保護政策などの様々な分野における公共政策の目
標ないし一般指針を設定するための文書である（ジャン・フランソワ・ストゥ
ルイユ / 亘理格（訳）・前掲198頁、亘理格＝ジャン・フランソワ・ストゥルイユ・
前掲139頁）。
ⅷ 訳注ⅵ参照。
ⅸ 「土地占用プラン（POS）」とは、PLU の前身にあたる都市計画文書であり、
SRU 法の制定により PLU に取って代わられることとなった（詳しくは、原田
純孝「フランス都市計画と地方分権化（下）」社会科学研究45巻２号（1993）
168頁以下、久保茂樹「フランスの土地占用計画（POS）の法構造─市町村に
よる内容形成の自由度─」青山法学論集43巻１号（2001）９頁以下参照）。
ⅹ 「土地利用に関する地役［servitude d’utilisation du sol］」ないし「都市計画
上の地役［servitude d'urbanisme］」とは、簡潔に言えば、それぞれの土地の
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位置づけに応じて、土地利用に関する制約を課すことを目的とした概念であり
（Jean-François Inserguet, article « SERVITUDE D'URBANISME », dans Droit 
de l'urbanisme:dictionnaire pratique, sous la direction scientifique de Yves 
Jégouzo, Paris, Le Moniteur, 2011, p. 939.）、我が国で言うところの「都市計画
制限」に相当する概念である。
ⅺ 例えば、人口移動の統御［contrôle du peuplement］や競争政策上の調整［régulation 
de la concurrence］といったものは、この「都市計画上の理由」としては認め
られないという（Yves Jégouzo, Les principes du droit de l’urbanisme, dans les 
Mélanges en l’honneur d’E.Fatôme, Paris, Dalloz, 2011, p. 187.）。
ⅻ 「都市計画地役の無補償の原則」とは、文字通り、都市計画により地役が課
せられる土地の所有者は、原則として、補償を受けることができないとするも
のである（この原則の成立過程等については、見上崇洋『行政計画の法的統制』

（信山社・1996）188頁以下参照）。
ⅹⅲ 「栄光の30年」とは、フランスにおける戦後高度経済成長期を指す表現である。
ⅹⅳ フルキエ教授によると、「公施設法人［établissement public］」や「混合経済
会社［société d'économie mixte］」（官民出資の第三セクター）といった組織が、
ここでいう「社会的組織」に当たるという（なお、フランスの住宅法制につい
ては、吉田克己『フランス住宅法の形成：住宅をめぐる国家・契約・所有権』（東
京大学出版会・1997）参照）。
ⅹⅴ イル・ドゥ・フランス地方圏は、パリを中心としたフランスの首都圏であり、
この「イル・ドゥ・フランス地方圏指導スキーム（SDRIF）」とは、その首都
圏における都市計画の一般指針を定める文書である。この SDRIF は、SCOT
や PLU の上位に位置づけられる都市計画文書であることから、SCOT や PLU
の内容は、これと両立可能なものでなければならない（Jean-Philippe Brouant, 
article « SCHÉMA DIRECTEUR DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE », dans 
Droit de l'urbanisme : dictionnaire pratique, sous la direction scientifique de 
Yves Jégouzo, Paris, Le Moniteur, 2011, pp. 926 et s.）。
ⅹⅵ 「国土整備指針（DTA）」と「持続可能な国土整備及び開発指針（DTADD）」
との主な違いは、これらの文書の法的効果にあるとされている。つまり、前
者の DTA が下位の都市計画文書や場合によっては都市計画に関する許可に
対して直接的な法的拘束力を有していたのに対して、DTADD はそのよう
な法的拘束力を有しないのである（Pascal Planchet, article « DIRECTIVES 
TERRITORIALES D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLES », dans Ibid., pp. 305 et s.）。国は、この DTADD において、都市
計画をはじめ、住宅、交通、環境保全といった様々な政策に関する国の目標及
び一般指針を定めることができる（都市計画法典・法律篇113-1条）。
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【訳者後記】本稿は、ノルベール・フルキエ［Norbert Foulquier］教授（パリ
第一大学）が、2013年３月５日に北海道大学で開催された研究会において行っ
た報告の原稿を訳出したものである。本研究会は、科学研究費助成事業基盤
研究 A「ネットワーク社会における都市空間のガバナンス」（研究課題番号：
21243007 / 研究代表者：吉田克己教授）と北海道大学公法研究会との共催によ
り開かれたものである。
  今回、訳者に翻訳の機会を与えて下さった吉田克己先生（早稲田大学教授）、
報告の前後を通じて多大な御助力を下さった高橋信行先生（國學院大学准教
授）、興津征雄先生（神戸大学准教授）、小野寺倫子先生（秋田大学講師）、翻
訳に当たって拙訳を補訂し多くの御助言を下さった亘理格先生（北海道大学教
授）に、この場を借りて、心より御礼を申し上げる。また、フルキエ教授には、
原稿の翻訳や訳注の作成に当たって、報告後も私信を通じて多くの御教示を
賜った。改めて深謝申し上げたい。
　なお、フルキエ教授は、この報告のほか、同月８日に慶應義塾大学で開催さ
れたフランス行政法研究会・第139回研究会において「フランス行政法におけ
る公権論」と題する報告をなされている。その内容は、興津征雄先生の御翻訳
により、民商法雑誌147巻６号４頁に公表されている。




