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第 2章 ドイツ ･Fプランと地域計画 ･景域計画の位置づけにみる

市町村マスタープランの役割と課題

(阿部 成治､神吉紀世子)

2-1 はじめに

1992年に行われたわが国の都市計画法改正は､知事が都市計画区域について決定する従来の ｢整備､開

発又は保全の方針｣に加え､ ｢市町村の都市計画に関する基本的な方針 (以下 ｢マスタープラン｣と呼ぶ力

を制度化したoこれを受け､マスタープランの役割等が様々な角度から検討されてい夢lo法改正が審議

された国会の建設委員会では､マスタープランとは何かということはもちろん､整備､開発又は保全の方針

との違いや､知事が定める都市計画に及ぼす影響が何回も議論されており､マスタープランが都市計画の決

定権限の問題と密接に関連していることが明らかである｡都市計画決定権限は､ ｢現在は原則として市町村

が決定する､それから広域的､根幹的なものにつきましては知事が決定する､知事が決定する都市計画のう

ち､国道等の国の利害に重大な関係を有するものと大都市圏等の国土政策に重大な関係を有するものについ

てのみ建設大臣の認可を要する｣注2こととなっている｡市街化区域と市街化調整区域の区分はもちろん､

大都市圏や地方主要都市では用途地域指定の権限も知事にあり,比較的都市計画能力が高い都市の決定権限

がかえって狭い点は本来の姿から逆転しているようにも見える｡マスタープランに法的に適合する必要があ

るのは市町村が定める都市計画のみ (都市計画法第18条の2第4項)で､ ｢広域的見地から整備される施

設等の計画との整合については､市街化区域及び市街化調整区域の整備､開発又は保全の方針に即すること

を通じ､また､これらの計画を所与として｣注3定めるよう求められている状況で､市町村の具体的ピジョ

ンであるマスタープランに､どの程度の成果を期待し得るだろうかo

マスタープラン研究手法のひとつに､海外の制度と比較する方法があるo なかでもドイツ (旧西 ドイツ)

は､整備された計画体系をもち､市町村 (Gemeinde､自治体)が都市計画についての計画高権 臣Ianungs-

hoheit)を有する例として､以前から比較研究の対象とされてきた｡ ドイツの市町村都市計画は建設誘導計

画 (Bauleitplan､建設基本計画)で､準備的計画であるFプラン (土地利用計画)と拘束的計画のBプラン

(地区計画､地区詳細計画)の2段階に分かれ､Fプランがマスタープランとしての機能を有しているCこ

のFプランについて､上位計画や各部門の計画との任務配分や優先関係､調整手法を知ることは､わが国の

マスタープランの今後を考える上で非常に有益である｡従来の研究は主として連邦段階の法律が中心となっ

ていたが､他計画との関係を理解するには,州段階の法令や計画の実状も知ることが必要である｡このよう

な観点から､本論文は､ ドイツにおいて市町村のFプランがどのように任務を分担し､どう調整されている

のかを明らかにすることを目的とする｡

なお､市町村のFプランと上位計画 ･部門計画の間で対立が生じ得る問題は多種におよぶが､ここでは広

域的な影響を有する大規模小売店舗 (大型店)と､自然 ･景域 aAndschaft)の保全に重点を置いて分析

したい｡大型店は日本では商業調整の問題として扱われているが､ドイツではすぐれて都市計画的な問題で

注J森村道夫(1993)､ ｢都市計画の新しい体系｣日本都市計画学会学術研究論文集28､pp.271-277

性2建設省都市局長く1992)､ ｢第123国会衆議院建設委員会会議録親.0号｣p.3

注3建設省都市計画課長(1993)､ ｢市町村の都市計画に関する基本的な方針の策定等について｣
(平5.6.25､都計発95)
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ある｡一方の自然 ･景域の保全は近年になって注目されてきた分野である｡これらの分析から､わが国のマ

スタープランに重要な示唆を得ることができると考える｡

2-2 地域計画の目標と市町村の計画高権

具体的問題に入る前に､市町村の計画権限の歴史を見ておこうoBプランの権限が市町村にあることは早

期に確立していたが､土地利用に関する行政内部の準備的計画については明確でなく､連邦建設法の制定時

にも意見が対立した｡連邦行政裁判所は ｢地域をどのような原則で発展させるべきかでは､広域的決定の可

能な地域計画的目標が第一に重要となるJ往4 と､市町村の権限に消極的であったoしかし､憲法判断を行う

連邦憲法裁判所は､ ｢現代都市計画では､拘束的Bプランの準備に､土地の利用をおおまかに区分し､建設

のあり方を一般的に定めるプランの必要が強いられる状況も生じる｡準備的計画の策定は､建設を計画的に

誘導するという､Bプラン権限を有する機関に課せられた行政課題を適切に満たすための必要な前提となり

得るJ注5と示していた.この判断を受け､1960年の連邦建設法は準備的計画であるFプランの権限を市町村

に認め､これとバランスをとる形で第 1粂第 3項に ｢建設誘導計画 (FプランとBプラン)は国土整備

(Raumordnung)と地域計画 (hndesplanung)の目標 (Ziel)に適合 (anpassen)すべきである｣と定め

た｡1986年に同法を受け継いで制定された建設法典も､第 1条第4項に同様の規定を置いている｡

問題となるのは､地域計画の目標の性格と､市町村の計画高権との関係である｡州の地域計画法の枠組み

を定めるために1965年に制定された連邦国土整備法は､部分は全体に適合し､全体は部分を考慮する (第

1条第4項)という ｢上-下､下-上｣両方の流れが計画にあることを示したD地域計画の目標に関しては､

①国土整備の原則を空間的､内容的に実現するのに必要なものであること､②地域計画のプログラムまたは

プランに含まれるものであること､および､(卦設定にあたっては､適合義務を生じる市町村や市町村連合が

参画すべきこと､を定めた (第5条)｡その後､各州はこの規定に沿って地域計画法を制定あるいは改正し､

プログラムやプランを策定したが､やはり憲法策Z8条第2項の保障する市町村自治との関係が大きな問題

となったOこの間題に対し､連邦憲法裁判所は1987年に次のような判断を示した注6 0

ニーダーザクセン州の州国土整備プログラムで市域の3分の 1近くを大規模工業の優先立地地域に指定さ

れた市が､憲法の保障する自治に反すると提訴した｡問題の市は水深の深い水路に面しており､州内にその

ような立地条件の地点は5ヶ所しかない｡この条件を備えた工業用地が必要とされていたため､連邦憲法裁

判所は､このような広域的利益を確保するためには､自治体が当該地域に関してこれと異なる計画目標を定

めたり追求する可能性を失わせることも適切で必要だと認めた｡このケースでは､該当市の意見も十分聴取

され､関連する利害の考量も適正である｡しかも､全体に占める当該地域の割合から考えても､市町村の自

治が配慮され､介入は受容できる範囲に留まっているOそして､市が建設誘導計画を策定する際には､地域

計画の枠内で計画高権を発揮する余地が十分残されている､と述べられているo

さらに､連邦行政裁判所は､地域計画のE]標設定と市町村の行う利害の考量につき､1992年に注目すべ

注1BVerwGIC193/57､20.05.1958

注5BVerfGIPBvV2/52､16.06.1954(Baugesetzgutachten)

注占BVerfG2BvBr826/83､23.06.1987
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き判断を示した注7 ｡ 同じくニーダーザクセン州で､地方国土計画プログラムZi8で保養地域に指定された区

域の端にある交通の便が良い地区に対し､工業用地の不足を理由に､町が産業地区 Gewerbegebiet)のB

プランを策定した件である｡連邦行政裁判所は､地域計画の指定を根拠に､このBプランを無効とした｡主

な決定理由は､以下の3点である｡①土地利用への多彩な要求の調整には､州 ･地方のレベルから､自治体

段階の具体的指定までの異なる段階が必要であり､自治体の建設誘導計画は計画段階の最下位に位置してい

る｡②個々の計画段階の課題は､当該段階で遭遇する異なる部門間の利害を調整することにあり､地域計画

の段階では広域の利害を､市町村はその枠内で土地に対する具体的な指定を行う｡本件区域では農地､緑地､

森､遊び場､キャンプ場などの指定が可能であるが､保養利用を無にしたり､著しく困難にしたり､逆行す

る利用は妨げられる｡③地域計画の目標は､地域計画の原則を通して具体化された様々な地域計画的な利害

を､広域的､総合的に調整して対立の解消を図ったものである｡この地域計画的な考量の結果である目標が､

局地的な計画商権の担い手である市町村に拘束的効果を及ぼすシステムは適切であり､市町村はこうして導

き出された結論を回避することはできない｡

こうして､地域計画レベルと市町村都市計画レベルでは利害考量の質が異なることが明確に示された｡地

域計画レベルでは連邦国土整備法第2条に示された国土整備に関する13の原則 (1993年4月現在)が､市

町村レベルでは建設法典第 1条第5項に示された9項目が中心に考慮される｡両者は共に原則として羅列さ

れているだけで､互いに矛盾する項目もある｡計画の策定時には､具体的状況に即してこれら原則を十分に

考量し､どれをどの程度優先するかを決定するので､下位の計画レベルで変更することはできない､という

わけである｡

ここで都市計画の広域性 ･根幹性と関連し､連邦 ･州等の建設活動と市町村の建設誘導計画の関係の原則

を述べておこう｡建設法典第37条によると､連邦や州の建設行為が特別な事情でBプランに合致できなか

ったり､必要な市町村の同意が得られない場合は､市町村の上位の行政庁が可否を決定する｡これは公共性

の観点からは上位機関の意志の方が重要だという考えによるものだが､発動例は少ない｡さらに重要なのが､

連邦道路､鉄道や空港などの建設はBプランに拘束されないことを示した建設法典井 8条であるoこれら

施設には独自の法律があり､市町村参加のもとに計画が定められ､市町村の計画高権から独立した存在とな

っているからである｡なお､Fプランの策定に参画した公的機関は､策定時に異議を申し出ておくか､状況

の変化で異なる計画が必要にならない限りFプランに適合する必要があるので (建設法典第7粂)､その限

りで上位計画にも影響する｡後に事情が変化した場合につき､従来の連邦建設法は担当機関が直ちに市町村

に連絡する義務のみを定め､市町村を受動的立場に置いていた｡そこで､1986年の建設法典は､事情の変

化にもかかわらず自治体と合意の成立しない場合には､Fプランに示された都市計画的利害よりも重要な利

害のある場合に限ってFプランに反することを認めることとしたCなお､上のような事情で市町村のプラン

の補充 ･変更等が必要となった場合は､原因となった施設の責任機関がその費用を負担する｡

注8ニーダーザクセン州の地方国土計画プログラムは､他州と異なって那 Kreis)を対象とした比較的狭域のもので

ある｡但し.ニーダーザクセン州の郡は､他の州より規模が大きめである｡なお､郡に属さない大規模都市では,
Fプランがこの任務を果たす｡
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2-3 大型店問題と地域計画の効力

広大な商圏をもつ大型店は､都市計画のみでなく､地域計画的にも大きな問題である｡ ドイツについては､

大型店を建築の用途と考えてBプランで規制することが合憲と判断されたことや､どの程度の規制が可能か

は明らかにされている注90 しか し､大型店の商圏はBプランの ｢計画高権｣をもつ市町村よりはるかに広

いOわが国の大規模小売店舗法では､通商産業大臣か都道府県知事が調整にあたり,大型店の主たる商圏が

複数の市町村にまたがる案件では､各市町村の消費者 ･小売業者の意見が聴取され夢 100 大型店への都市

計画的規制が可能かどうかも重要だが､大都市に隣接 した町が大型店を誘致 して活性化を図ろうとする場合

に関連して､ ドイツにおける広域的調整の方法を知ることが不可欠である｡

表 1-1は､連邦国土整備法と建設法典から大型店問題に関連する原則を抜き出したものである｡下線部

が最も重要だが､郊外大型店は農地に建てられることが多いことを考慮 し､土地利用転換に関するものも示

した｡国土整備の目標は広域的な記述をしているのに対 し､建設法典では ｢居住地｣との関係が問題とされ

ており､市町村内部への視点が記されている｡大型店問題の広域的な面に対 して ドイツで用いられている手

法は､中心地形成である注llo これを､バーデン ･ヴユルテムベルク州 (以下 ｢BW州｣と略す)と､州都

のシュツットガル ト市を中心とするネッカー中流地方について具体的に検討 しよう｡なお､BW州の地域計

画法は1962年に制定されてお り､現行のものは1992年に改正されたもので､内容的に連邦のほぼ平均的な

ものである｡

表 1- 1 計画 レベルと計画原則

地域計画 レベル

国土整備の原則 (連邦国土整備法第2条)

都市計画 レベル

特に考慮すべき利害 (建設法典第 1条)

1密集地域と農村地域のバランスをとった発展と､結合の改善､

促進｡

2健全な生活条件 (住民に受容し得る距離内に相当する施設を

する中心地形成)0 :

(内容概要)健全な生活条件､とくにバランスのとれた経済的 ･

社会的 ･文化的および生態学的な関係にある地域の空間構造L

保全され､さらに発展されるべきである｡ (中略)交通朕給､
および処理施設の整備と利用は､望ましい発展と調和させる

きである｡住民に受容し得る距離内に相当する施設を有する

心地形成を促進すべきである｡

3.生活条件が全体として劣った地域の改善

4統一条約第3条に示された地方､とくにその境界の地域の強化｡
5密集地城の機能維持｡

6農村地域の機能確保と改善｡

7農林業的土地利用の維持と自然的生活基盤の保護｡ :

(内容概要) (前略)優良な農林業用地は十分に保護されるべ

きである｡ (後略)

8自然と景域の保護と育成0

9.原料産出の確保｡

10.防衛のための必要｡
ll.および歴史的 ･文化的なものの尊重｡

12.保養､余暇およびスポーツへの要求｡

13.人々の緊急の住宅需要｡

1健全な住居 ･職場の一般的条件､および居住 ･労

働している人々の安全｡

2居住者構成の単一化を避け､住要求を満たすこと｡

3人々の､特に家族､青少年 ･高齢者､障害者の社

会的､文化的要求と､教育､スポーツ､余暇およ
び保養の利害｡

4.既存集落の保持､更新と発展と､集落と自然景観

の形成｡

5文化財の保護と保全と､保存価値のある地区､道
路および広場の利害0

6.礼拝と霊魂配慮上の必要性｡

7.環境保護､自然保護､および景域保全の利害｡

(内容概要)土地は節約し保護的に扱うべきであ

る｡農業､森林､または居住に利用されている土

地に対して他の用途を予定し利用するのは､必要

な範囲に限るべきである｡

8経済の利害 (人々の居住地近くにおける供給のた

めの中小企業構造)0

9防衛および市民保護の利害｡

注9阿部成治(1992)､ ｢ドイツにおける大型店問題への都市計画的対応｣､郡市問題 83巻 3号､pD,75-86

注101991_ll.14､大規模小売店舗審議会決定

Bll中村静夫(1979)､ ｢西ドイツの現在の国土空間計画理念､理論と技術｣､日本都市計画学会学術研究発表会論

文集14､pp.103-108
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BW州の地域計画は､州全体に対する州発展計画と､州を11に分けた地方 (Region)に対する地方計画

の2段階である｡両計画に定められる目標はいずれも国土整備と地域計画の目標となり､市町村の建設誘導

計画を拘束するoネッカー中流地方はシュツツトガル ト市と周辺 5郡で構成され､人口約240万人で､

180前後の市町村か らなる｡表 2-2上は州発展計画と地方計画に指定される内容 (BW州地域計画法)で､

大型店問題に重要なのは上位中心､中位中心､下位中心､小中心の中心地形成である｡ネッカー中流地方で

は､上位中心はシュツツトガル ト市で､中位中心が18ヶ所､下位中心と小中心が計39ヶ所指定されており､

2/3の市町村にはいずれの指定も行われていないO市町村の計画高権に配慮 し､中心地はすべて市町村単

位で示されている｡同表下は､両計画の国土整備と地域計画の目標文から大型店に関する部分を抜き出した

ものである｡地方計画レベルでは記述がより具体的になり､地図上の位置は示さないものの､大型店を立地

させてよい地点が市町村内のどこかが見えてくる表現となっている｡なお､目標文にはスプロールを避ける

こと等 も含まれてお り､郊外型の大型店では関係が出てくる場合も多い｡

シュツツトガル ト市は､地域計画の目標を受け､市の計画高権で市内に5段階の商業地形成を進めている｡

目標は都心部の魅力保持 と市民の便のために市内各所に近隣商業地を形成することで､Bプランの策定でも

表 2-2 BVV州の州発展計画 と地方計画

州発展計画 地 方 計 画

指定内容 1.密集地城､密集地域の周辺地域､農村地域＼1.下位中心と小中心

2.州発展計画に示されていない発展軸

3.発展軸の市街地と地域的緑地の区分

および農村地域内の密集地 4.特別な理由､とくに自然の配慮から自己の発展を越える宅

2.上位中心＼中位中心＼および中間地域 地開発を行うべきでない市町村

3.発展軸 5.空地のなかの保全の必要な地域

4.特別な発展課題を有する空間 6.水源または資源採掘を確保する地域

7.工業と業務の重点地区

8.路線や基盤整備の予定のために空地としておく地域

地域計画 大型小売店､および最終需要者に販売を行うその他の大型店舗は､規模と商圏から中心地 大型小売店､ショッピングセンターおよび大横模な店舗は､

供給システムに適合する地点にのみ設置＼建 発展軸上の市街地､および業務施設の重点地区であり､かつ

設､または拡張されるべきで＼その位置や規 連たんしている集落地域の内部にのみ建設することが許さ

の目標文 模､ならびに影響によって都市計画的な構造＼ れるo大規模な小売商業プロジェクトは､中心地形成シス

中心に位置する供給核の機能､または商圏内 テムに適合しなければならず､公共の近距離旅客交通に結合

表 2-3 ネッカー中流地方の商業の状況

ネッカー中流地方 売上額 (百万DM) 店舗面積(千m2) 人口伸び率 売上額(千DM/人)
1979 1984 伸び率 1979 1985 伸び率

シユツツトガルト市 5,076 6,015 18.5% 1,162 1,208 4.0% -3.5% 10.7

〈ご-プリンゲン郡 1,354 2,343 73.0% 482 731 51.7% 3.9% 7.5

エスリンケン郡 2,095 2,945 40.6% 653 878 34.5% 0.2% 6.5

ゲツピンゲン郡 1,028 1,471 43.1% 353 464 31.4% 0.9% 6.4

ルードヴィヒスブルク郡 1,786 2,695 50.9% 591 785 32.7% 1.1% 6.2

レムスムーア郡 1,735 2,460 41.8% 641 788 22.9% 1.0% 6,9

‖EinzelhandelundEinze=1andelsgroBbetriebeimWirtschaftsraumStuttgart'■
シュツットガル ト市都市計画局1991)､による
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大型店を制限的に扱っている｡この結果､市内には都心商業を脅かすような郊外型大型店の進出はない｡表

2-3はネッカー中流地方の商業の状況で､郡部の売上増加が大きいが､人口1人あたりの売上ではシュツ

ットガル ト市は全体の 1.4倍で､中心商業地としての地位を保っている｡ただ､郡部においては､必ずしも

市町村の中心部といえない地点に大型店が進出し､問題となっている例がある｡その対策として､1990年

にルードヴィッヒスブルク市は周辺10市町村と協定を結び､小売業を各市町村の地区中心部 (Ortzentren)

に誘導することを目的に､中心部以外に策定するBプランでは､中心部を害するような小売店舗を制限また

は排除することを申し合わせた｡

ところで､地域計画の中心地形成の目標は､これに反する大型店を誘致しようとする市町村に対し､どの

ような効力を発揮できるのだろうか｡第 1はBプランや建築許可に関する許認可が受けられない可能性が強

いことで､第2は被害を受ける市町村等が中心地形成を理由に訴訟で争えることである｡なお､許認可につ

いては､国土計画的な影響を有する施設に対し､事前に関係機関すべてが協議を行う国土整備手続

(RaumordnungsverEahren)という制度があり､協議結果は後の許認可時に尊重される｡BW州では売場

面積 5,000ml以上の大型店がこの対象になっている｡訴訟については､地域計画法が州法であるため､連邦

行政裁判所への上告が困難で､州によって判決に差が見られる｡しかし､近年は中心地形成に反したBプラ

ンを無効とする判決が増える傾向にある｡これを最も明確に示したのがL988年のラインラント･プフアル

ツ州高等行政裁判所の決定~ヂ 12､ 中位中心に指定されている市が､隣接町が定めた大型店のためのBプラ

ンの無効を求めて提訴し､訴えが認められた｡

判決によると､中心地形成は､中心地に対して圏域を対象とした各種施設の整備を義務づける一方､圏域

内の従属市町村では計画高権の一部である自己発展の権利に内容的な制約が生じる｡商業の中心施設､とく

に大規模ショッピングセンターでは､経営者が経済性のために集積地以外の地価の安い立地点を優先して郊

外型立地を計画する傾向にあり､結果として中心地に隣接する市町村に長所のみを与える｡これを放置する

と､購買力が周辺へ流出して中心地が弱体化し､都心部の計画が困難となり､地域計画の目ざしている中心

地の段階的構成網によって人々への供給を確保するという目標に到達できなくなるので､地域計画の立場か

らこれに対抗することが必要である｡中心地以外への大型店立地が地域計画で明確に禁止されているわけで

はないが､このBプランは無効である､と判決に述べられている｡

この中心地形成は旧西ドイツの全ての州 (都市州は除く)の地域計画で既に採用されているo州によって

判決に差があり､例えばBW州では中心地形成に反する大型店で被害を受けるのは隣接市町村でなく州であ

るとして､隣接市町村には訴えの権利が認められていなげ ユ30 しかし､BW州の地方計画の決定主体は州

でなく､市町村と郡の議会で選出されたメンバーで構成される地方連合の総会であるo地方計画の発効には

州の認可が必要であるが､決定過程からみて､市町村の訴えを認めてもよいのではないかと思われる｡

2-4 景域計画とFプラン

地球環境問題とも関連し､ドイツでは自然の保全が以前より重視され､景域計画 hndschaftsplanung)

の役割が注目されている｡ ドイツにおいても､これまで社会の発展に応じて農林業用地が宅地に転換され続

けてきた｡連邦国土整備法第2条の国土整備の原則にも､建設法典第 1条第5項の考慮すべき利害にも､自

注120vGKoblenzlOC27/87､19.10.1988

注.3VGHMannheim5S2472/86､27.02.1987
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然の保全や農林業用地の保護 (表 1-1)が含まれているが､同時に経済的発展や人々の住要求も示されて

いる｡地域計画の目標と建設誘導計画はこれらを比較考量して決定されるので､自然の犠牲の上に開発を行

うという結論になることが多かったのである｡

景域計画システムの存在や意義については､既にいくつかの文献で紹介されてお 炉 14､エコロジー的に

問題のある宅地化進行を避ける点に景域計画の重要な意義がある｡しかし､都市計画システムでの位置､特

にFプランとの関係については､まだ十分な検討が行われていない｡単純に考えると､都市計画区域のみを

対象としたわが国の都市計画と異なり､市町村全域を扱ったドイツのFプランは自然保全にも十分効果があ

るように思える｡しかも､前述した保養地域への産業地区のBプランを無効とした連邦行政裁判所の判決の

ように,広域的な意味がある緑地では上位計画にも一定の効果を期待できる｡しかし､Fプランは準備的計

画で第三者を拘束する効果は有していないため､ある土地を農業用地や森林と表示しても､その効力には限

界があり､わが国の市街化調整区域と同様に､優先的建築伊 ユ5 と呼ばれる一定の建設行為は許可される可

能性が大きい｡

連邦行政裁判所は､従前は優先的建築物の許可に対立し得る効果をFプランに認めていなかった｡しかし

1984年の判決で注16､Fプランの表示が具体的な場合は建設を認めないこともあり得ることを示した｡だが､

単なる ｢農業用地｣という表示はそこに第-に考えられる機能を示しただけで､優先的建築物を排除する効

果は表示に特別な意味がある場合に限るとされたo続いて､Fプランで農業用地と表示された地区への砂利

採掘場建設を扱った1987年の判決は注17､Fプランの ｢農業用地｣という表示の意味を解釈することが必要

で､その本質的な手段はFプランに附属する説明書 旺rl(uterungsbericht)であると示した｡同じ農業用地

でも､自然保全上の価値には多くの段階があるC採掘場建設の可否は､それを優先的建築物の利害と慎重に

比較考量して決定する必要があると､控訴審に差し戻されている｡

残念ながら､Fプランの中心は都市的土地利用の調整にあり､上記の要請に応じることは困難である｡

1976年の連邦自然保護法で確立された景域計画は､これら農地や森林の重要度を明らかにすることを主目

的としているD景域とはビオトープ 03iotop､空間的に区分可能な,ある特定の生態系が認められる範囲)

の集積したものである｡従前の自然保護は､学術的意義のあるものや､野生度の高い貴重なものに限られて

いた｡しかし､身近に広くみられる普通の自然のなかにも多くの生物が生息しており､人間の生存にとって

も､生物の多様性を維持し生態系を保全するためにも重要な存在となっている｡農林業用地は ｢宅地化予備

地｣だとして分別なく開発するのは問題だとして､普通の自然を対象とし､その意味を科学的に明らかにす

る景域計画が登場したのである注180

地域 ･都市計画と同様､景域計画も州から市町村または地区に至る2-4の段階から成っている｡ここで

はマスタープランを問題としているので､市町村レベルの景域プラン 虹andschaEtsplan)に焦点を定めた

い｡表2-4は旧西ドイツ各州について景域プランを比較したものである｡地域計画法と同じく､この分野

も連邦は大枠を定める大網的立法の権限しか有していないため､地域計画法以上に州による差が大きい｡景

注1一井手久登･武内和彦(1985)､ ｢自然立地的土地利用計画｣､東京大学出版会

注15privilegiertesVorhaben_農林業のための建築物､立地の制約される工場や､環境に対して特別の要求を有
するもの､等が含まれる (建設法典第35粂)｡

法16BVerwG4C43/81､20.1.1984

注17BVenvG5C57/84､22.5.1987

注18わが国の緑のマスタープランは､ 都市計画の一部である点で景域計画と位置づけが異なる｡緑のマスタープラ
ンの内容の大半は､ドイツでは公園･緑地計画としてFプランの中に含まれており,緑地に関する独自のマスタ
ープランは有していない｡
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域プランを策定するのは､ノル トライン ･ヴェストファーレン州 (以下 ｢NW州｣と略す)を除いて市町村

であるoNW州では､郡に属さない大規模な市を除き､郡がプランを策定するoプラン策定が進んでいるの

表 2-4景域プランの現状 (旧西 ドイツ)

[プラン数は1985年1月､プラン有自治体(作業中を含む)は1986年4月現在｡合計には都市州を含む]

州 法制定年 Fプランとの関係 自治体数 プラン数 プラン有自治体数(実数 %)

ラインラント7■フアルツ 1973 Fに包含 2303 43 245 11%

バイエルン 1973 Fに包含 2051 467 594 29%

シユレスウ一イヒ.ホルシュタイン 1973 Fで考慮 1131 77 154 14%

ハ一一テ一ン.ウーユルテムヘ■ルク 1975 Fで考慮 1111 133 162 15%

ニーダーザクセン 1981 独 自 1031 34 153 15%

ヘッセン 1973 Fで考慮 427 237 312 73%

ノルトライン.ウ◆Ⅰストファーレン 1975 独自拘束 396 161 305 77%

ザールラン ト 1979 Fで考慮 52 14 9 17%

ドイツ連邦政府(1987ト"Umweltgutachten"

Ramsauer/Gassner(1992ト "NaturschtzdurchLandschaftsplanung"､ハンブルク大学環境法研究所 による

はヘッセン州とNW州で､前者はプラン策定が義務づけられている唯一の州で､NW州はーOLF (州エコロ

ジー ･景域発展 ･森林計画研究所)を設立するなど積極的に推進してきた結果であるO問題はFプランとの

関係で､大きく分けて独自型 (Fプランとは関係ない)､包含型 (Fプランの一部となる)､両者の中間的

な考慮型 (景域プランの内容をFプランに取り込む)の3つに分けられ (図2-1)､考慮型は景域プラン

の内容を原則としてすべてFプランに取り込む包含型に近いものから､考量によって適切なものを採用する

ものまで様々である｡独自型のなかでもNW州は景域プランが直接的な拘束力を有している特徴的なもので

荘19､① Fプラン策定の時間的制約を受けない､②開発を希望する者の圧力を受けにくい､③自然保全に必

要な利用規則を定め得る､等の長所をもち､優先的建築物の許可の際にも重要な資料となる｡もちろん､市

町村のFプランや各部門の計画の内容は尊重され､農林部門をはじめとする各行政部門のみならず､住民も

プラン策定に参画するO地域計画の目標も尊重され､とくにNW州ではFプランの上位計画である地方計画

(地方発展計画)が景域プランの上位計画を兼ねているため､Fプランと景域プランの間で矛盾が生じにく

い｡なお､上位計画が共通していることは､法体系の異なる両計画の密接さを示している｡

NW州景域プランの例として､ア-へン市について述べる｡ア-へン市は郡に属していないので､独自で

景域プランを策定している01981年にプラン策定に着手され､1988年に決定 ･施行されており､決定まで

にFプラン以上の期間を要している｡ひとつの原因は基礎調査の膨大さで､地質､水系､気候､地形はもち

ろん､ビオトープの現況が詳しく調査され､ビオトープ台帳としてまとめられているo表2-5はノOLFに

表2-5 NW州ビオ トープ類型リス ト (一部)

湿地､沼地 放牧牧草地

･高湿地＼遊水湿地 .肥沃な牧草地
･泥炭採掘地 .肥沃な牧場
･小さなスゲやアシの原 .湿地牧草地､湿地牧場

･大きなスゲやアシの原 .やせた牧草地､やせた牧場(乾燥)
･水の湧く草地 .草地の休閑地

LdLF(1982)､''BiotopkartierungNordrhein-Westfahren" による
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よるNW州ビオトープ類型リストの一部で､全体で73の類型があり､さらに32種類の付加すべき特徴が示

されている｡こうして区域全体についてのビオトープ現況図が作成され､これらの作業を基礎に､景域プラ

ンで自然保護区域の追加や保護景域要素 (Gesch(tzteIAndschaftsbestandteile)の指定が行われた｡保護

景域要素は連邦自然保護法で新設されたもので､ごく一般的な農地 ･森林に対して指定されており､建築や

テント設置､ゴミ廃棄を禁止するのみでなく､下草刈りを義務づける等､人間と協調したビオトープ保全が

目ざされている｡

景域プランには様々なタイプがあるが､自然の保全に貢献し､宅地化にエコロジー的視点を追加し得る点

は共通している｡この意味で､景域プランはFプランを補強し､土地利用コントロールの科学化に資するも

のである｡

2-5 Fプランとマスタープラン

ドイツで市町村都市計画のマスタープランとしての機能を担っているFプランにつき､地域計画､および

景域計画との関連を検討してきた｡Fプランは､ある意味で市町村の計画高権を示したものである｡しかし､

それは同時に地域計画の影響下にあり､また景域プラン等の部門別計画に補助されている｡地域計画の目標

への適合や､連邦 ･州等の施設への例外的扱いを､市町村の計画高権を侵す上位優先の思想だと批判したり､

Fプランの農業用地の表示に拘束力を求めることも可能であろう｡しかし､広域性 ･根幹性を理由に市町村

の決定権限が一般的 ･包括的に狭く限られている日本と比較すると､広域性を有する部分について限定的に

上位計画の制約を認めたことが､逆に狭域に関する都市計画の商権を市町村に委ねることを可能にしている

ことが理解できよう｡同時に､準備的計画であるマスタープランに拘束力を求め過ぎても､プラン策定への

負担が大きくなり､都市計画への柔軟な対応を欠く結果となってしまうだろう｡

ドイツにおいても､Fプランが地域計画と都市計画のどちらに属すかが問題となった時代もあった｡その

後､地域計画は市町村の都市計画と異なる独自の領域を形成することに成功し､今日では地域計画なしでは

すぐれたFプランを作成することは困難だと言われるまでになっている｡わが国の国土利用計画が国､県､

市町村の3段階でほとんど一致した構成を有し注20､ いわば縦方向の完結制が目ざされていることと比べる

と､ドイツが対照的な道をたどってきたことがわかる｡わが国でも､マスタープランを契機に､各種の計画

が協力して優れた生活空間を形成するシステムを構築することが望まれる｡

注20中村隆司(1993)､｢匡l土利用計画にみる国､県､市町村の計画の相互関係に関する研究｣､日本都市計画学会学
術研究論文集28､pp.283-288
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