
で ないこと も起 こりうる。 さっき 「その他」のと ころで書 いた,投 資額 より増価額

が低 い場合 どうす るか とい う問題,そ れ と並んで,こ うい う問題が 出て くるとい う

ことであ る。

それか ら 「工事完了 時点か ら数年 内の賃貸借終了の場合 には,増 価額 だけで は割

り切れな い問題があ る」。25万 円投資 して,実 は30万 円の増価 額 にな るんだ と主 張

す ることが許 されるか,あ るいは30万 円投下 したが,実 は増価額 は25万 円に しかな

らんぞ とい った こと,だ か らその辺が,土 地改良法 をその まま,増 価額 でなければ

だめだ といいきった とき,少 し不 自然 な点 が出るので はなか ろ うか とい う問題 であ

る。

3番 目は,「 土地 改良法 との均衡上,民 法 による有益費償還 について,ど の よ う

な特約 を結ぶ ことが妥 当で あるか」。土 地改良法 によ らない,例 えば農業 構造 改 善

事業 の改良の場合,こ れ は民法原則 と同 じだ。 この場合,地 区が並んでいる ことも

多いにあ りうるか ら,そ うい うとき,均 衡上 どうい うこ とが いちばん妥 当で あろ う

か,特 約 ということは全体 に共通 する問題 である。

それ か ら(41)は蛇足であ るが,研 究会 で も議論 になったいわゆ る賃借人 が"も とを

とる"と い うの は,い ったいど ういうことなんだ ろ うか,ど う説明 した らよいか,

なかなか難 しい話であ る。そ うい うことを書 いた。

以上,長 々とご説明 したが,ど うか ご検 討をお願 い したい。

質 疑と意見

(1)き ょうの議論 と 「報告」

梶井 どうもありが とうございま した。

たいへ ん詳細 にわ たって ご説明 いただ いたが,事 前 に作成過 程で いろいろ意見 を

聞かれて い るし,質 疑 と意見 を両方一 緒 に してい って いいです ね。ご自由 に発言願

います 。

石井 これは内容 にはかか わ りないが,「 とりま とめの ための整理 につ いて(案)」
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という形で文書がで きて いる。きよ う検討す ると案ではな くなる,そ うい うことか。

梶井 さきほどのお話だと,最 終 的 とりま とめ は,60年 度 ということにな るのか。

中江 きょ う時間の関係 もあ るし,議 論が っきない場合,あ らためてお うかがい

したい し,は っきり報告 と して農林水産省 に提 出す る正式 なものは,で きれば60年

度早い機会 に と思 って いる。

稲本 実質 的な内容は,き ょう,こ の案 で議論すれば いいのか。

梶井 まだ いろいろ疑問点 が残 っている とい うことが あるとすれば,あ とで メモ

を出 していただ いて,そ れを整理 して追加す るな りなん なりという形で,最 終稿 を

まとめ るとい うことに したい。

稲本 文章的表現 は簡潔 にま とめ られて い る。 もう少 し,文 章的 に肉づ けがあ っ

たほうが いいん じゃな いか とい う感 じがす る。

梶井 このあ との質疑で,こ の表現 では簡潔す ぎて非常 に他義 的に解釈 されて,・

誤解を招 くお それが あるという個 所があれば,そ の辺 の ところは肉づ け とい うか,

そうい う他義的解釈が出 ないよ うな表現 にす るとい うことは,必 要 にな つってくるだ

ろうね 。

(2)残 されている2つ の問題

中江 さきにご説 明 したけれ ど も,大 き くいって問題が二つばか り残 って いる。

稲本先生 の前 のご意 見の場合,永 久改良 とい うのは認めな いほ うが いい,30年 ぐら

いでど うかとい うご提 案があ ったが,そ れ をど うさば くか,こ こで は60年 と して い

るが,そ の問題である。同時に うかが いたいのは,フ ランスの場合,18年 だったか,

それ以上 は認 めない とい ったよ うな制度が ある。それ はいかな る趣 旨なのか という

ことをお聞 き したい。前の研究会で も議論 が出たが,よ くわか らなか った点 だ。

それか ら4の(注1)で 書いた,土 地 改良法 で増価額 とい った場合,す べ ての投

資の回収が終わた っあ とで も,増 価額 が現 存す れば有益費償還請求 があ りうるのか

とい う点であ る。民法原則でいえば,賃 借 人の損失が消滅 し,不 当利得 が存在 しな

18


