
梶井 事業費負担を半分に分けて上乗せ した。

田代 そのほうが,地 元では非常に通 りやすい。同時に白根の場合には,水 利費

は地主が負担 しているでしょう。だか ら実質的な小作料 というのは,考 え られるほ

どには高 くないが。

(7)再 び永久改良について

田代 さきほ ど稲本先生がお答 えに なった問題 について,ち ょっと補足 したい。

そ もそ もわれわれの習 った経済学では,永 久的改 良とい うか,耐 用年数が無限大 だ

とい うものは,資 本で はな いとい う考 え方だ。基本的 には,こ れ は土地を新 しくつ

くった ものであ って資本ではない。 したが って本来 な らば,そ れ はま さに地主が土

地 をつ くるためにそ うい う金 を投下すればいいん だとい うことになると思 う。

しか しここで出 されている問題のよ うに,そ うではな くて,小 作人が基本 と して

そ うい う金を投下 したんだ とい うふ うに割 り切 って くれば,資 本であ る以上 は耐用

年数が あって,資 本 としてはいずれかの時点 で回収 され る もの と して,わ れわれ の

ほ うで観 念す る。農地造成で永久的 といって も,実 際 には崩落 も起 こって くる し,

地盤沈下 も起 こって くる。地球上がすべて永久的 ではあ りえ ないという意味で は,

永久 とい う概念も否定され る し,そ ういう形で割 り切 って いいん じゃないだろ うか。

本来,小 作人が負担 して投資 して いる以上,そ れ は資本 を投下 したんだ と……。

稲本 さっきい った ことの補足をす ると,ぜ んぜん違 う問題を結びつ けて話 を し

たようにい ったが,60年 と決め ると,60年 た って もまだ残 って いる効果が実際 には

あ る。 これをどうす るか とい うことは,も はや当事者の間で問題に しな くて もいい,

そ うい う コ ンセ ンサスがで きれば いい ということである。

土 地改良事業 の場合 については,こ れ こそ公費負担部分が実現 した効果が あるの

で あって,特 定 の地主 に帰属す るとい うのでな く,そ の あた り一帯の改良 に充て ら

れた と考 え ることがで きる。だか ら賃借 人が投資 した ものの 中か ら,永 久的 な効果

が実際に は生 じてい るだろうが,そ れを公費負担 のほ うに集 めて,賃 借人 のほ うは
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30年 で も50年 で も,い ま田代先生がお っ しゃったよ うに,資 本投下に対応す るよ う

な効果が上がれば いい し,そ の間に回収 したものであれば,そ れで満足 してよ ろ し

いとい う論理 が成 り立つ。

土地改良の ように公費負担の部分が あるときは,永 久改良的 な ものを当事者 サ イ

ドには残 さな くて いいだろ う,こ れが さっきの私のいいたい ことだ。

(8)残 存効果カッ トの論理

入沢 そ うい う場合には,た とえ ば60年 以降効果が残 るとすれ ば,か りに新 しく

モデル計算す る場合,は じめか ら割 り引いて問題に しない,要 するにど こまで エフ

ィシェ ンシーが あるか ということは,計 算 しないという割 り切 り方 か。

稲本 まった く計算 しない。60年 まで はいい。

入沢 現実的 な処理の しかた としては,あ る一定期間内におけ る有 益費 の問題 は

議論す るが,そ れ以上あ った場合 はゼ ロとみなす。 そのため にあ らか じめ,総 増価

額 か ら一定の部 分を差引 いておいて,差 引いた残額が現実的な増価額 である とい う

計算 はできないか。

要す るに耐 用年数 の考 え方 というの は,一 定の割 り切 り方が あるわけで しょう。

耐用年数を超 え るよ うな もの につ いて は,こ れ は再 開発 か もしれない し,そ の とき

はまた再 計算 で もいい と書 いて あるけれ ど も,そ うい うことを想定 しないで一定 の

割 り切 り方で,そ れ以上 エ フィシェ ンシーはないんだ とい うふ うに して.し か しな

いとは いい きれな いんで,増 価額の計算か らそのまま差引いておいて,残 った額 が

そもそ もの リアルな増価額だ とい う考 え方,そ れはまた と くに,さ っき稲本先 生が,

その地主だ けで な く,地 域全体に波 及的効 果がある とお っ しゃった けれ ども,地 域

全体 に波及効果 があるのであれば,ま すますその部分 は共益費的 な感 じにな って,

増価額 か ら引いて も,理 屈 と して成 り立つのではないか。

田代 その額 が事前 に特定 されな い。

入沢 その額 を特定すべ きか どうか とい うのが,制 度論 として の割 り切 り方 の問
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