
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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題 になって くるので はな いか。そ もそ も割引率に して も耐用年数 に して も,過 去の

いろんな経験 か らして,割 り切 って決め たものだね。同 じよ うな割 り切 り方が制度

としてで きないか。

梶井 さ っきの中江 さんのあれで いうと,最 後の3万 円な り5万 円な りはゼロに

な る……。

入 沢 そ うだ。

梶井 ず っと3万 円な り5万 円を引 こうとい う考え方 だね。

入 沢 現 実的な処理 の しか たは,あ る一定の ところで割 り切 ってつ くらな いと,

制度 論 と して,こ うい うふ うに しなさいとい う指導方針が書けないよ うな感 じがす

るものだか ら……。

稲 本 入沢 さんのお っしゃる ことと私 が さっきいったこととは,共 通 して いる面

と,結 果的 に哲学 と して違 う面が ある。私は さきほど法律家的な言い方 を して,す

なわち当事者の間の公平 の問題 は,永 久 改良60年 ということで,公 平 は実現 され た

といって よろ しいという立場 だ。

梶井 残 ってないという考 え方 に立 とうとい うことだね,永 久的改良 とはい って

も。

稲本 ええ,こ ち らサイ ドと しては。

梶井60年 な ら60年 でチ ョンに して しまお う じゃないか……。

稲本 残 ってい るとした ら,地 域一般 というのはち ょっとあいまいだ けれ ど

も,だ いた い国の投資 とい うの はそ うい う性格を必ず もって いるか ら,そ ういうと

ころで実 現 されてい ると思 えば,恨 み っこな しで……。ただそれを差 引いて という

ことにな ると,そ れはまたち ょっとと考 え方 が変 わって くる。

梶井 意味が違 って くるね。

入沢 公平の原則 をどこまで貫 くか とい うことの理解の問題だ と思 う。徹底的 に

追 求 しな くち ゃいか んということにな ると,な かなか難 しいんで,も し残 存収益 み

たいな ものが相 当あるという認識 にたてば,計 算できないか ら,一 定の割 引率を想
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定 して差 し引いてお くことが,む しろ必要 になるのではな いか。60年 で そのあ とは

ゼ ロなんだ という考え方に立 てば,そ れ はそれで一つの計算手法にな る。

稲本 私 はそち らの ほうを,こ の研究会で考えて いる。

梶井 永久的改良 というのを立 てないで,永 久 と思われ るやつ も,何 十年 かの減

価償却資産 と考え るということだね。

稲本 そ うだ。

(9)増 価額の法規範

玉井 た しかめておきたいが,そ もそ も有益費の償還請求 とい うのは,本 人が投

資 した ものの回収 になるけれ ど も,そ の投資回収 を どうい う中身 として とらえるか

は別 に して,完 全に投 資回収が終わ って しまえば,も はや小作人 は償還請求 をす る

必 要 もない し,で きないんだ とい う考 え方で よいか。

稲本 民法上は,そ れでよろ しい と思 う。

玉井 そ ういう考え方を とれば,た とえ ば永久的改良で あって も,投 資回収 が完

全 に終わ った時点で は,も はや請求 権がないん だ,そ うい う意味で はそれは無限で

な く,事 業 によって多少違 うか もしれないが,あ るものは50年,あ る もの は60年 か

か るか もしれ ない し,あ る もの は非常に効 率がよ くて,30年 で完全 に投 資回収 が終

わって しま うということがあ って,そ の辺が一つの メ ドと して決ま るとい うことか。

そ うい うことを抜 きに して,例 えば ここでは60年 と書 いてあ ったが,60年 がいいの

か,50年 が いいのか とい う問題 の判断の基準 は,ど う考え た らよいか……。

稲本 それは土地改良法が,増 価額 と書 いてあるか らだ。 だか ら60年 とみ なす と

い うことをいわな くちゃな らな い。そ う書 いてなければ,自 分が投下 した ものを回

収で きれば よいはずだ。それを私は挙証責任 の問題 と してメモでは述べ た。

玉井 土地改良法 も民法の有益費償還請求だか ら,民 法上償還請求権 が消 えて い

れば,増 価額 は残 って いて も,土 地改良法の償還請求だ って,も ともと請求権 が な

いんだか ら請求 はで きないとい う論理 にはな らないのか。
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