
中江 慣行 小作権はそ うい う感 じだけれど も,本 来の涙金 というのは……。

島本 それ はまた違 う。

田代 生活 保障だ。

中江 滞納1年 分の小作料,あ るいは最後 の作離れす るときの小作料を,免 除 し

てや るとい うと ころか らス タ-ト してい る。

梶井 小作権 というやつ と作離 れ料 とい うのは必ず しもイコールで はな いと思 う。

玉井 戦前 の鍬先料 などといわれ るものは,ど ち らか とい うと,利 用管理 に対す

る地主 の恩恵 的給付み たいな ものではないか。要す るに,お まえ,よ くや って くれ

たということで,取 上 げるときに,な んぼかの金 を くれてや って いた。

(17)小 作料差額と残存収益計算

梶井 さて,(2)と(3)だ けれ ど も,こ れ はどうも違 うよ うな気 がす る。(2)は,最 低

増価額を これ でお さえよ うということで しょう,考 え方 の問題 と していえば。

田代 最低 とい うか,む しろ平均的 なと ころで はないか,3%,5%を 考 えた と

いうことは。

玉井 小作料 の差がある ことが前提 にな る。そ して小作料でや った とき,そ の中

身はなんだ といった ら,こ うい うものか ら構成 されて いるとい う説明で はないか。

したが つて額 が少 なければ,ま ず純収 益の ほうが現実 にはだんだん落 ちて い くとい

うことであ り,へ たをすれば,投 資額 を割 る場合 だ って あるか も しれない とい うこ

とではないか。

梶井 逆に,小 作料の差額 とイコール になるべ きだ ということで い くと,小 作料

の差額を資本還元 した場合 には,耐 用年数 という ものは入 って こない……。

島本 だか らそれは還元でな く,現 価方式でや ろ う……。

玉井 年金現 価 と資本還元 と,2方 式 にな って いる。

梶井 小作料 の差額 を?

島本 耐用年 数のあ る改良 にあ っては,年 金 現価方式 によ って求 め ることが妥 当
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であ ろうとい う……。

梶井 小作料 の差額 をおさえよ うというときは,す べて を永久的改良 と してみな

す ことになる。

田代 そ うで はな くて,小 作料 がだんだん下が って くる。1万 円であ った標準小

作料 を2万 円に したけれ ども,こ の考え方 は,2万 円が1万8,000円 な り1万7,000

円に下が る。 それ は非現実 的な想定 だけれど も,考 え方 と してはそ う見える。

島本 額 は1万 円な ら1万 円で もいいが,そ れは耐用年数残 り15年 な ら15年 分の

複利年金現価方式で計算 しま しょうとい うことだ。

梶井 小作料の差額 でお さえた場 合で も……。

田代 永久的改良 でな くて,耐 用年数の ある改良だけれ ども,改 良の効果は年 々

落 つ こって くるはず だ,だ か ら小作料 の差額 も,年 々小 さ くな つて くるはずだ とい

う考 え方だ。

梶井 しか し,小 作料の差額で おさえるには,あ ま り具体 的で はな いん じゃない

か。小作料の差額 とい う形で与 え られたときには,あ る意 味で もう地代化 して いる

か ら,扱 いと しては永久的改良 にな って,資 本還元 され るので はないか。

田代 そ うはい って も,や っぱ りその効果が年 々減少 してい くということになれ

ば,小 作料 も年 々下 が つて い くはずだ……。

石井 その場 合,小 作料 の増額要因 というのはすべて,改 良投資の効果に原因 と

結 果が一元的に結びついて いるとい う ことが証 明 され な けれ ば,い えな いだ ろ う

が・・・

・。

田代 そうみなす んだな。

島本 みな さざるをえないので はないか。

田代 土地所有 とい うのは,そ うい うものなんで しょう。

石井 有益費の範囲 など全部が,え らく単純化 されて しま う。

中江 実態は,耐 用年数の間 に小作料がだんだん下が って くるとい うことで はな

い。
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梶井 あ りえない。

中江 例 えば暗渠をやって,耐 用期 間は一定だ。それで耐用が終了す れば増加収

益はガ タ ッと落ち る。 こうい うことだと思 う。

石井 資本還元でないや り方だ って,小 作地の実態 と小作人の意識か らすれ ば,

投資が回収 された と思えばいいわ けだ。ある時点の小作料の差額 を とって,そ れ を

永久 の資本還元ではな くてよ り低 い割合 の形で資本還元す るわ けで しょう。その こ

とによ って,小 作人が投資を回収 しえた と観念で きれば,ち っともおか しくない と

いえ る。

梶井(2)の 「具体的 には」 とい うところの小作料の問題 とい うのは,(1)の 項 に含

め ることはできないのか。(2)の前 段 と くっつ ける と,ちょっと 理解 しに くい。

田代 理解 しに くいけれ ども,地 価 と小作料 とを分 けて ある ところが ミソで しょ

う。

梶井 地 価の増加で つか まえ るか,小 作料の増加で つかまえるか・・・。

田代(2)の 考え方 は,純 収益還元地価の増加の仮面 をかぶ って いるけれ ども,ほ

ん とうは,「 費 シタル額 」に無 限 に近づ いて きて い る。

梶井 そ こを小作料 とくっつ けるとい うことをい うか ら……。

石井 しか たが ないのではないか。それが増価額の反映 と して,有 益費 を最 も的

確 に反 映 して いる もの とみなす わ けだか ら。

梶井 地価 と小作料 といえば,並 びが いい とい うわ けだ。

石井 地価 とい った ところでは,永 久改良投資を意味す る。

(18)耐 用年数をどう考えるか

梶井 ここで考えているのは,こ の増価額の中身というのを,小 作料とかなんと

かという形でなくて考えるんだったら,最 低増価額はこれ ぐらいはあるはずだとい

う想定増加額ではないのか。

石井 最低か最高かはわからない。
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