
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 つて,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 とつて,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 くつつける 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 つて 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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田代(1)の 増価額 に して も,本 来 の趣 旨でいえば,こ れ は償却 され るものであ る

とす るな らば,増 価額 自体は下が って くる。100万 円と120万 円 ぐらいの差だ つたの

が,10年 もたてば,100万 円と101万 円 ぐらいになって しまうという考え方 ではな い

のか。

梶井 おそ らく小作料 とい うのは,一 遍上が ったら,そ れが限界 であ って,下 が

って い くとい うことは,ま ず あ りえない。

石井 小作料をその時点 における増価額 の一つの表現 とみて,す べ てを資本還 元

す るん じゃな いといって いるわけだ。

梶井 いや,有 益費を計算す るには,こ れがわか った ら,こ れで観念 しま しょう

という ことではないのか。

玉井 耐用年数 のあ るものは年金現価で戻す。 この考え方 は,土 地改良 だ って耐

用年数 があ るものな ら,耐 用年数が くれば小作料 もぐっと下が るとい うことを前提

に して,そ の小作 料で残 り10年 間を,資 本還元す るんでな く,年 金現価 で戻 して い

く。純 収益はだめにな る直前 あた りか らガタ ンと落 ちるだ ろ うが,そ こまでは どう

にか従来の効果を,ち ょっと した修繕 ぐらいで維持 して いるん じゃないか。現実 に

途中の段階で ぐっと下 が ってい くな ら,更 新 しなければお さま らな くな るだ ろうと

いう前提だ。

中江 前 にご相談 した ときに,減 価償却残 の利子 を計算 した ことがあ る。 どう考

えて もそれだ けでは不 自然 だ とい うことにな った。おそ ら く修繕費 はあるだ ろ うけ

れ ども,耐 用年数が尽 きるあた りで,も う一遍更新 が行われ るはずだ。 そういう こ

とを考 えると,お そ らく耐用期間の地代 はそれほ ど下 が らないだろ う,毎 年下が っ

てい くとい う思想 をとって いない。だか ら年金 現価 となる。一定 の額の収入 はあ る

とい う前提 に立 って いる。

島本 実際形成 され る小作料 というの は,毎 年下 が ってい くとい うことにな って

いないだろ うし,ま た,耐 用年数が過ぎ たとたんに,元 に戻 るとい うことも,現 実

の場で は起 こって いないか もしれな い。現実には新 たな改良投資が行 われているか
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も しれない し……。

梶井 本来はそこで,増 価 に見合 う小作料 の増 分 というのは,ゼ ロにな るはず だ。

だ か らその分だ けを,年 金現価 で求め るとい うことか。

島本 要す るに,そ の間の小作料 の増加 分の総 和を現在価 で求 める。

中江 耐用年数 を導入 して くると,ど う して もそ うな る。

島本 資本還元すれ ば,ま さに永久改良にな るか ら。

玉井 暗渠排水 を実施 した場合 に,そ れが働いて いる限 りは,だ いたい同 じで い

くだろ うけれど もぜ んぜんだめ になって しまえば,そ こは暗渠がない、 湿田 になる

とい うことで,ほ かの条件が なければ,そ こで は地価 は下が るん じゃないか とい う

前提 だ。

田代(2)の 具体的な解釈 と して,そ の(注1)で こうい うことで考 え るんだ とい

うことに なって きたとたんに,こ れはまた無 限に(3)のほ うに近づ いて い く。だか ら

うま くで きて いる。

(19)地 価の差額

梶井 そ うす ると,(1)の 客観 的な地価 の増加額でや るというのは,本 来 は無理 な

んだとい う話 にな るのか。

玉井 無理で はないのではないか。

田代 本来で な く,現 実 には多 くの要 因 も加 わ って無理 だ とい うことで しょ う。

本 来は無 理で はない。

中江(1)で,制 度 的に見て増価 とい うの は これだ ろうということを書 いた 。

梶井 しか し,増 価 のあ った分につ いて把握す るん だという ことでいえば,地 価

の差額が ある間の分について,評 価す ればいい とい うことになる。そんなのは,現

実 には とて もで きない。

中江 地価 の把握 自体が困難だ ということをい ってい る。

梶井 しか し考 え方 か らいけば,そ うい うふ うに改良効果が持続 して いる間 の地
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