
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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価の差額分だ けが,本 来は有益費 を構成す るんだ とい うことであれば,も ともと地

価の差額でや るということは,理 論 的にはまちが いなんだ……。

田代 そ うじゃないで しょう。(1)は,現 実の地価はいろいろ汚辱 にまみれて いる,

その中で,(1)の 本来 のやつ を取 り出 して くるな らば,(2)の よ うになるはずだ……。

梶井 純粋 に土地 改良 の効果だけ によ る地価 の増加が把握 で きたと して も……。

田代 地価 の差を把握 しよ うと したのが,(2)で あ るとい う考 え方 だろう。

梶井 把握 で きた として も,そ れ はま ちがいだ……。

田代 いや,増 価額 と してはそれで いい。

石井 土地 改良 の効果があ る間の増価はそ うだ とい うことだ。効果は減 るか ら資

本還元 は しない とい うことだ。

玉井 暗渠排水 をや って,暗 渠 がま った くだめになって もとの湿田にな った とき

には,ほ かの条件が同 じであれば,湿 田 として地価 は落 ちるで しょう。

梶井 その間 は差が あるけれど も,地 価 で把握す る こと自体が,お か しいんだ と

いうことにはな らな いか。地価 の差額 を,こ れが有益費 に対応す るんだ とい うこと

で あるとすれば,そ の時点 での増加収益 を永久化 した形 にな らないか。

玉井 いや,永 久化 してい るかど うかは,地 価 をど ういうふ うにみ るか とい うこ

とで… …。

梶井 現実 の問題 じゃな くて,土 地 改良の効果 に伴 う収益増加分 を反映 してい る,

そういう地価であるということであれば,そ の地価の差額 を補償す るとい うことは,

ある意味で いえば,そ の改良 時点で の増加収益を永久化 した形 になる。

田代 いや,改 良時点でな くて,5年 た っていれば5年 たっただけ,純 収益 曲線

に即 した地価だか ら,純 収益 曲線 は下 が ってい くわ けで,そ の時点での地価で しょ

う。それ はそ もそ も,増 価額 とい うことを土地改良法で とった ときか ら,永 久 につ

きま とった話だ。

梶井 だか らそ うい う考 え方 は,(2)の ほ うの考 え方 とは矛盾す る。(2)の考え方 を

とるとす れば,地 価それ 自体が,改 良効果 の減殺 に伴 って 当然 な くな るということ
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を前提 にす れば,地 価であ るとい うことをポ ンと書 いてあ った時代は,お か しか っ

たんだ とい うことになる。

中江 増価 とい う場合,地 価 は値上が りす るのだけれ ども,そ の実体 は年金現価

的な思想で上が って いるだろ う……。

梶井 そ こが よ くわか らないけれ ど も……。

中江 耐用年数を考 えるか ら,地 価 は上 がるけれど も,10年 た った ら,も との も

くあみにな るだ ろうとい うことをふまえたよ うな地価 だ し小作料で もあ るだ ろう。

だか ら資 本還元 その ものではない。

梶井 その時点 での地価 とい うのは,そ うい うもの を含 んだ地価 にな るのかな。

そ うな らな いん じゃな いか。収益 差があ るとい うことが前提 にあれば……。

中江 その収益 差 とい うのは,10年 で消えて しま う。 そ うい うもの と して,地 価

の値上が りが きま って くる。

梶井 収 益差 自体 じゃない,と い うことか。

中江 それで(2)が出て くる。

梶井(1)で 増価額 として把握 されるべ き地価 とい うの は……。

中江 永 久改良でな い限 りは,増 加 収益の資本還元 と して値上が り して いないだ

ろ う…… 。

梶井 理 論的 には,そ うな るはずであ る……。

島本20年 の収益 トータルについての,あ る時点で の資本還元値か も しれない。

梶井 そ うい う地価 であるべ きであ る……。

中江 暗渠が こわれて改良前 に戻 れば,も との もくあみ になる。 そうい う10年 と

か20年 しか もたない収 益が増価額 と して地価 になるとい う理解 だ。

梶井 客 観的 な地価 の増加額 か らいえば,こ の場合 の地価 とい うのは,そ うい う

ものなん だ ……。

中江 民 法で い う増 価 とい うもの も,そ うい うもの だろ うと考 える。

梶井 これ はまたなかなかお も しろ い地価 の考 え方 だ。いずれ に した って,地 価
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でみる とい う場 合で も,そ の地価 とい うの は,は なはだ観念的な る地価 であ る,現

実の地価 というの は,最 初か らぜんぜん問題 にな らな い……。

石井 現実の地価を通 じて得 られ る ところの増価額だ。

中江 現実の地価 というのは,そ うい うものだ と観念 して いるのだが どうだ ろう

か。

梶井 それ はど うもよ くわか らないん じゃないかな。

中江 改良 とい うの は,そ ういうものだ ろうと思 うのだが。

(20)費 用価

梶井 ここで考 え られ る地価 の増加分で把握 され るんだ という場合の地価で も,

本来そ うい うものだ というふ うに,説 明をつ け加 えなければ いけない。 そうすれば,

(1)も(2)も観 念 と しては同 じなんだ とい うふ うに通 せる。それで(3)と は,明 らか に性

格が違 うのではな いか。

玉井 違 う。

梶井 そ うす る と,(2)は 想定増価額 だ,こ れ ぐらいはあ って しか るべ きだ という

よ うな。そ して さっきの稲本 さんの考 え方 は,(3)と(2)を な るべ く連動 させた い,(3)

の具体 的な一 つの計 算方法 として(2)をつ ける とい う考え方だが,僕 はど うも(3)と(2)

と,ず いぶん違 うような気がす る。

入沢 ち ょっと違 う。

島本 こ うい う順序 のほうが,お ちつ きと しては……。

梶井(3)の ほ うは,従 来 の投資額な り費用価 な りとい う形が,そ の まま増価 と読

めるか どうか とい うことだ し……。(2)と(3)は こういう書 き方で いいか ど うか。稲本

さんの考え方 は,(3)の 具体的な計算 の しかた と して(2)を続 けよ うとい う……。

田代 そ うじゃな く,(2)の 趣 旨にあわせて(3)を変 えて い った らいいん じゃないか,

例えば未償却額 とか未回収額 とい う言葉 を使わずに……。

島本 そ うい う意味で は,毎 年,償 却分 は当然回収 され るわ けだが,同 時 に3%
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