
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 いつたらいいん 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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ぐらいの純収益 を見込んだ還元現価 を想定す ることになる。費用価 の中身は,逆 に

そ ういうもの と して説明すれば,わ か りいいか もしれ ない。

羽多 未償却額を小作料の差額 で計 算す ることと同 じだ とい うこと……。稲本 先

生のはね。

田代 ご趣 旨は,未 償却額 とか未回収額 とい うと,ま た例 の 「費 シタル金額」 が

顔を出 して きて,し か もそれ は民法ベ ースでは償却 な しだとい って いるんだか ら,

文言上 の整合性は出て こな くなる。 そ こを うま くク リアー しよ うという……。

梶井 つ まり,増 価 とい う考 え方 を通 しなが ら,費 用価み たいなもめを増価 とい

うふ うにい い くるめ る論理 は,な んで あ るか……。

田代 そ うい うことだ。だか ら原点 に戻 っちゃ うわ けだ。

中江 発 想 はそ うだ。

島本 それ は,3の(2)の(注)の 増価額 と,内 容で似 た もの になって くる。 その

限 りこれ も原点 に戻 る……。

中江 費 した金額 がそのままプ ラス地価 だ というの には,ど うも抵抗 を感ず るわ

けだ。償 却 され るに して も,ス ター トでは0.9の 場合 もある し,1.2の 場合 もあ る と

い うことを持 ち込んで きたのが,(2)だ 。それを純収益率で カバ-し た。

(21)補 足メモを

梶井 それで は,だ いぶ時間 も過 ぎたので論議 は この ぐらいに して,あ と補足が

あればメ モを出 して いただいて,最 後 に最終稿を検討す る ことに したい。

田淵 本 日は どうもありが とうございま した。

(終)
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