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 “城とだんぢり"
 岸和田ッ子にとって盆、正月よりも大事
 な年間最大のイベントであるだんぢり祭り
 は、約300年の伝統を誇る勇壮な祭りとし
 て有名で、毎年9月」4、15の両日、泉州路
 の秋祭りの先陣をきって行われる。
 祭当日は二日間で約50万人の見物客で賑
 わい、なかでも15日に行われる旧岸和田城
 内に在る岸城神社への宮入りは圧巻で、市
 役所前のコナカラ坂は数万の観衆で埋め尽
 (される。(写真はお城をバックに堀端筋
 を宮入りに向かうだんぢり)
 ここでだんぢりについて簡単に説明する
 と、岸和田旧市内のだんぢりは高さ約4m、
 重さ約4トンの総樫造りで、製作費は1台
 当り8千万円～1億円(再調達原価〉で、
 このだんぢりを各町内500人～1,000人の曳
 手が参加し、祭両日は岸和田市の1日市街地
 を駈け廻る。
 小川靖衛
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 大阪部会会長
 増田修造
 “世界の中の日本、協会の中の大阪部会"
 80年代は不透明、不確実の時代という幕開けでした。90年代
 は激動の時代といわれ、そのとおり昨年は、政治、経済の両面
 で世界地図が様変りしました。湾岸危機がどう解決されるのか、
 本年は当初より難題を抱え、我々日本人も遠い異国の問題で済
 まされない状況に追い込まれています。
 日本経済が拡大するとともに、世界の動向は、我々日本人一
 人一人に直接はね返ってくると言わなければなりません。NH
 Kのニュースキャスター磯村氏が近畿会20周年記念講演で来阪
 の節、色紙に書かれた「世界の中の日本」という言葉が今や味
 い深いものとなっています。
 さて、大阪部会は、本年、部会社団化に真剣に取組まねばな
 らない時期を迎えています。
 全国連合会の組織がどのなるのか、移行期間はどう両立させ
 るのか等々早々に解決しなければならない問題がありますが、
 将来の飛躍へ協会も激動の時代に突入したと考えられます。
 不動産鑑定業を取り巻く現状は、各鑑定士が認識しているよ
 り遥かにきびしい。公的な又は不特定第三者に影響する鑑定評
 価にあって、正確で、信頼「生の高い評価がますます望れる現在
 これへの対応をどうするのか、地位の向上は信頼「生の確保と表
 裏一体にあります。現状のままでいいのなら別だが、上を望む
 なら、差別化も検討せざるを得ないのではという考えが監督官
 庁にあるようです。
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 株価評価の現況
 ・地価評価と課税標準
 地価高騰に対する土地対策として、政府は平成
 元年12月21日付で関係閣僚会議を開催し「今後の
 土地対策の重点実施方針」を発表した。その主要
 なものは、(1)土地税制の総合的見直し、(2)住宅宅
 地の供給促進、(3)投機的土地取引の抑制、(4)公的
 土地評価の適正化が掲げられ、本年度中にも新土
 地保有税をはじめ税制の改正がおこなわれる予定
 である。税制の改正とあいまって、土地に関わる
 税の課税標準は、土地評価をその基礎においてお
 り、「公的土地評価の一本化」として指摘された、
 i公示価格、ii相続税評価、iii固定資産税評価の
 一元的評価がもっとも望まれるところである。し
 かしながら前記土地対策関係閣僚会議において決
 定されたこの問題に対する解答は、「重点土地対
 策」に公的土地評価の適正化について、と題して
 次の(1)～(3)が施策として示されているのみである。
 (1)不動産鑑定評価基準の見直しを、平成2年度
 末までに実施する。
 (2)相続税評価について、地価公示に対して同税
 の性格上目途となる水準に配意し、可及的速
 やかにその均衡化、適正化を図る。
 (3)固定資産税評価について、次の評価替〔平成
 3年度)の際に、同税の性格を考慮し、地価
 公示との関係に十分配慮しつつその均衡化、
 適正化を推進するとともに基準地等に係る路
 線価の公開を行なうよう地方公共団体を指導
 する。
 この答申は、平成2年度において、矢継ぎばや
 に行政サイドでとりあげられ、(1〉の不動産鑑定評
 価基準は、昨年新基準が公表され、実施において
 活用の段階に入っており、(2)については、公示価
 格の80%程度を目安として相続税路線価の引き上
 大崎光夫
 轟
 噛豊
 /
 げが公表されている。また(3)の固定資産税評価額
 も、公示価格(のうち収益価格かP)に対して70
 %程度となるよう引き上げ案と、市町村の各校断、
 1『
 別に代表標準地を路線価で公表する方針もあわせ～
 検討されている。
 (1)～(3)の施策は平成3年度より具体的な方向性
 をもって、実施されそうである。
 繊霧鷺妻驚熱驚三晃欝青旛
 ずれも後退した内容となっている。
 評価機関の一本化をおこない、それぞれの立場
 でバラバラにおこなっている土地評価を我々不動
 産鑑定士が毎年おこなっている公示価格を中心と
 して、統一的にまとめあげ、税体系との結合によ
 り、土地評価の新機構を築きあげる。
 公的土地評価の一元化は、第一に土地評価の水鯵
 準が全国的に統一され、地域間のギャップがなく
 なり、評価がより公平になること、また第二に相
 懸燦簾無窮講譲窒肇欝
 こなえなくなり、客観性が著しく高まること。評
 価機関の単一化、合理化により各行政機関が独自
 におこなう評価システムに比して、行政コストが
 騨説諜儲鷺轟繍鍵島講
 て、基礎となる課税標準決定に至るプロセスに、
 不動産鑑定士が参加するという期待は、昨年末の
 この方針発表で消え去ったわけである。
 評価の一元化を理想をしつつも、国土庁、国税
 庁、自治省の各省庁にまたがる「評価」の方法に
 ついて、一元化への改善することの困難性と、省
 庁セクショナリズムの根の深いことを改めて教え
 られた次第である。こうした根本的な機構改革を
 伴なう評価の一元化案に代えて、重点方針の(2)で
 は、相続税評価と公示価格のバランスを適正化す
 る旨の要請がなされている。
 新土地保有税は、税率0.3%とし、相続税路線
 価を課税標準として、基礎控除額(課税最低限)
 は、土地評価の総額から10億円(個人は!5億円〉
 としている。課税最低限の緩和で納税者の足切り
 をはかり、不満解消を狙った大枠が発表されてい
 る。こうした飴玉ともいう、課税最低限10億円
 (15億円)の足切りにより、ほとんどの中小企業、
 個人は課税対象からはずれることになっている。
 平均的な事業者が15億円の課税最低限を超えるの
 は、@1,500万円/㎡以上の土地所有者に限られ
 ろため、通常の事業者にとっては、ほとんど課税
 .,∫象とならないため、土地税制改革の関心は急速
 に薄れていいるようである。
 しかしながら、公示価格の20～30%程度で公表
 されている、現在の相続税評価が、バランスの適
 正化と称して、2～3倍に引き上げられることは
 .ゴ白である。新土地保有税における課税最低限の
 足切りは、数年内において、国会で論議されるこ
 となく、引き下げられるのは火をみるより明らか
 である。
 新土地保有税の課税限度額においても、従来の
 相続税の課税にあたっても、税率を固定化し、課
 税標準を公示価格に近づけることは、当然増税策
 になるもので、昨秋には相続税評価額の引き上げ
 が発表されており、公示価格の80%程度の評価を
 めざしている旨の一般報道がなされており、世論
 ■寸、これを受け入れている。土地評価の適正化は資
 .重税の増税策に帰着するという、資産家にとって
 嫌悪すべき結果をもたらしつつある。
 ・鑑定評価と相続路線価
 不動産鑑定士の求める価格は、「正常な価格」
 外ある。
 正常な価格は、「市場性を有する不動産におい
 て、合理的な自由市場で形成されるであろう市場
 価値を表示する適正な価格」であり、我々不動産
 鑑定士によって評価した公示価格は、土地取引に
 あたっての価格指標として、毎年1月1日に公示
 されている。これに対して、相続税路線価は、相
 続税法第22条に規定されており、「特別の定ある
 ものを除く外、相続、遺贈または贈与に因り取得
 した財産の価額は、当該財産の取得の時における
 5
 時価により…」と定め、その内容は「相続税財産
 評価に関する基本通達」に準拠している。基本通
 達に定める土地の評価方法は、固定資産評価制度
 調査会の答申により、おおむね、地方税の「固定
 資産税評価基準」に定める評価方法に準じており、
 毎年7月1日現在の評価額を、国税局資産評価官
 室において決定のうえ、公示している。
 このように、「適正な価格」、「取得の時にお
 ける時価」と言葉の表現は類似しているが、「鑑
 定評価」と「路線価評価」は、根本的にその寄っ
 て建つ基礎が相違している。
 鑑定業界への入門のころ、相続税基本通達の規
 定された評価方法を目新らしく感じ、「路線価」
 イコール「算定評価」として、その仕組みを勉強
 したものである。この相違は、相続税基本通達は、
 相続税の課税時期において、納税者の課税財産を
 いくらに見積るかという、評価の目安を得るため
 の通達であり、「課税の安全性」を第一と考えて
 いる。評価のプロセスにおいて、誤って評価を過
 大にし、その結果として、納税者に税負担を過重
 に徴収してはならないとする、課税の安全性が根
 本にあるためで、加えて申告納税制度のもとにお
 いて、納税者に第一義的な申告義務があり、不動
 産鑑定士に委嘱する資力のない個人が、土地を評
 価するにあたり、簡単でなければならない、簡便
 性が要求されたためである。こうした行政サイド
 から、課税の公平性の見地を第一とし、統一的、
 画一的である要請がなされている。不動産の鑑定
 評価が極めて専門性を有するのに対して、簡便性、
 公平性、画一性が根本にある相続税通達が、「算
 定」とされる由縁である。
 ・株価評価における時価
 鑑定評価と路線価の性格的相違は、複雑な現象
 をみせている。それは、土地評価の専門家がおこ
 なう「鑑定評価」と「路線価」の価額は、土地評
 価実務において、明確に区分され、後者は相続税、
 贈与税の申告時にのみ、「時価」を表示するもの
 として取り扱われており、両者を混同する者は、
 よほどの素人である。
 土地評価は、徴税のみならず、経済活動のもと
 土地取引や金融、担保のあらゆる局面にわたって
 日常的におこなわれており、社会的影響力の大き
 さから、昭和38年に不動産鑑定法、昭和44年に地
 価公示法をそれぞれ定め、統一的評価をおこない、



 6
 公的評価が定着している。これに対して、株式、
 特に非上場株式は、当初徴税面において、評価が
 おこなわれており、対象となる株式会社が資本的
 規模を拡大するにつれ、財産的評価、すなわち評
 価の必要性が拡大したものである。
 特に、(1)第2次大戦後すでに45年を経過してい
 て、戦後若くして事業をおこし、昭和30年代に法
 人成りをした個人経営者の方々が70才前後の年令
 に達しており、次代の人への引き継ぎが現実の問
 題となっている。
 〔2)土地の価格が暴騰し、過去3年で4倍以上に
 も達している地域が、全国的に広い範囲にわたっ
 ている。
 (3)平成2年の秋に株価の暴落がみられたが、そ
 の後もこの5年間で上場会社の株式は3倍以上に
 も値上がりしている等から、会社の資本が以上に
 膨張し、その事業承継に伴なう持株譲渡をおこな
 うに際しての、株価評価が深刻な問題をかかえる
 ようになっている。このように、マイナーであっ
 た非上場株式に従来にまして適切な評価をおこな
 わねばならない局面が増加しつつある。こうした
 社会的背景のもとで、商法の規定する株式買取請
 求権を行使した際の買取価格(245条の2)、第
 三者に対する新株発行価額の公正性の判断(280
 条の2の2)等の規定にもとずき、お家騒動の手
 段として、裁判所へ持ち込まれる株価評価は、
 年々増加の一途をたどっている。
 土地評価は、不動産鑑定評価基準が公表され、
 不動産鑑定士が不動産の鑑定評価をおこなうにあ
 たって、その拠り所とすべき基準として、現在運
 用されている。
 しかしながら、株式評価には、そのような評価
 基準はなく、経営財務の立場から、MJゴードン
 (GORDON)による、投資価値が基礎理論と
 して尊重されており、具体的な公的評価手法とし
 ては、唯一相続税評価基本通達があるのみであり、
 その他の評価方法はすべて慣行として認められた
 手法として、法的な規制を一切受けていないこと
 も混乱の指摘ができる。
 次にこれをふまえた株価評の方法について若干
 の説明を加えてみたい。
 ・評価方式について
 不動産鑑定評価基準は、市場価値を形成する場
 をもたない不動産の評価に三方式を導入し、「原
 価法」「比較法」「収益還元法」の評価手法を用
 いているが、株価評価においても、不動産鑑定と
 同じく「純資産方式」還元方式」「比較方式」が
 挙げられ、土地が再生産不可能な資産であること
 と、市場性に乏しい非上場株式と類似の性格を有
 している。各方式の概要は次のとおりである。
 (1)純資産方式
 この方法には、(イ)簿価法と(ロ)解散価値法及び⑭
 継続企業による資産価値法がある。
 (イ)簿価法は、貸借対照表上の簿価によって、会社
 !/F.
 に帰属する純資産額を求める方法である。この叉
 方法は、簿価の記載については、企業会計上の
 適正な期間損益を求めるための費用配分を行う
 関係から、原価主義が取られていることによ偽
 歴史的な価格を表示しているのに過ぎず、現在
 会社の所有に属する純資産の価値を把握するた
 めには不適当である。取得時から現在迄の価格
 変動を考慮する必要があり、価格変動の生じて
 論綴顯襲墾鉱∫れ1よ驚
 の営業の継続を前提として、第3者にこれを一括
 譲渡すると仮定して得られる価格(一括譲渡価
 格)を標準とする方式は、借地権や特許権等の
 無体財産権や営業権の評価に問題があり、(ロ)解
 散価値法は、営業を解体し、個別的に財産を処
 分すると仮定して得られる価格(解体譲渡価
 格)を標準とする方式であり、解散コストや、鯵
 大量退職による退職金見積等にむつかしい問題
 がある。
 イ.簿価法……簿価による純資産額/発行済株か
 総裁一
 ロ.解散価値法…清算価値による純資産額/発行
 済株式総数
 ハ.継続企業による資産価値法…健全価値による
 (2)還元方式純資鞭発行済株式驚
 収益の源泉である株式の元本としての価値を、
 将来の各期に予想されるし株当たりの利益(法
 人税税引き後の純利益)を、一定の利回りで資
 本還元することにより、現在の株式の価格を算
 出するものである。
 株主の期待し得る経済的利益は、原則的には配
 当であることから、将来の利益配当に対する期
 待が一般株主にとっての投資決定の重要な要素
 と考えられる。そこで、将来の各期において期
 待される1株当たりの配当金額を一定の資本還
 元率で還元して、元本である株式の価格を算出
 するものである。
 利益還元法…利益/資本還元率
 遍兀単
 .生産性還元価値…(税引後利益+取締役報
 酬)÷2/還元率
 イ
 ロ.配当還元法…配当金/還元率
 ハ.キャッシュ・フロー法…税引後償却前利益/
 (3)比較方式
 比準評価法のうちには、類似会社で比準させる
 方法と、類似業種で比準させる方法がある。前
 者は相続税評価で用いられ、後者は株式公開価
 格算定基準として採用されている。
 イ.類似業種比準方式
 (相続税法)
 ク
 甑
 ×
 ⑪一D
 十
 ◎一C3
 十
 ⑬一B
 ×
 A
 A:類似業種平均株価
 誓:類似業種との配当比率
 暑:類似業種との利益比率
 薯:類似業種との純資産価額比率
 0,7:流通性を考慮したディスカウト率
 ロ類似会社比準方式
 (株式公開価格算定基準〉
 1
 推定株価1類似会社株価×一
 3
 ∫
 公開会社1株
 公開会社1株当り配当金当り純利益
 十
 t
 類似会社1株当り配当金類似会社1株
 当り純利益
 鱗羅纏+鯖製峯+{繧x瀟x(1-X)}
 十
 増資後発行株式数
 1
 ×
 響灘謹!
 仮定公開価格二推定株価(1一×)
 ×:0.1以下の妥当な割引率(現在D)
 ・評価の局面
 非上場株式の評価を依頼されるケースは多種多
 様である。すなわち通常の売買における株式評価、
 相続・贈与における株式評価、資産評価・強制低
 7
 価法を適用する場合の評価、株主の買取り請求権
 に基づく株式の評価、新株発行に伴う公正な発行
 価額の判定、持株会脱退に伴う株式の買取り価額、
 株式の公開価額、合併比率の決定等々である。ま
 た、依頼者が売り手あるいは買い手の一方にたつ
 評価依頼も考えられ、その際には、依頼者の利益
 がもっとも重視される。これに対して、客観的な
 第三者の立場において評価依頼が考えられる。こ
 のケースは、裁判所からの鑑定人としての委嘱で
 あり、宣誓のうえ作業がすすめられ公正な第三者
 の立場にたって、客観価値について意見の表明が
 なされる。
 裁判所において非上場株式の売買価格決定に至
 る事件の類型は以下5通りが考えられる。①営業
 譲渡、譲受(商法245条の2)、②株式譲渡制限
 (同349条)、③合併(同408条の3)以上3つの
 決議に反対する株主が、会社に対して自己の所有
 する株式を買取請求権を行使する場合。④譲渡制
 限のある株式につき、会社が譲渡を承認せず、売
 先を指定した場合(同204条の4)、⑤株主以外
 に特に有利な価額で新株を発行する場合(同280
 条の2)などである。
 裁判所の依頼による評価を「公的」な評価とす
 る並ば、「私的」な評価にあっては、評価を依頼
 する立場の相違によって、適用する評価方法が大
 きく相違し、結果として評価人によって評価学が
 大きく変動する事態を招いている。
 非上場株式の評価が、複雑な様相を呈している
 のは、「評価依頼」の混乱にもその原因が求めら
 れる。
 このため、前節の評価方式で説明した評価方法
 について、
 ・帳簿価額計算方式
 ・時価方式(再調達時価)
 ・時価方式(処分時価)
 ・類似業種比準方式
 ・類似会社比準価額方式
 ・配当還元方式
 ・収益還元方式
 のいずれを採用するかによって、プロセスも結
 果も相違するため、慎重に方式の選択適用をおこ
 なオつねばならない。
 不特定多数の投資家が流通市場で自由に取引で
 きる株式とは異なり、市場要因の介入する余地の
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 ない非公開株式には、客観的な株価が形成される
 メカニズムはないといえる。このため、非公開株
 式の評価鑑定を依頼されると、どのような評価方
 法を採用するのかにまず苦慮するのが通例である。
 すべての事例に適合する原則的評価方式があれば、
 法的安定に役立ち、当事者もあらかじめ予測がた
 つのであるが、非公開株式の評価が必要となる事
 例にはいろいろなケースがあり、それぞれのケー
 スいわゆる問題ごとに評価方式は異なっている。
 上記の評価方式は、そのいずれもが、依頼者の
 立場によって、適切妥当なものであり、依頼を受
 けた評価人が各評価局面に応じて、もっとも説得
 力があると考える評価方式の組み合わせを選択適
 用して、評価をおこなっているのが現状である。
 鑑定結果の大きな差異と共に、これらの解決の
 ため、現実に交付され、株式取引にあたって株価
 決定にあずかった鑑定評価先例の分析が重要であ
 る。各評価局面における評価手法に就いて実務的
 な分析がおこなわれ、非上場株式の評価が要求さ
 れる原因分析とその事実に適合する評価方法が選
 定されていることの験証がもっとも望まれるとこ
 ろである。
 /
 ((株)大崎不動産鑑定事務所)、・
 鱗i灘
 餓褻殿輔・ゴ
 '.∫も》'
 嚇麟鞍i態麟
 勝巽、州, "轡鍬・
 ーノ.
 ・}冨-
 兵4・
 ・'ぬ〃
 難一
 瞥.馳
 諺
 一ノ,～
 ・'.・〃{し
 .
 灘齢
 蝋燭.
 ～ξ
 .烈毅僧
 飴.,乙ノ
 、溝ψ.ノぞ
 ・・繊.
 '」ら
 し
 幅,
 一'ら
 ρも
 鬱
 鬱
 ρ》
 (籔
 ◎
 ザ簿
 幽血
 鑑定士
 キリスト教
 遊上義一
 キリスト教を八百字で、しかも左脳で理解しよ
 うとすれば、どういう風になるであろうか。アダ
 ムが蛇に騙されて、善悪を知る木の実を食べた。
 話はそこから始まる。彼は天国から地上に追放さ
 九た。それ以来彼の子孫はすべて、善悪という基
 隼の支配の下に生きねばならぬようになった。こ
 れを原罪という。イエスはこのことに気がついて、
 神の国運動を提唱した。いうならば善悪基準から
 の脱却運動である。考えてみると人間のすべての
 悩みは(死を含めて)善悪意識から起っている。
 一つを善しとし他を悪しとする、この判断の習慣
 から私たちは、無能力、貧困、病弱死を悪とし悩
 み恐れるようになった。だから悩みのない人には
 宗教は不要である。彼は既に天国にいるからであ
 る。然し悩む人は、何としてでもこの善悪意識と
 禄をたち切らなければ救われない。ところがこの
 池上の生活に於て、公然とそれを主張することは、
 為政者との関係上非常に危険であった。そこで彼
 はすべての教えを譬えで語った。曰く『カイザル
 のものはカイザルヘ』曰く『天国に入る為には赤
 勺坊のようにならなければならない』曰く「私の
 .」くを飲む者は死んでも死なない』等々。然し当時
 の弟子達には誰一人この言葉の謎が解けなかった。
 唯一人それが解けたのは、イエスを敵と狙い彼を
 殺しにやって来たパウロであった。パウロはイエ
 スの真意を知って狂喜した。彼は百八十度の回心
 をして、イエスの教えを全世界に説いて廻った。
 キリスト教が今日の強大さにのし上ったのは、全
 くこのパウロのお陰である。キリスト教ときくと
 人々は誰でも「愛』という言葉を思い浮べる。イ
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 一厚
 ど
 ノ
  
 一厚
 も』
 エスは言っている。『自分を愛するようにあなた
 の隣り人を愛しなさい』と。これは社会生活をす
 る為には、人を裁いてはいけない、善悪の意識を
 棄てなさいという意味である。さあこれで八百字
 になった。果してうまく左脳でキリスト教が理解
 出来たであろうか。(空港実業(株))
 轟私のみた鑑定士
 畠驚盈小倉康彦
 鑑定士ってホンによい職業と思う。
 一般的要因として、第一に「専門職業家として
 良心に従って」実行出来ること。
 例一、中味なしの数分の裁判で次回の日を打合
 せるだけの弁護士、あれなら無資格者でも十分の
 はず・例二、ホンノー握りの駐車違反の検挙だけ
 で良しとせざるを得ない警察。以上は、一物一価
 とはいえ一定の巾の内なら良心に従って、といえ
 ることを前提に。
 第二に、労働対価が高い職業である(半面、仕
 事の発生は少ないが〉こと。
 第三に、現地調査が済めば、一人で室内で、一
 日のうちどの時間帯でも仕事が可能なこと。次に、
 私個人の個別的要因に移ります。
 第一に、収入面。六十を過ぎた私の最大限の尺
 度。役人時代の同期生の年金月額から私の年金六
 万円を引けば月額十七万円で同期生と同額。地価
 公示の仕事はこの七ヶ月分、詞に有難き次第。モノ
 の尺度の見方で気が軽し。最下限の気持を持てば
 こそ結果は最下限に非ず。人生また楽しからずや。
 この気持、収入のみならず全てに通ずると考える
 が、いかが。振り返れば、役人時代の出世も又同じ。
 第二に、仕事と余暇。かつて忙しかった時、入
 を増やすか、自分を二人分にするかの岐路で後者
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 を選び、就寝九時、起床四時のクセが仕事の少な
 くなった現在も続き、有難き結果として実効的に
 週休3～4日制が続いている。この四日程を今後
 いかに有意義に過ごすかで私の有終の美となるや
 否や。時は金なり。余暇三・五日が有意義なら人
 生二倍となる。役人二十年、この仕事も後四年で
 二十年。人生の仕事二回説の実行後、人生二倍説
 の実行といきたいところ。
 第三に、遠隔鑑定の場合、家内同伴で温泉等に
 泊って国内旅行の義務完了(P)。
 反面、勿論、欠点もありますが、その最たるも
 のは仕事の相手から人生観を教えて貰える人が少
 ないこと。一般的な窓口の方々は人生経験の長い
 人が少ない。それを補うためには他分野で、例え
 ば趣味を通して人の輪を広げざるを得ないと思っ
 ています。((株)近畿中部総合鑑定所)
 ノ鐸㍉、
 \∴1
 麟幽
 山城の古寺
 高橋秀雄
 四季それぞれの風情に富む大和の地へ移り住み、
 足場の良さから、奈良、京都の古社寺をこまめに
 回っては、古建築や仏像等を存分に堪能している。
 堪能などと云ってはみても、古美術を観る確かな
 観賞眼などあるわけもなく、ただ、単純に感心した
 り、思いのままに批評を楽しんでいるに過ぎない。
 思うに、専門的なことが解らないのも当然で名
 著「古寺巡礼」で古美術評をされた和辻哲郎です
 ら、的確精密な観賞を第一とした町田甲一から、
 その文学的哲学的立場に過ぎる表現を、あまりに
 安価な感傷だと批判されたという。和辻氏が聖林
 寺の十一面観音を天平随一の傑作と激賞したのに
 対し、町田氏はこれを天平の二流品とし、東大寺
 三月堂の不空羂索観音をもって天平盛期を代表す
 る最高傑作としたのであった。後年、和辻氏自身、
 自らの見解を再検討する必要を認めたと言われて
 いるが、専門家ですら評価が分れるものを、私ご
 とき凡人に本当の素晴らしさが解るはずもない。
 理屈っぽい観賞はやめて、自分に見合った素直な
 観賞が一番ということか。
 近鉄京都線三山木駅、東方すぐ近くに、山城の
 古寺六寺の一つ、寿宝寺がある。農家と見紛うほ
 どの小さな寺で、玄関に入って案内を乞うと、暫
 くして、サラワーマン風の御住職が笑顔で出てこ
 られ、庭の一隅の宝藏庫へと案内して下さった。
 三大千手観音の一つと云われる旧国宝の仏像が正
 面に安置されている。平安時代の杉の一木彫りで、
 仄暗い庫内のかすかな光に浮かぶ、そのお顔は、
 幻想的な美しさを湛え、一種幽玄な雰囲気を漂わ
 せている。美術観賞眼と云えるほどのものを持ち
 だじ
 合わせていない私にも、十分、満足感、充実感を寓
 味わえるものであった。
 日常、仕事に忙殺されている方には、是非、一
 喫あ謂葺織霧濫費鯉庭箋
 あるにせよ、世事を忘れ、遥かなるいにしえに想
 いをはせることができよう。
 (高橋不動産鑑定士事務所)
 麟
 「新米所長
 奮斗記」
 高取
 清
 本年6月で永年勤めました信託銀行を無事6。才⑬
 の定年を迎え退職、健康だけを頼りに独立開業決
 意しました。
 永年のサラリーマン生活から独立開業するのはぐ
 未経験、未知の事ばかりで不安でしたが、生来の覧
 楽天性から、なるようになると、諸先輩のアドバ
 イスのまま、株式会社を設立、事務所をJR新幹
 線「新大阪」駅南口、ワシントンホテル至近のビ
 欝欝8月に業登勧月から営業喝
 所員は私のほかに3人、ワープロ、補助事務等
 に応接をお願いし、少しづつ軌道に乗り出したと
 ころです。
 さて新しい事務所に坐って見廻しますと、事務
 所は僅か8坪、OA機器を入れると一層狭くなり
 ますが、銀行在職時に比べると、静かで電話が鳴
 らず(これでは商売にはならないのですが)専用
 のワープロが使え、鑑定書の文案を考えたり、じ
 っくり資料を読んだりコーヒーを入れたり、狭い
 乍ら気持よく楽しくやっています。
 今迄は御堂筋本町が仕事とアフターファイブの
 中心でしたが、今度新大阪南口へ移って来て、2
 っの街の差を痛感しています。
 本町は船場で繊維の街、1部上場企業中心で、
 伝統と格式が感じられるが、成熟の街。
 今度の新大阪駅周辺は何といってもこれからの
 街で、地上げがどんどん進み、更地にはつぎつぎ
 にビルが建てられ、阪急駅近くには赤ちょうちん
 とレジャービル。一寸はなれてソスト産業のオフ
 ィスビル、東京資本の出店が多く、夕方の空には
 伊丹空港へ急ぐ国際線のジャンボ機が低く飛び、
 著い人達に混って私も若返っています。
 開業の時期としては日本経済のバブルがはじけ
 た大変な時期に開業したものですが、昔から商売
 を始めるのは不況のボトムで苦労多い時から始め
 るのがよいというのが浪速商人の心意気で、経済
 の激変期は、不動産に関しより一層適確な判断が
 蚕請される時期であり、鑑定士としての力量が問
 われ、努力するなら自づから道は開けると確信し
 ています。
 今後の地価動向は世人の関心の的であり、世界
 不動産同時不況ですが、過去の例からゆけば地価
 は2年あがって5年は横這いと申します。キチン
 循環なら約4年、ジュグラー循環なら約11年とみ
 て、必ず陽は又上ると思っています。
 今年5月諸先生方と視察したロンドンも、不動
 産市場は不況で、空室率は5%から15%に上昇、
 ぼックランドの家賃も、半値に下落と報ぜられて
 ハますが、不動産の国際化と証券化はとめられな
 い流れです。
 ll月には北京訪問の予定で、又新しいアジアの
 角度から不動産を考えてみたいと思っています。
 ((株)新大阪不動産鑑定所)
 灘黙
 瀦、
 御上と
 地価公示
 岡村
 長
 地価公示と地価調査は告示または公示されると
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 当然のことではあるが、我々不動産鑑定士の手を
 離れて「土地鑑定委員会や都道府県知事」による
 権威力と規制力が生じることは承知している。ま
 た地価公示法第8条により我々は鑑定評価を行な
 う場合においてこれらの価格を基準としなければ
 ならないと法定されていることは総ての不動産鑑
 定士は承知し実践されている。公示地や基準地を
 規準とすることは具体的には対象不動産と同様双
 方とも地域要因や個別要因の分析を具体的に比較
 検討しなければ出来ないのである。書かれた鑑定
 評価書の内容にも依るが、これをもって御上(言
 林一天皇、みかど、政府、官庁、貴人の敬称、1
 対1で話すときの私の受ける感覚がそのように言
 わせる)から知事への批判や誹謗(言林一そしる
 こと、悪口)と判定されては、困惑の限界に達し
 ます。
 地価公示、地価調査に関する不動産鑑定士のス
 ポークスマンとしてご担当を山川先生に決定され、
 全国民の注視のなかご心労も大変なものがおあり
 とご苦心のほどお察し申し上げます、従って価格
 の問題はさておき御上にもご高配を頂きたい事項
 の一つとして、標準地・基準地の選定について以
 前より考えさせられる点を一言申し述べたいと思
 います。
 「標準地の選定要領」(平成元年6月6日土地
 鑑定委員会決定〉第2の五商業地に「市街化区域
 の近隣商業地域及び商業地域(以下「商業地域
 等」という。)並びに未線引域内において、商業
 用の建物の敷地の用に供されている土地を言
 う。」と決定されています。一方近畿会調研の資
 料を待つまでもなく「郊外ロードサイド店舗進出
 と地価」にも述べられているごとく当該敷地の用
 途地域の近隣商業地域の占める比率は僅かに19%
 であり他の81%は準工業、住居、第二種住居専用
 地域であります。これでは企業の収益性の有る地
 域の選定が少なく、逆に衰退しつつある車の通過
 できない爺姥商店街の選定が続くことになワます。
 問題は土地取引の活発なロードサイドが抜け、取
 引の少ない地点を公表することにつながりはしま
 せんでしょうか。「標準地の用途分類に関する調
 査について」記載されているごとく「公示価格が
 一般の土地取引価格に対し重要な指標となる等の
 役割を果たすため、標準地選定要領に定める用件
 を具備する土地が選ばれているが、現在の社会経
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 済の急激な変化に対応し、標準地が市町村内にお
 いて多様な土地の価格水準を表示するよう適切に
 分布し、適正な地価形成に寄与するものであるこ
 とが望まれている。」果して望まれていることと、
 現実はいかがでありましょうかP((株)信栄)
 ・磯牽毛馬の堤雑感
 す ぼ  うご
 嚇鴨・解購『
 、㌧r..一.一鰹
 誕.ノ
  歯軸
 高瀬博司
 盆はとっくに過ぎたというのに暑い日が毛馬橋
 の下の流れを銀色に照らしていた。比慮が少年の
 日に夢に迄見た毛馬の堤塘なのかと、私は微かに
 揺れる棚の小さな木陰に身を寄せ乍ら川の流れに
 見入っていた。
 「春風馬堤の曲」与謝蕪村の手になるこの
 詩は、「晋我追悼の曲」と共に氏の大叙情詩であ
 るが、私が少年の日に愛読したのは勿論薮入り娘
 との道行きを書いたこの春風馬堤曲である。行儀
 見習いに浪花の商家に奉公に出ていた娘一歳の
 頃なら十七、八と覚しきが、久方ぶりの薮入りに
 生家へとこの毛馬の堤を軽やかに歩いていく。当
 時浪花から毛馬へ辿る道順は、天満からそのまま
 北へ取り、北長柄まで出てそこから東へ毛馬の渡
 しを過ぎて芳草溢れる馬堤をいくのが一般的であ
 ったという。
 ○薮入や浪花を出て長柄川(蕪村)
 ○春風や堤長うして家遠し(蕪村)
 娘は、突然堤を下り、白石点々たる渓流で香芹
 を摘もうとする。たくし上げた着物の裾から秘か
 に見え隠れする白い脛には、堤を下りる時、茨に
 よって傷つけられた赤い血が一筋。剤蘇ならずと
 も、そんな肌へ愛の印をつけずにおくものかと少
 年の私の胸は高鳴らせた。
 ○故郷春深し行々て又行々(蕪村)
 ○一軒の茶見世の柳老にけり(蕪村)
 楊柳連なる長堤の道が漸くくだった所で、白髪
 の母が娘を待っていた。「慈母の懐抱別に春あ
 り」。母親の懐で薮入りの道行きは終る。
 ○薮入の寝るやひとりの親の側(太砥)
 少年の日から夢の中で私は何度この毛馬の堤を
 往復したことか。清楚であると同時に官能的なこ
 の娘と共に……。
 、蕊と気がつくと、夕闇が幽かに迫る毛馬の橋は
 夕方の車のラッシュに埋まり、川面は茜の空を波
 間に映しつつ黒づみ初めていた。
 私の少年の日は、今はもう無い。
 ○遅き日のつもt)て遠きむかしかな(蕪村)
 ((株)大和銀行)
 蘇隷、
 .鎧
 譲搬講鮎
 、〆一.
 地価は半分に'「
 引下げられるか
 ¢
 佐野幸人
 過日、NHK特集で連夜、地価問題を取り上げ
 藷饗1畢撚阜鍵鰻蟻雛煮冷
 に地価を50%水準まで引き下げると約束していた。
 83年頃、東京都心のビル用地に端を発した地価
 上昇は、85年頃より周辺部や首都圏全域に波及し
 た。此の原因は都心部の企業なり個人が土地を売
 って、周辺部の比較的安い土地を買い、いわゆる
 買替特例制度を利用し、時期的に金融の超緩和政
 鋤もとで、有余った資金が土地投機1こ流オし込み醗
 地価が急騰した。地価急騰は全国規模になり、首
 都圏、近畿圏の商業地で「土地ころがし」、「底
 地買い」が流行語となり、87年10月頃になって買幣
 替特例制度に適用制限を加えたり、超短期重課缶r稗
 度を設けて「土地ころがし」対策に乗り出したが、
 その時は地価高騰のピークを過ぎていた。
 土地が金を生み、その金が土地を買増す現象が
 獣鷺畿月霧雲號疾振墜箋論
 ったん手に入れた土地は余程のことがなければ手
 放そうとしない。
 社員寮、社宅用地の名目で持ち続け、機会さえ
 あれば積極的に買い増す。全国の土地取引の内、
 個人から法人に売却された件数は78年の8%から
 88年の10年間に14%と倍増している。大手企業は
 首都圏、その他主要都市等の埋め立地等大規模開
 発地で工場誘致、地域活性化の名目で大規模工場
 用地を入手し、その可成りの部分を末利用地とし
 て放置して来たのが現状であろう。全国各地に所
 有する此等土地は含み資産として株価を押し上げ・
 此株高を利用して新株引受付社債等の発行で低利
 資金を調達可能とした。
 大規模土地の保有、取得を対象として73年に創
 設された特別土地保有税も、利用の程度に区別な
 く保有税を強化する狙いで導入されたが、地価が
 落ち着くと恒久的な建物、施設に供する場合は課
 税しないと納税義務免除制度が作られ・資材置場
 や古家、古工場があれば免除されると骨抜きにさ
 れた。実際全国的にみても創設時の60%に減少し・
 東京の場合、対象土地のうち実際課税されている
 のは23%程度と云われる。
 一方、金融界をみると日銀の再三にわたる慎重
 な融資、節度ある運営をと金融機関の公共性を説
 いていたが、最近大手銀行、信託銀行の不祥事が
 明るみに出て「銀行よお前もか」と常日頃公共的
 使命の模範とし、市民の信用と信頼の最たる筈の
 銀行までが狂乱地価で目がくらみ、街の金貸業と
 同等のモラルに低下した現実に驚くばかりである。
 国土庁の89年度土地白書によると、土地の全取
 弓1件数に占める短期転売の割合を89年上半期と前
 年で比較しているが、大阪が7%から12.2%、兵
 庫県が5.6%から11%に倍増している。法人の転
 売比率が高く、購入から5年後に転売しているの
 は、個人の7%に対して法人は46%である。短期
 転売した土地を法人が買う手も首都圏の埼玉県で
 79.4%、東京都75.4%と高く、近畿圏でも地価高
 騰した京都で36.3%、奈良で57.5%で近畿圏は首
 都圏より低いが可成り高い水準にある。
 政府の土地政策審議会は、昨年12月成立した土
 地基本法をうけて今年5月発足し、政府税制調査
 会の土地税制の大幅改正を柱に各種対策を講じて
 いるが、5年以内に地価を50%引き下げるのは至
 誰のことと思われる。(日信不動産鑑定所)
 13
  鱒
 ■
 新規賃料に
 ついて
 榎本正人
 昭和63年頃からの急激な地価上昇により新規の
 地代・家賃の決定は、従前の方式では・非常に高
 額になり、現実離れした賃料が求められる。そこ
 で、小生はガレージ方式又は、青空駐車方式を採
 用している。
 この方式の長所は、新規事例が、豊富にあるこ
 とと、賃料事例比較方式をも、包含することと、
 車!台15㎡として、車が何台置けるから、この地
 代となると結論づけるので、現在の車社会に即応
 している点と、道路条件や駅からの距離や利便性
 を反映した賃料が求められる。他方、短所は・最
 有効使用に即応した賃料が求められない。そこで、
 この欠点を補う賃料の求め方を次に述べる。この
 基本的な考え方は、元金に対する利息と、不動産
 に対する賃料が等しくなるような期待利回りを求
 める方式である。それは、利息は元金としての現
 金は一定で、不増であるから、毎年一定の年金と
 考える。他方、賃料は元本としての不動産が毎年
 変動するので、毎年一定率で変動する年金と考え
 る。次に、契約期間内に得るであろう利息の合計
 額を現在価値に引き戻すために、元金×利子率=
 利息に毎年定額の年金現価率を乗じた額と同期間
 内に得るであろう賃料の合計額を現在価値に引き
 戻すために、元本×期待利回り=純賃料に毎年低
 率で変動する年金現価率を乗じた額を等しいと置
 く、即ち元金×利子率×毎年定額の年金現価率=
 元本×期待利回り×毎年定率で変動する年金現価
 率として、期待利回りを求め、この期待利回りを
 元本に乗じて積算賃料を求めると、期待利回りに
 契約期間が反映することと、利子率には元本の大
 きさに応じて小口MMCの利子率から長期大口の
 利子率まで選別すれば、元本の大小も反映するの
 で、理論的で、経済的である。故に、先に述べた
 ガレージ方式又は青空駐車場方式と現価率を乗じ
 て求めた期待利回りに基づく積算賃料を求め、両
 賃料を参酌し、新規賃料を決定すれば、不動産の
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 面積の大小は車の台数に反映しているし、契約期
 間の長短や賃料の更改期間は現価率の期間で反映
 していることと、不動産の価格の高低や収益性は
 採用する利子率に反映している。よってガレージ
 方式又は青空駐車場方式による最有効使用の反映
 の欠除が補えることと、不動産を売却して現金化
 して運用する場合と賃貸借による運用の場合をも
 考慮しているといえる。又、価格時点に近似の比
 準賃料が捜せない場合の欠点も補えると思う。
 (岸和田土地株式会社)
 .ズ無
 l!.諾.緯
 一帯オ.一'一
 鶴夢幽
 異常事態
 加藤
 修
 最近方々の宅建業の経営者に会うたびに、「土
 地価格の規制(監視区域の拡大)より早く、マン
 ションの価格規制をどうしてやらなかったのかP
 そういうことをむしろ我々も望んでいたのに…」
 という声を聞かされる。「マンションがこんなに
 高いのは異常である」と、誰れもが何回も思った
 が、歯止めがかからなかったと昨年度の高騰時の
 状況を言吾っている。幸いなことに(P)私は、当時
 は不動産流通や鑑定の現場にいなかったのでマン
 ション価格の異常さを冷静に客観的に受けとめる
 ことができた。京都の36社が一斉に平均3割の自
 主値下げを断行したことは新聞報道で耳新しいが、
 (本稿が活字になる頃は陳腐化しているが…)ど
 こかしこもマンションを抱えた業者は昨今の高金
 利で相当に台所事情が苦しいようだ。昨年から今
 夏にかけて、売却情報レベルでのマンションの平
 均単価の推移を分析してみると、既に芦屋市では
 昨年10月が価格のピークで本年7月時点では、ピ
 ーク時価格の63%まで値下がりしていることがわ
 かる。京阪・片町沿線のピークは本年3月であっ
 たから地域によって約6ヶ月のタイム・ラグがあ
 ったことがわかる。今となっては、マンションの
 価格動向は芦屋市の動向をよく観察しておれば、
 およその動向を把握できたであろうと判断でき、
 方々でマンションを抱いている宅建業者は、今さ
 らながら市場性調査の重要性について思い知らさ
 れているようだ。こうしたマンションの異常事態
 を通じて、私は鑑定協会が、マンション価格規制
 の提言や市場動向の見通し等をマスコミを通じて
 大々的にやっておれば、社会に対するインパクト
 も相当あったのにと思った。マンション価格の異
 常性をす早く見破り、警鐘を発し、その処方を提
 言することは.、当時社会的要請があったと思うし
 不動産鑑定士の存在理由を広くアピールする絶好
 の機会だったのではないだろうかP
 ((株)日住サービス)
 ・薦
 外国なるほど記
 ロラ一一
 農煮論大西靖生
 ＼
 c
 今年は数回外国へ出掛ける機会があった。5月ズ
 のオランダ・ベルギー行きは私もメンバーとなケ・
 ているインターンティ研究会(都市交流研究会)
 の仲間と共に出掛けた。コーディネータがベルギ
 ー出身の会員であったため、フランドル州庁、ア
 ムステルダム市役所をはじめベルギーのゲント大
 学やルーバン大学(リサーチパーク)、商工会議
 所などで色々な人達と話し合う機会があり、ツア
 ー旅行ではまず味わえない経験ができた。＼
 その旅行の内でオランダの都市経営コンサルタ
 ントからレクチュアを受ける機会があった。彼は
 こういうのである。「コンサルタントはこれまで/r
 物事の外側から色々アドヴァイスしてきた。しか、叉
 し、それは余り効果もなく、また報酬も限られた
 ものでしかない。内部に参加してこそ効果があが
 るし、やり甲斐もある。例えば私および私の組織、
 スタッフは各自治体(都市)シティ・マネジャー,・一
 (日本流にいえば都市の経営分野の助役とでもい'・
 うべきか。市長などの交替でも地位は保証されて
 いる)になっている。これからインチリム・コン
 サルティングが必要なのだ」
 日本でも「プラン・アンド・ドウー」(計画の
 みならず実行にも参加する)型のコンサルティン
 グが増えているが、彼の話しはこれを再確認する
 ものでひどく納得できた。しかし報酬基準につい
 てはケースバイケースという回答。洋の東西を問
 わず同じようなものだと思う。
 9月には汎太平洋鑑定会議に出席した。初日の
 みの参加で会議そのものの全貌は知らないが、旧
 知の韓国の鑑定士とソウルで一杯飲み、韓国の土
 地情勢などを聞いたり色々話し合った。有名な土
 地3法の実際の効果については彼は悲観的であっ
 たし、他の土地問題の専門家もほぼ同じ見通しを
 もっているらしい。経済成長下の土地問題の解決
 のむづかしさを見ることができるが、同時に政府
 の法執行段階での甘さが問題であるというのが彼
 のコメントであった。彼の自動車(マイカー)に
 乗って市内の高速道路を走ったが、料金所は無人
 でコインを投げ入れれば、バーが開くという自動
 一方式であった。排ガスの多い危険な職務こそ無人
 化、機械化が望まれる。なるほどと思った次第で
 あった。
 ロッテ・ワールドは成功したテーマ・パーク例
 として日本でも有名で年間400万人位が来ている
 とのことであるが、私の印象は児童遊園地でしか
 ない。ただ遠足で見物に来ていた小学生を弓1率し
 ている先生が笛を吹いて生徒を坐らせ人数を点呼
 している風景。これにはやっぱり…と思いついニ
 ヤリとさせられたものであった。
 ((株)立地評価研究所)
 黛
 言葉の響き
 八杉茂樹
 私は自他ともに許す30年以上の永きにわたるプ
 レイブスファンである。先年身売りにより阪急か
 らオリックスに代わっても、変わらない応援を続
 .けてきたが、来年から球場を神戸グリーンスタジ
 アムに移して、これまで親しまれてきたプレイブ
 スの愛称も変更されることになった。神戸に移れ
 ば神戸の若い女性ファンも増えることが予想され、
 いわゆる神戸のギャルに対してプレイなブスでも
 あるまいかと私なりにこの愛称変更に特に異論は
 なかった。
 しかし、新しく発表された愛称がブルーウエイ
 ブと聞かされ正直がっくりとしたミナト神戸の海
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 からくるブルーのイメージ、そして球界に新しい
 波を投じるという意味が込められてのものであろ
 うが、私にすれば大失敗と言わざるを得ない。ま
 ず第一に神戸移転が新しいファン開拓を目ざすも
 のであれば、子供が大きなターゲットになるはず
 である。ところが、小学生にとってブルーウエイ
 ブの発音は難しすぎ、舌をかみそうである。例え
 ばサンダースの方がすっきりと誰でも発音できて
 わかりやすい。ジャイアンツ、タイガース等しか
 りである。第二に従来の愛称と響きが全くといっ
 ていいぐらい変わっていない。いぶかしく思われ
 る向きにはブルーウエイブを連続して速く発音し
 て頂ければお気づきになると思う。ブルーウエイ
 ブは限りなくプレイブスに近い響きとなる。せっ
 かく変更するならば思いきってガラッと変えるぐ
 らいでなければその意味がない。言葉の響きも大
 事な要素である。かくして、オリックスは神戸移
 転に伴うファン開拓の千載一遇のチャンスをせっ
 かくの愛称変更を中途半端なものにして、自ら摘
 みとってしまったと言える。残念至極。
 ところで、言葉の響きと言えば、いま平和協力隊
 の論議がかまびすしい。この平和協力隊が、冷戦後
 の新しい国際秩序が模索されている中で起きた中
 東危機への対応の一環として、平和国家日本が世
 界平和への貢献にその役割を果たすため、国連平
 和協力法案を策定する中から出てきたものである
 ことは今さら言うまでもない。平和協力隊、なんと
 美わしい響きをもった部隊なんだろうと思わせる。
 自衛隊など公務員をはじめ広く各界各層の協力
 と参加からなるこの平和協力隊は、文字通り憲法
 の枠組みの下、武力による威嚇または武力の行使
 は伴わないとの首相の所信表明であるが、果して
 どうか。自分の国土への現実の脅威がない場合で
 も世界の正義と平和のため挑戦する必要があると
 する言辞の中に、経済大国から経済及び軍事大国
 への一抹の不安がよぎるのは決して大げさではあ
 るまい。
 先のオリックスの愛称の響きの問題は、一私企
 業が選考して決めたものだから、不満があっても
 決まったものはしかたがないということで済まさ
 れるが、この平和協力隊については、響きに惑わ
 されず、国会等を通じての今後の十分な議論を注
 視してゆく必要がありそうである。
 (大和不動産鑑定(株))
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 不動産カウン
 セラーの独り
 ごと
 原田和宏
 最近、名刺に「不動産カウンセラー」と刷込み
 ました。取引先様の反応は色々です。「不動産カ
 ウンセラーとは何ですか」「どんな仕事をするの
 ですか」という質問から「いろんな資格があるの
 ですね」と感心される人。話題にはされないけれ
 ども忌憚なく相談事を打ち明けられる人など、多
 様な反応を体験中です。いずれにしてもクライア
 ントの信頼を失なわないよう研鑚を積み重ねなけ
 ればと心に刻んでおります。
 地価が高騰したあと、不動産融資規制、金利の
 上昇、監視制度の強化、不動産税制改正方向等に
 より投機的需要が鎮静化し、最終需要者の模様眺
 めも手伝って土地、マンションの取引価格が下落、
 取引件数も低調気味ですが、反面、社宅用、新婚
 者用、単身者用の賃貸住宅の需給は堅調なように
 思えます。またサービス産業を中心とする事業者
 の地域密着戦略が活発化して、大都市圏の郊外都
 市、地方都市における店舗、事務所の需要が増え
 ている反面、適切な賃貸物件の供給が存外少なく
 賃料水準も都心部のそれに比べて割高の感があり
 ます。そこで、遊休地、低利用地の所有者に働き
 かけて賃貸マンション、店舗・事務所ビル等の建
 築等土地の有効活用のカウンセリングを持ちかけ
 て商機を創り出そうと活動中ですが、最近の建築
 費高騰、融資金利上昇に加え、案件地積の狭小、
 駐車スペースを確保すると有効賃貸面積が減少す
 る、といった隘路があり、隣地等を含めて事業計ダ
 画を策定するとなると関係権利者数が増え、利害
 調整等に労力と時間がかかりすぎるという問題が
 生じるなどの難点があります。それに当方からゼ
 ールスするだけにカウンセリング・サービスは無・一
 償だと都合よく思っておられるクライアントが少
 なくないことが悩みです。仲介斡旋業務や建物メ
 ンテナンス・賃貸借管理業務等を併せて取組まな
 ければならないのが現状です。〆
 日常活動の一端を述べましたが、不動産カウジ・
 セリング業務が業として自立するには、やはり21
 世紀になってからかな…と思案する此頃です。
 (東洋不動産(株))
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 不動産の仲介契約について
 田
 イ
 順太
 1.不動産仲介(媒介)契約の法的性質
 不動産仲介契約は民事仲立といわれるもので、
 商事仲立とは区別されている。商事仲立とは区別
 ・されている。商事仲立については、商法第三編商
 、1テ為第五章仲立営業(同法第543条以下)に規定
 があるが、民事仲立については何ら規定が存在し
 ない。不動産仲立契約には委任(民法第643条以
 下)や請負(民法第632条以下)などと似ている
 が、なお異なる独自の特質をみることができる。
 私法法規の特別規定をもたないわが国では民法第
 643条以下の委任の規定に委ねられている。しか
 し、不動産仲介契約は、売買等の法律行為を仲介
 するが、その仲介行為自体は媒介という事実行為
 であるから、仲介契約は委任の規定によるとして
 ・も委任そのものではなく、準委任契約(民法第
 ・.」56条)といわねばならない。すなわち、民商法
 を通じて学説および判例は一般に仲立を準委任だ
 と解している。なお、実務界においては一般に
 「仲介」という用語を用いるが、宅地建物取引業
 法においては「媒介」という用語を用いている。
 、よた商法では「仲立人」(商法第543条)という
 用語を用いている。本稿では法律で規定している
 場合の専門用語についてはそれに従ったが、それ
 以外については、これらの用語について特別の区
 別をすることなく統一は計らなかった。
 2.宅地建物取引業法
 不動産の仲立契約そのものを規定する法律では
 ないが、行政的取締法規として宅地建物取引業法
 が、わが国には存在する。
 この法律では、宅地建物取引業者を対象として、
 免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を
 行うことによって
 ①宅地建物取引業を営む者の業務の適正な運営
 を図り
 ②宅地建物の取引の公正を確保するとともに、
 ③宅地建物取引業の健全な発達を促進すること
 を直接的な目的とし、最終的には、宅地建物を
 購入しようとする者や宅地建物の賃借人等が蒙
 るおそれのある損害を防止し、その利益を保護
 するとともに、宅地建物が円滑に流通すること
 をねらいとしている。
 従って、この法律は業者に対する免許制度の実施
 と消費者保護を二本柱とする行政的取締法規とい
 える。不動産仲立契約については、宅地建物取引
 業法第5章「業務」の章で規定が存在する。
 宅建業法第34条の2(媒介契約)の規定につい
 ては、媒介契約の種類を明確に規定しているので、
 次章以下で詳しく述べることとする。しかし宅建
 業法は、消費者保護を目的とする法律であるから、
 一般消費者(素人)が宅建業者(玄人)に媒介を
 依頼する場合は、適正に同法は機能するが複数の
 宅建業者間によって成立した共同仲介や、共同仲
 介の場合の業者間の紛争処理については規定が乏
 しい。この様な場合の法律紛争の処理については、
 民法や商法の規定に基づいて処理するしかなく、
 これについては第4章および第5章で考察するこ
 ととしたい。
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 3.媒介契約の類型
 宅地建物取引業法法第34条の2(媒介契約)の
 規定するところによると、不動産の媒介契約には
 ①一般媒介契約
 ②専任媒介契約
 ③専属専任媒介契約
 の3種類がある。なお、①の一般媒介契約につい
 ては、かさねて依頼する宅建業者を相手方に明示
 する義務を負う「明示型」と、かさねて依頼する
 宅建業者を明示しない旨特約する「非明示型」の
 2種類に分類される。これらの3つの類型の媒介
 契約の特色を表にまとめて示せば次の通りである。
        依頼先有効期間依頼先以外の宅建業者による売買成立の場合みづから発見した相手との取引業務処理状況の報告義務
        朋明示していない者
        一般媒一示刑土複数の宅建業者にかさねて依頼するかさねて依頼する宅建業者を明示する義務を負う。特になし。(但し、建設省はによって売買契約が成立した場合は費用償還の請求権有。みづから発見した相手との取引可。〔但し、通知義務有)
        介3ヶ月以内と指導
        契非ことができる。している。)
        約明明示しない旨特約同上
        示型をする、
        専専任業者以外の業
        げ任媒介契存ノ＼一者のみで他の宅建業者にかさねて依頼することができない。3ヶ月以内(合意更新可)者によって契約成立の場合約定報酬額に相当する違約同上2週間に1回以上の業務処理状況の報告
        約金請求権有。
        ◎i週間に1回以
        専属専任媒介契約同上同上同上みづから発見した相手との取弓1不可(約定報酬額の違約金の請求権有)上の業務処理状況の報告◎媒介契約締結の日の翌日から3日以内に指定流
        通機構へ登録.

 ※いずれの媒介契約であっても、有効期間内または期間の満了後3年以内に、依頼先の業者の紹介によって知った相手方と売買
 契約を締結したときは、当契約の成立に寄与した割合に応じた相当の報酬の請求権有(直接取引)。
 不動産の仲介を依頼された業者は、依頼者のた
 めに物件を探索する義務を負うことになる。依頼
 者が広くネット・ワークを求めようと思えば複数
 の宅建業者にかさねて依頼することができる一般
 媒介契約が有効であるが、依頼した業者が依頼者
 自身のために特段の探索を期待するのであれば、
 専任媒介契約が有効となる。しかし、この場合は
 他の業者に重ねて依頼することはできず、広く業
 者を利用するには限界がある。この両者の欠点を
 なくした制度として、平成2年5月6日から専属
 専任媒介契約が導入されることとなった。しかし
 一般に有力な宅建業者は、その媒介について単独
 仲介をすることを期待するものである。これは、
 依頼者(物件の売主または買主)からの報酬と、
 依頼者の客付けをなすことによって得られる報酬
 許
 (買主または売主が支払う報酬)との両方を獲得一
 できる長所があるからである。しかし、専属専任㌔『
 媒介契約は依頼者からの報酬は期待できるものの、
 仲介物件を指定流通機構へ登録する義務を負うた
 め、他の業者との共同仲介になることになる。こ
 の様な、共同仲介を最初から期待する専属専任媒
 介契約が広く一般的に利用されるかどうか疑問み
 残るところである。なお、第5章で仲介契約につ
 いて業者の介在する種々のパターンをとりあげ考
 えてみたい。
 4.媒介契約の受託者の義務と報酬請求権
 媒介契約の受託者は、次の3つの義務を負うこ
 とになる。
 ①探索義務
 β、
 、冶・
 ズ』
 〆
 ㌦
 ②誠実義務
 ③善管注意義務
 まず、①の探索義務とは、依頼者の相手を求め
 て受託者が奔走する義務を負うことである。しか
 し、依頼者は媒介人(受託者)が紹介した相手方
 が適当であっても、これを拒絶することが出来る。
 従って、媒介人が契約成立までこぎつける義務を
 負うものでもなく、ある程度、媒介人が積極的に
 奔走する義務を負うと解するにとどめる。
 ②の誠実義務は、民法第1条第2項の規定を再
 確認したまでで、このケースにあてはまる種々の
 判例もあるが、ここでは紙面の都合上省略する。
 つぎに、③の善管注意義務は、民法第644条の
 規定より当然であり、また宅地建物取引業法第5
 重(業務)において、詳細な規定をおいている。
 同法第5章(業務)の規定において、宅建業者
 が仲介を行う場合、次の様な規制を受ける。主な
 項目をかかげると次の通りである。
 同法第31条業務処理の原則
 第32条誇大広告等の禁止
 第33条広告の開始時期の制限
 第34条取引態様の明示
 第34条の2媒介契約
 第35条重要事項の説明等
 第35条の2供託所等に関する説明
 第36条契約締結等の時期の制限
 第37条書面の交付
 第44条不当な履行遅延の禁止
 第45条秘密を守る義務
 第46条報酬
 第47条業務に関する禁止事項
 第48条証明書の携帯等
 第49条帳簿の備付け
 第50条標識の掲示等
 以上の通り詳細な規制が存在するが、これらの
 .」己明については省略する。なお、以上の規定は宅
 建業者が、その業務として媒介をなす場合である
 が、宅建業者が自ら売主となる場合には、さらに
 厳格な規定が追加される。この追加される規制の
 内容についても紙面の都合上省略する。
 以上の様な媒介人の義務のもとに、契約が成立
 した場合、媒介人は依頼者に対して、その報酬請
 求権を取得することになる。民法第648条(受任
 者の報酬請求権)の規定からいえば、報酬を支払
 19
 うという約束がなければ、委託者に対して請求で
 きないわけであるが、宅建業者は商人であるから
 報酬支払の約束がなくとも、その営業の範囲内で
 他人のために行為をしたるときは相当の報酬を請
 求することができる。商法第512条(報酬請求
 権)。なお、媒介報酬請求権の発生要件は次の3
 つである。
 ①媒介契約の存在
 ②売買または賃貸借契約が成立すること。
 ③媒介と上記②契約成立に因果関係の存在が
 あること。
 ①について、宅建業法は同法第34条の2(媒介
 契約)の規定で、媒介契約が成立したときは、遅
 滞なく書面を作成して依頼者に交付しなければな
 らないと規定している。同法は第65条においてこ
 れの罰則規定をおいているが、この場合でも報酬
 は請求できるものと考える。従って、口頭による
 媒介契約や黙示の媒介契約の存在も認められる余
 地があるので注意を要する。
 ②について、判例および学説の立場は、依頼さ
 れた売買または賃貸借契約が成立することとし、
 当該契約の履行が完了される必要はないとしてい
 る。但し、その契約が停止条件付売買であった場
 合は、条件が成就することが必要であり、また解
 除条件付売買であった場合は、条件が成就しない
 時に報酬請求権が発生すると考えられている。
 つぎに③については、契約成立が媒介人の媒介
 によって成立したものであることが、報酬請求の
 要件となる。この媒介人の媒介と売買などの成立
 との間に因果関係が認められれば、媒介人が途中
 で排除されて、最終的な売買などの契約の成立に
 関与していなくとも、報酬が認められることにな
 る。
 5.報酬額と仲介のパターン
 不動産仲介契約の場合、その報酬額は当事者間
 で自由に決めることができるが、その最高額につ
 いては制限がある(宅地建物取引業法第46条)。
 これについては昭和45年10月23日付建設大臣告示
 1552号「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買
 等に関して受けることができる報酬の額を定める
 件」があるが、個々の報酬額については、媒介報
 酬請求権の発生要件に照らし合わせ決定するもの
 と考える。
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 次に不動産の売買を例にとり、媒介人の介在の
 パターンにより、そのケースを分類してみると別
 表の様になる。
 Aのケースは売主と買主との間に業者が介在し
 ない場合であり「直接取引」または「自己発見取
 引」と呼ばれている。
 Bのケースは、当該売買に業者が一社しか介在
 しない場合で、仲介業者の「単独仲介」と呼ばれ
 ①◎一⑦
 ③
 ている。売主が自己の物件の売却を媒介人に依頼
 した場合、その媒介人を「(売)元付業者」と呼び、
 その業者が買主を探し出し見つける行為を「客付
 け行為」と呼ぶ。この場合、業者は売主および買
 主双方に媒介の報酬請求権を有するようになる。
 Cのケースは、売主と買主との間に、業者が2
 社介在する場合で、仲介業者の「共同仲介」と呼
 ばれている。売主から物件の売却の依頼を受けて
 いる業者が「(売)元付業者」であり、買主から物
 「直接取引」
 (自己発見取引)
  買主
  元付業者
  売主

 客付け行為
 「単独仲介」
 (両直仲介)
 ◎①一
 働元付業者
 一
 圓元付業者
 一①
 「共同仲介」
 (別れ、按分配分)
 瓢一
 戸・r
 ■〉
 建
 ρ》
 ■《.
 件の買入れの依頼を受けている業者が「(買)元付
 業者」である。これらの業者の情報交換の合致に
 より当該売買契約が成立した場合、互いに相手の
 業者を「客付け業者」という。この場合の媒介報
 酬の配分方法として、売元付業者は売主から、買
 元付業者は買主から、それぞれ仲介業者自身の客
 に請求し受領することを「別れ」といい、もう一
 つの方法としては、各々の元付業者が自己の客よ
 り請求受領した仲介報酬を合計して、合理的な按
 分割合で売付業者と買元付業者で配分しあう方法
 がある。
 Dのケースは、売元付業者と買元付業者の問に
 さらに中間業者が介在する場合で、この中間業者
 ・を業者間では「あんこ業者」と呼んでいる。この
 場合の媒介報酬の配分方法も基本的にはCのパタ
 ーンと同じであるが「別れ」とする場合、どの業
 者間で「別れ」とするかの問題があり、また、残
 った2社間ででの報酬按分をどのようにするかの
 問題があるが、これらの問題については、当該契
 ,1刃の事情により業者間で話し合いが行われ、按分
 されているのが実情である。
 また、仲介物件の情報交換の段階で業者間の報
 酬の取り決めを事前に行い紛争を未然に防止する
 方法もあるが、自己の客(売主または買主)との
 報酬額について事前に合意がなければ、その様な
 取り決めもむづかしく、業者同志の信頼関係が重
 要視される。
 Eのケースは、Cの場合よりもさらに中間業者
 の数が増えたケースである。図の場合、売元付業
 者から見れば買主に至るまで業者が3社存在する
 ことになるので、この場合「先三業者有」という。
 仲介業者間で物件情報を交換する場合、自己は元
 付業者であるか中間業者であるか、また中間業者
 であれば先に何社の業者が介在するか明確にして
 おけば、報酬の配分のトラブルを未然に防止する
 ことができる。また、コンピューター等を利用し
 た情報探索による機会が近時増加してきているが
 この様な場合、その機械の利用規定により、コン
 ピューターの登録段階でその報酬については「別
 れ」とすることが多い様である。
 [参考文献]
 O明石三郎著「不動産仲介契約の研究」一粒社
 ○宅地建物取引業法令研究会編著
 「新宅地建物取引業法の解説」住宅新報社
 O丸山英気・高池勝彦・山下洋一郎・四宮啓著
 「不動産媒介契約の法律紛争」有斐閣
 (佃土地(株))
 客付け業者
 ◎
 売
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 ハ㌣
 ,〆
 瓦
 〆㌧
 ⑤
 士冗
 ・王
 @
 元付業者
 一
 中間業者
 〉
 軋
 『
 ←
 中間業者
 一
 元付業者
 “先3業者有"



 22
 23
 鞠弱診シ調§り吻ム
 ベルリン日独センター主催…
 日独シンポジウム
 地法および土地政策」
 日本土地法学会(事務局・早稲田大学法学部研
 究室内)は1988年秋に創設15周年を記念して土地
 問題について国際シンポジウムを北九州市、広島
 市、神戸市、横浜市と開催した。海外からはドイ
 ツ、フランス、イギリス、アメリカ、中国の土地
 法、及び土地政策の大学教授、実務家をお招きし
 て多大の成果をあげた。その際ドイツのドルトム
 ント大学のイエンキス教授から次の言葉が寄せら
 れた「早稲田大学の篠塚教授の指導の下に日本か
 ら度々学識者がドイツを訪れ、連邦建築法、都市
 梨本幸男
 建築促進法、ライン褐炭地帯の再開発、都市の緑
 の保存等に関して関係各省および実際面から情報
 を収集した。反面ドイツの学者及び実務者が日本
 の法律に触れることは特例に過ぎなかったので、1
 このような従来“一方通行"的情報交流を“対向
 通行"に換えよう」という趣旨で、学術交流の場
 として、ベルリンの日独センター(末尾の注を参
 照)に話しを持ちかけられ“土地法及び土地政
 策"のシンポジウムが変更、開催された。1
 1990年4月21日、ロンドンヒスロー空港を出発
 した日本側報告団は英国航空(BA)で、一度ハ
 ンブルク空港でパンナム(アメリカ)に乗り換え
 てベルリンティーゲル空港に着いた。
 空港では厳しいボディチェックを受けた。後で
 聞くとパンナムの乗客は特に厳しいチェックを受
 けるといわれた。それは最近テロリストがパンナ
 ムでベルリンに潜入したからとの情報であるが、
 わずか50mほどのところを2回もチェックされる
 のである。ベルリンは国際法上直轄都市で、米・
 英・仏・ソの4ヶ国管理下にあり、西ベルリンの
 空港には英・仏・米の3ヶ国の航空会社しか乗g
 入れできない(東ドイツ側のベルリン空港は逆に
 .ほとんどイルージンのソ連製飛行機である)。
 ドイツのルフトハンザ航空会社もベルリンには
 乗り入れできないとのことである。そのため隣国
 の英・仏はさておき、米の航空会社の人々には
 “いじわるチェック"をしているみたいだ。
 空港には日独センターの広報部長、ニィーマン
 氏が出迎えてくれた。大変日本語が上手で通訳の
 必要もなく安心した。直ちに宿舎のシルターホフ
 に向かうベルリンの中心街でホテルの多いところ
 だが緑が多く“森の都"という感じである。
 4月23日の開会式に備えて準備する。26日まで
 のシンポジウムのスケジュールはビッシリと計画
 されている。下記は日独センターで作成した日程
 表である。
 ベルリン日独センター
 日程表
 プロジェクト145
 シンポジウム「土地法および土地政策」
 1990年4月23日～26日
 灘1欝ぞ、iへ纒一=、三遷
 ベルリン日独センター正面
 カクテル・パーティ風景
 《
 1990年4月22日(日)
 14:25日本側代表団テーゲル空港着
 HotelSylterhofヘバスで移動
 1990年4月23日(月)
 09:30ホテル発、ベルリン日独センター行き
 (専用バス)
 ■09:45開会の辞
 ベルリン日独センター事務総長
 Dr.ThiloGrafBrockdorff
 10:00第1セッション:
 「憲法問題としての土地法」
 篠塚昭次
 「憲法問題としての土地法」
 山田浩之
 「日本の経済構造と土地問題」
 GulltherPuttller
 「憲法問題としての土地法」
 (11:45～12:00休憩)
 GuntherRohde
 「ドイツ民主主義共和国における土地法お
 よび憲法」
 13:00昼食
 14:30第2セッション:
 「土地利用および地価決定」
 HartmutDietrich
 「ドイツ連邦共和国における土地利用およ
 び地価形成」
 小林忠雄
 「日本の地価と経済成長」
 (16:00～16:15休憩)
 北野弘久
 「日本における土地税制」
 17:30センター家屋視察
 18:00レセプション
 ベルリン州政府建築住宅庁長官
 WolfgallgNage1主催
 20:00レセプション閉会、ホテルへ移動
 (専用バス)
 1990年4月24日(火)
 09:15ホテル発、ベルリン日独センター行き
 (専用バス)
 09:30第3セッション:
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 13:00
 14:30
 17:30
 「古い産業地帯および廃れた地域の活性化」
 Pe亡erJorzick
 「ハンブルク西部都心部における再開発お
 よび活性化」
 田山輝明
 「農村のおける土地法上の諸問題」
 (!1:00～11:15休憩)
 梨本幸男
 「神戸市の都市開発(実証研究)」
 GuntherKabus
 「ドイツ民主主義共和国における旧市街の
 近代化」
 昼食
 第4セッション:
 「土地利用計画および建築計画」
 KOm-adWiese
 「土地法・土地政策・価格政策手段として
 の土地利用計画と建設計画」
 永井達也
 「日本の都市計画と建築行為の原則と実情
 (東京の新宿副都心開発にみる)」
 (16:15～16:30休憩)
 永井多恵子
 「日本における土地問題と世論」
 第4セッション終了、ホテルへ移動
 1990年4月25日(水)
 09:45ホテル発、ベルリン日独センター行き
 (専用バス)
 第5セッション:
 「環境保護政策の一端としての土地保護」
 10:00HeinrichFrhr.vonLersner
 「ドイツ連邦共和国の環境保護政策におけ
 る土地保全」
 柴田徳衛「日本の都市環境」
 (11:30～11:45休憩)
 …"一■"・III・・"■1「1h'・・=1』・・'■1[」一'…Ih」…→"」、・III.…'」II'・…III・・…II』…、一1』.…IIII…,一II」.…」11h・一川一,.・・【」1・・..一[II,.、・・1監一・・.
 4月23日午前9時30分、日独センターよりリム
 ジンバスがホテル着、バスに乗ろうとすると、日
 本のTBSのテレビマンがシンポを放映するため
 私たちを撮影するのに一寸驚く。7分くらいで日
 独センターに着く。美しい林の中に白亜の旧日本
 大使館が菊の紋章をつけて直立している。(写真
 参照)
 13:00昼食
 14:30第6セッション:総括および最終討論
 篠塚昭次
 HerlllutJellkis
 (!6:00～16:15休憩)
 レセプション:
 連邦国土計画住宅都市建設省主催
 歓迎メッセージ:
 GerhardvonLoewellich事務次官
 17:30ホテルへ移動(専用バス)
 17:30
 1990年4月26日(木)
 09:00西ベルリン視察、HotelSylterhof
 12:30昼食会:
 ベルリン住宅建設共同組合および住宅建議
 会社主催
 (西ベルリン視察参加者のみ〉
 14:30東ベルリンに関する説明会
 (テレビ塔集合〉
 15:!5東ベルリン視察轡
 18:00レセプション:
 (株)ドイツ建設および土地銀行主催
 東ベルワン・テレビ塔
 19:00レセプション閉会(予定)
 ㊧
 1990年4月27日(金)
 06:00ホテル発東ベルリン飛行場行き霧
 08:50プラハへ出発
 ベルリン日独センター
 (JAPANISCH-DEUTSCHES
 ZENTRUMBERLIN)馨
 Tiergartenstr.24-27
 1000Berli1130
 Tel:250060(代)
 Fax:25006222
 ¢
 ■'.'''"II一''"』II'■'■■II一一'・・III・・'"し"]'■・・m」'■""1"・・辱1]1…"lll'・…II・・…1甲・」・・dl・・…一"・…、一II..・轟」l11….,,1』.一.」・1"・・..,"1,一.・」甲・.一匪1
 9時45分に、2階の大会議室で日独センター事
 務総長Dr.Thiloブルックドルフ氏が開会の辞を
 述べる。ブルックドルフ氏は、元ドイツの外交官
 で、旧男爵といわれている。その端正な風貌と社
 交的な接遇は私たちを魅了する。
 (注)ベルリン日独センターの概要を説明する。
 ベルリンの日独センターは1938～!942年に建築
 され当時のドイツの建築家ルードイッヒ・モーシ
 ュマー氏と内装設計を担当したシーザ・ピィノー
 氏の共同設計で、ナチのヒットラー総統のお声が
 かりの建築だといわれ、隣にイタリア大使館もあ
 る。戦後廃墟になっていたのを日本の中曽根元首
 相と西ドイツのコール首相との間で“学術の出会
 いの場"として修復工事の話がすすめられた。修
 復は日本の建築家黒川紀章氏と西ドイツで長く建
 築活動している山口泰治との共同設計である。
 ドイツ側からは建物の外観は1938年代のドイツ
 統一主義のエポックであるのでそのまま忠実に復
 元して欲しいとの条件が着けられ1985～1988年ま
 、でかかった。建物面積は6300m2,敷地は913.5㎡で
 ド斤有者は日本国で日独センターが貸借している。
 馨
 日独センター活動基本方針
 !.ベルワン日独センターの目的は、日独および
 日欧間における交流と強調を奨励・促進し、相
 互の社会と文化に対する理解をより深めること
 に貢献することにある。その際、東西問題およ
 び南北問題も扱うこととする。
 2.以上の目的を追求するためセンターは、学問、
 経済、政治および文化の各分野におけるセミナ
 ー、コロキウム、学術会議等のプロジェクトを
 実践面だけでなく歴史的側面も、それが現実の
 気
 る、'
 診
 ノ
 旨
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 理解に必要な場合には考慮して開催する。さら
 に、国際関係および先端技術にも特に留意し、
 同分野における学者間の強調・交流および研究
 を奨励する。
 3.上記1の各種プロジェクトを企画し、研究・
 調査等を支援するため、ヨーロッパ言語および
 日本語による適切な文献・資料を収集する。
 4.文献翻訳およびセンター各種プロジェクトの
 翻訳・通訳のために、センターは独自の語学業
 務を有する。特に日独語間の業務が前面に立っ
 ている。語学業務の成果はデーター処理により
 専門語辞典に纏め、センターと強調する人物お
 よび機関等に提供するよう務める。さらに、日
 本語初級講座および日本紹介講座も設けている。
 5.センターの建設および施設を、センター訪問
 者およびベルリン市民への日本文化の紹介にも
 利用するため、展示会や各種行事を開催する。
 センター主催の文化行事に関しては、相互性に
 留意しなくてはならない。
 6.日欧相互に関心を有する人物および機関の仲
 介役を果たすよう努める。特に日欧における学
 術機関との協調の可能性を探るよう努める。
 7.一本ドイツ、欧州およびアジアに関する可能
 な限り現実に則した報道に貢献するよう努める。
 ((有)梨本不動産研究所)
 b
 1彪哲
 {鳶マ
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 牛寺」引』寄手高
 太平洋戦争の敗因
 フィリピンにおける通信情報軽視の1例
 旧4FRD:第4航空特殊情報隊
 指揮班長島田三郎
 [1]特殊情報戦
 戦況に我に利あらず、既にレイテも落ち、次に
 敵の機動部隊はフィリピン、ルソン島のどこにい
 っ上陸するかと、一同神経をとがらせている昭和
 19年12月、年の瀬もおしせまったある日、深夜の
 第4航空特殊情報隊本部でのこと。
 甲傍受隊員「457400V201出現」注:周波
 数4574kcに、呼出符号00V201の敵機動部隊の
 電波出現(これは東京空襲便)引続いて乙傍
 受隊員「421100V223出現」注:421!kcに
 00V223の機動部隊の電波出現の大音聲に、
 島田指揮班長「421100V223ソテ」一注:
 4211kcで00V223電波発信位置を沖縄・屏東・
 ツゲガラオ・マニラ・バコロドの各方向探知所は
 方位を測定せよ下命、2図③の出力2kwの
 無線送信所は放送形式で④の各方探所に打電した。
 まもなく各方向探知所より、各方探所を基点と
 して、沖縄「184」、屏東「154」、ツゲガラオ
 「!45」、マニラ「121」、バコロド「89」と方位
 測定結果を⑤通信班に報告してきた。
 直ちに指揮班各将校は指揮班長前面机上にある
 1図のマニラを中心とした太平洋の拡大地図(約
 3m×4m〉にとりくみ、各方探所位置分度器に
 あわせて作図、示誤三角形の中心点を00V223電
 波発信源一スリガオ海峡東170kmと決定、
 指揮班全将校による情報分析の結果、
 (1)本機動部隊にはGAIN(マッカーサー元帥暗
 号名)が搭乗していること。
 (2)MIX(ニミッツ提督暗号名)が00V223機動
 艦隊を指揮していること。
 (3)機動部隊周辺を護衛する潜水艦(暗号名nerk
 等9の楕円の大きさよりみて過去最大規模の機
 動部隊であること。
 、二
 誰β■“
 、賊
 窯.
 (4)リンガエン周辺ゲワラによる電波発信が急増し
 ていること。
 (5)モロタイ島・ポートモレスビーよりリンガエン
 方面への敵偵察機・爆撃機の飛来がふえてきたゆ
 こと。
 (6)ミンダナオ・ネグロス・パナイ・ミンドロ各地
 ゲリラ電波が発信されだしたこと。
 (7)00V223現在位置より、リンガエン迄約1,600
 1、、,あり10ノットで航行して約4日の行革呈、上凶
 作戦準備を考量して、
 “敵の大機動部隊(マッカーサー元帥搭乗)は
 スルガオ海峡を通過し、1月5日～10日頃リンガ
 エンに上陸作戦を開始するものと状況判断"
 o
 直ちに第4航空軍指令部に“情報分析判断書"を働
 提出した。
 まもなく軍指令部より53期岡本大尉・54期川上大
 鷲謝澆飾禦蹴奪離経籍
 に詳細説明したところ、参謀に偵察機も飛ばさず
 になぜ敵の機動部隊の位置がわかるかと言われ困
 ったが、通信・情報の技術面を説明やっと理解し
 てもらったよ。」とのこと。
 以前にも当隊のバコ。ド方探所の送信周波数変遷
 のため、水晶片を運んでほしいとお願いしたとこ
 ろ「そんな重いものはだめだ。」と一蹴されたこ
 とを思いだし、無念。
 当時は航空部隊急増のため、上級将校には砲兵
 等地上部隊からの転科まもない方が多く、ハード
 面に弱く、特に航空通信・情報についての技術知
 識がほとんどなかったのは仕方のないことであろ
 う。
 li
 航空通信情報は航空部指揮の命脈といわれてい
 たが、ハード面の基礎知識なくして、航空部隊の
 運用は不可能であった。当隊では松尾隊長・下白
 石副長とも航空通信情報の基礎的な技術を習得し
 て着任した私達2人の56期生を全面的に信頼され、
 2図のマン・マシンのシステム作りから、運用面
 までまかせていただいたことは非常に有難いこと
 で、やりがいのある毎日であった。払暁の特攻機
 出撃にまにあわせるため、情報分析判断書を連日
 午前4時迄に第4航空軍指令部に提出するのが私
 達の仕事、同期生達の特攻出撃成功を願い、正確
 ・詳細な情報分析のため連日不眠不休、机で仮眠
 する状態であった。
 .、なお、50台の各傍受機について、隊員が割当ら
 ,した周波数帯域をダイヤルを廻し、出現電波を耳
 で聞いて探すのは非能率的で、確実性に欠け、逃
 がす場合もあるため、傍受機の改良について軍指
 令部に具申したが、時既に遅し。
 、注)出現電波の同調周波数fは2π厄の逆数
 であるため、レーダーのようにブラウン管
 を利用、横軸にコンデンサーの容量をかえ同
 期をとって掃引、周波数をマーカーとして目
 盛れば、縦軸に各周波数に同調した出現電波
 を目視することができ、出現と同時に方位測
 定が可能となる。
 ところで航空部隊の作戦の特色は
 ・『「1)作戦範囲が広く、しかも1秒を争う時間戦争で
 ある。ために平素からマン・マシンの情報処理
 システムを構築し、傍受(発受通数・暗号解
 読)、方向探知(発信電波の位置測定〉、レー
 ダー(超短波による敵機位置測定)等によるマ
 クロ情報を収集解析しておけば、機微に則した
 有効な作戦がたてられる。
 (例):比島占領後の2年間の、レーダー網、無
 線情報傍受網の未整備が、クラーク飛行
 場における、敵機急襲で陸海軍機1000機
 を失うことになる。
 (2)化学技術戦争である航空機・通信・計測・誘導
 等の性能及び操作技術の優劣が勝敗の決定的要
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 素となる。
 (例〉:日本の無線機使用真空管は当時ガラス管
 又はRHシリーズ管であったが、米軍の
 はメタルチューブで高性能であった。ま
 たレーダー(当時ラジオロケーター、デ
 テクターと称していた)はシンガポール
 ・コレヒドール占領時に始めてその存在
 を知り、私達も水戸航空通信学校時代、
 “おおみか"で教育をうけたが、故障多
 く、敵機をやっと発見できる程度であっ
 た。
 一方米軍レーダーは使用波長が短く高性
 能で潜水艦の潜望鏡も発見できた。特に
 日本の戦闘機搭載の飛三号無線機(電話
 用)は非常に性能が悪く、戦闘戦隊・編
 隊としての無線電話による指揮はほとん
 どされていなかった。(日本語の無線電
 話は傍受されず)半面米軍機搭載無線電
 話の性能は優秀で、「ウミンガンの日本
 軍弾薬集積所発見爆撃せよ」等の米軍無
 線電話は何回となく傍受し、関係機関に
 通報した。
 (3)補給戦争である。技術兵科で、将兵の教育訓練、
 多岐にわたる補修部品生産に時間がかかるため、
 人の補充・物の補給が困難である。
 (例):相当期間演練したパイロット・オペレー
 ターを特攻機として送りだしたのは如何
 なものか、またメーカーによってソケッ
 ト穴があわない真空管があったり、1ヶ
 の補修部品の不足で送信不能となり、指
 揮・連絡がとだえたこともあった。
 以上3点いずれも米軍より劣り、特に通信情報
 については非常に劣っていた。ためにフィリッピ
 ンでは緒戦において、クラークフイルドで!000機
 の飛行機を失い、以降制空権を米軍に握られ、悪
 戦苦闘の連続となった。
 [2]自戦自活
 当隊の“情報分析判断書"通り、敵機動部隊は
 リンガエンに1月8日上陸した。
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 第4航空軍は当初マニラ死守の方針であったが、
 地上戦闘用兵器を持たないため、隷下各隊は鉄兵
 団各部隊に分散配属された。第4航空特殊情報隊
 主力は松尾少佐指揮のもとバヨンボンに一部は下
 白石少佐指揮のもとイボー陣地に転進した。
 1月11日松尾少佐・福田中尉等と共にマニラを
 出発、5号道路(マニラ・アパリ街道)を北進、
 サンミゲール・サンホセを通り、バルテバス峠を
 敵機の襲撃をさけて夜間に強行突破、バヨンボン
 で航空軍指令部に合流した。
 当時鉄兵団・撃兵団は既にバルデバス峠を中心
 にリンガエンに至る山岳地帯に布陣していたため、
 マニラに至る平野部には友軍地上部隊はなく、私
 達マニラ残存航空部隊の転進は全く心細い限りで
 あった。リンガエン方面の砲聲は次第に近づくし、
 上陸した敵機甲部隊がいつ5号道路に進出、私達
 の退路を遮断するかと案じながら、昼間は車間距
 離を大きくとり、敵機の機銃掃射の間隙をぬい、
 夜間は車間距離をつめ、5人に!丁の小銃と、連
 射すると銃身が真赤に焼ける飛行機用旋回機銃で、
 跳梁するゲリラ部隊と交戦しながらの転進作戦で
 あった。
 20年3月、4FRDの私以下6名は特攻隊要員と
 して屏東転進を命ぜられ、松尾少佐以下部隊主力
 はバルテバス峠布陣の地上軍に配属ときまり、同
 隊で隊長から非常に信頼され、共に戦ってきた同
 期の福田中尉と別れることになった。これが彼と
 の悠久の別れになろうとは。
 今にして思えば、航空通信で私より先に台湾転
 進を命ぜられた同期の古山中尉・鈴木中尉はバシ
 ー海峡で敵機に撃墜され戦死している。運命の悪
 戯というものか、このような状態で、どちらに下
 命されても、生存の確立はほとんどなかったよう
 に思う。
 私以下6名はゲリラと交戦しながら、オリオン
 峠を突破、エチアゲで52期山中少佐、司令部の岡
 本・川上両大尉と落合い、屏東転進のためツゲガ
 ラオ飛行場へ。ここで迎えのMC-20輸送機を待
 つが、P38夜間戦闘機に着陸寸前撃墜された。そ
 こでルソン島北端アパリより駆逐艦で屏東転進と
 下命されたが艦来らず、山中少佐以下残存航空部
 隊は湯口兵団配属となり、カガヤン河支流ドモン
 河上流、クマオよりピナパック・ナバソと人跡未
 踏の北部ルソン島東部山岳地帯にこもり、友軍の
 ルソン島逆上陸迄自戦自活と下命された。
 当時集結した残存航空部隊には無線機がなく、
 外部の様子は全くわからなかった。ところが8月
 も下旬になると、敵の砲爆撃がへり、観測機のま
 く宣伝ビラで、なんとなく状況の変化を感じたが、
 9月5日に至り、湯口兵団より終戦が伝達され、
 ラロ・アパリを経て、マニラ郊外ロスパニオス収
 容所に入り、翌年1月13日浦賀に上陸帰国した。
 ルソン北東部山岳地域は火山地帯で、地図上
 996mとかかれた円錐形の休火山は実在していた
 が、私達が自戦自活地域に予定していた地図上の鰹
 大きな湖はなかった。ナバソには高さ5m程の湯
 量豊富な熱い温泉滝があった。そこでとりあえず
 この地域を自戦自活の拠点を定めた。
 糧秣をもたない私達航空部隊雌民の去った轟ξ
 落で徴発したわずかな食糧、椰子の木の先端、い
 もの葉、野草、大とかげ、沢蟹、大蛇等あらゆる
 ものを調理してたべた。煙は敵の観測機に発見さ
 紮潔二会蒙馨誇講空巣顛薫習為
 禁じ、すべて煮沸した。しかしキニーネは殆どな
 く、熱帯性悪性マラリヤで発狂して死ぬものがで
 るようになった。
 また生存のためには、1日7グラムの塩が必要
 と聞いているのに、塩が欠乏しだした為、東海岸
 への転進を計画、探険隊を編成、道しるべを山中
 隊の㊧とし・立木の両面に印を付けること1こ峨
 た。
 道中、山岳地帯の谷線上には、茨・しだ類・竹
 等の灌木が密生し、緑色で透通ったような猛毒蛇{
 ξ彦
 がおり、陵線上には、20Cm位の太い蔓を巻きつけΨ鷹
 た直径3～4mもある巨木が相当間隔でおいしげ
 って天空をかくし、地面は落葉でじめじめとした
 状態であった。
 そこには尺取虫のようにして歩くマッチ棒位似
 山蛭がいたる所におり、編上靴にはい上り、巻底幅
 腓の隙間から進入して血を吸い、栄養失調の身体
 では仲々血がとまらないのには悩まされた。
 また陵線上の立木空間に、時として、約1m四
 方の高床に、片流れ屋根の数戸の小屋が散在して
 いるのに出会ったこともあった。これは散在して
 いる人骨よりして食人種のネグリート族の集落と
 思われた。また白と黒の縦縞模様の山猫・直径10
 cm以上もある樹上の大蛇に出会ったこともあった。
 深淵をつくって東海岸方向に流れている幅20m位
 の大河が地下洞窟に吸込まれ、なくなってしまう
 のには驚ろかされた。
 「隊長殿竜がおります。」の聲におそるおそる
 洞窟をのぞくと、爛爛と輝く2つの眼、巨大な頭
 に燐光で輝く2つの角、と思ったのは、鍾乳石を
 つらぬいて洞窟迄のびた木の根にむらがる夜光虫
 だった。早速手榴弾3発と頭に小銃弾をうちこん
 で仕止めた大蛇を立木空間に引きずりだして解体、
 皮下脂肪、あみ油で飯盒10杯の油がとれ、沢蟹と
 z三㌦
 野草のミンチボール、白身の蛇肉で栄養失調を幾
 分なりとも癒した。解体後の肋骨は牛の肋骨をみ
 ているようであった。
 、.一思うに、わずかな兵器と、糧秣もない、寄合世
 ,∫の私達航空部隊でありながら、割合犠牲が少な
 かったのは、山中少佐以下皆が一致団結して行動、
 統制のとれた自戦自活を策したためであろう。
 フィリッピン残存航空部隊に生死不明者が多か
 一つたのは、兵器・糧秣がないため、小単位に分割、
 ‡地上部隊に配属された為だが、アミバー赤痢・
 マラリア等が猖獗を極める山岳地帯の熱帯樹林を、
 部隊を解散、小人数で行動したところでは、糧秣
 の不足で殺戮が始まり、人肉を食したとの話も聞
 く程で、戦死より大部分が病死、行き倒れ衰弱死
 であった。平和時の常識では考えられない狂気が
 横行する戦場心理、これが生地獄の戦争の実態で
 ある。このような事が戦後の比島残存航空部隊所
 属将兵の追跡調査を困難なものにした。
 合掌
 、.、こ3コこれから
 山下奉文閣下辞世の句に“野山わけ聚むる兵士
 10余万、還ワて成れよ国の柱と"、また「日本国
 民よ科学の向上を期せ、戦争に負けたが経済で勝
 。■て」遺言され、昭和21年3月15日午前0時、ロス
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 パ二才ス収容所で絞首台の露と消えられた。
 今静にわが国の現状と将来を思うに、山下閣下
 の遺言は概ね達成されたように思う。しかし今後
 とも経済社会の安定的な成長と国民の福祉を考え
 るなら、絶対に戦争は避けなければならず、世界
 平和の持続を願うものである。私達のように比島
 での悲惨な負け戦につぐ逃避行の経験者は特に強
 く感じるものだ。
 米国において、ベトナム反戦デモ、ドル・ダウ
 平均株価の下落で、「戦争は買い」の常識が崩れ、
 米国の財政に大打撃を与え、“世界平和が経済の
 根本である。"という概念が定着してきたことは
 誠に喜ばしいことだ。
 また情報の非公開は疑心暗鬼・不信・恐怖を呼
 び、軍事拡による過剰防衛、狂気の誤操作による
 核戦争勃発の脅威が世界中で喧伝されだした昨今、
 ゴルバチョフを迎えた鉄のカーテンも徐々に情報
 の公開に踏み切ったことは喜ばしい。
 人工衛星・レーダー・OTH(超地平線レーダ
 ー)・エリント(電子偵察)・コミント(通信情
 報の分析〉・早期警戒機・対潜音響監視システム
 等の発達で、米・ソとも相互にミサイル基地・軍
 事力・鉱工業生産力・農産物出来高等を知悉する
 ようになったこと自体が、戦争抑止力として働い
 ている。
 今や核不使用の通常兵器による局地戦争はいた
 る所で起こっており、米・ソとも肯定している現
 在、わが国は"備えあれば憂いなし"で、平素か
 ら諸外国の軍備・経済・自然社会環境・文化等に
 係る情報収集処理システムを構築すると共に、最
 先端科学技術による最少限の自衛力を保有し、敵
 のわが国に対する侵略企図を未然に封じ込める必
 要があろう。
 以上一
 ((株)日本相互不動産鑑定所)
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 2図
 フィリッヒンでは第4航空特殊情報隊(耶RD長:下白石少佐)と第5航空特殊情報隊
 (5FRD長:松尾少佐)が併合され、第4航空軍直属となり、第4航空特殊情報隊(隊長
 :先任の松尾少佐)として、主として敵機動部隊・艦隊、及ひ敵航空部隊の無線情
 報の収集解析を行なった。
 ①傍受隊:約3000KC～8000KCの短波領域すべての無線電波を傍受するな壌、約50台
 の受信機に100k(i宛周波数帯域を割当て、2交替で昼夜連続賞信した。
 同盟通信、海外同短波放送は一定周波数であるが、機動部隊等はし・ばし・
 は周波数を変更するため、片時も油断できなかった。各傍受隊員は割当
 て周波数帯域中に短時間出現する重要電波(00V223敵機動部隊、nerk潜
 水艦)、不明電波(ゲリラ電波)を位置測定のため指揮班に報告、暗号解
 読班・統計分析班にも通報した。
 ②指揮班:重要出現電波は、④の沖縄・屏東・ツゲカ'ラオ・マニラ・バコロドにある
 各方向探知小隊に、③の送信所より放送形式で同時に、方位測定を下命し
 た。
 強の各方探小隊より◎通信班を経て寄せられる、各方向探知所を基点とす
 る方位測定報告をもとに、太平洋拡大地図上に作図、電波発信位置を決定
 した。そして・今迄の暗号解読・送受信回数の統計分析結果等と照合、敵機
 動部隊・敵航空部隊の企図を判断、第4航空軍司令部に報告した。
 クラーク・ニコラス・カロカン等飛行場より特攻機の出撃状況を報告して
 いるゲリラ・スパイの電波源を憲兵隊に通報した。
 敵艦隊の故障無線・SOSの救難信号・癖のある通信に乗じて偽電を発信、
 敵機動部隊を撹乱した。
 ⑤通信班より、④各方向探知小隊に隊務連絡用通信周波数の変更を下命し
 た。
 一電離層高低密度で昼間6000～7000KC夜間4000～5000KC程度をよく使
 用するが、敵の傍受を防ぐため、周波数・呼出し符号をときどき変
 更した。
 ④方向探知小隊:1図各地に所在、偏差を修正、真北にあわせた4本のダブレットアン
 デナで、マニラ本部よりの方位測定命令に対し、熟練した隊員がごく短時
 間しか出現しない敵の発信電波を捕捉、方位を測定した。
 ⑥無線電話傍受班:外語出身の隊員・捕虜を使って、敵機等の短波・超短波無線電話
 を傍受した。
 ⑦暗号解読班:相当程度の暗号・略号・呼出符号まで解読していた。
 ⑧統計分析班:日本の通信連絡は主として2局間の相互交信方式であったが、米軍のは
 放送形式であるため、各電波発信受信地毎の発受信通数の増減と、呼出符号
 の解読で、米軍指揮官の移動状況が判明した。
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 盤牛寺男1』寄手高
 地価公示等の幹事
 18年間での感想
 1地価公示制度発足の経緯
 地価公示法が施行されたのは昭和44年7月1
 日で、翌年の昭和45年1月1日に第!回の地価
 公示が実施されたのは皆様も御承知のとおり。
 その発端となったのは、私が知る限りでは昭
 和39年に開催された東京オリンピックに伴
 い、36年頃から東京都等において公共用地の取
 得が大量に行なわれ、しかも期間が限定されて
 いたため取得価格を時価より相当上廻る高値で
 買収をせざるを得ない状態にあり、これが当時
 の東京の地価を高騰させた大きい要因になった
 ものと記憶しております。
 当時の買収方式を「オリンピック方式」とい
 って、1年位先の価格を関係人に提示し、1年
 間、価格を変更しないと云う方策を取ることに
 よって、関係人に先に売った方が得だと云う施
 策を取らざるを得なかったためです。
 この東京の地価高騰に対し、国は種々の土地
 対策を講じたので、(その一つに吾々と非常に
 関係が深い「公共用地の取得に伴う損失補償要
 綱」が昭和37年に閣議決定されています。)暫
 くは地価も安定したが、その後は、丁度戦後の
 高度成長時期に当り(イザナギ景気の時代)地
 価は再び高騰を続けるところとなったのです。
 これ等のため国は昭和43年に「地価対策閣僚協
 議会」を組織し、検討の結果、地価対策の一つ
 として「地価公示制度」と云う案が打出され、
 これによって地価の牽引的役割を占めている公
 共用地の取得価格の適正化を計ったのです。
 2地価公示制度発足当時の作業とその苦労
 昭和44年7月「地価公示法」が成立すると共
 に、準備作業として、一部の鑑定士に対し、各
 府県の代表的な標準地(現在の代表標準地的な
 神澤輝雄
 熱
 一
 もの)について、評価作業の開始を指示されま
 した。
 私は大阪市内を含む北大阪を担当しました。〆
 当時は現在のように事例収集制度が確立されt
 おらず、全く足を棒にして事例を集めたもので
 す。新聞の折込資料は勿論、宅建業者には絶え
 ず飛込んでいました。また、新築の建物があれ
 ば必ずその家に上り込み、タオル数枚程度を手.
 土産に取引の内容を根堀り葉堀り聞き込んだも
 のです。勿論、時には門前払いを受けたことも
 あります。
 特に苦労したのは市内の高度商業地の事例収
 集でした。
 3.昭和50年1月1日の地価公示価格について
 地価公示制定後、厳しい金融の引締めもあっ
 て、地価は暫く安定的に推移しておりました。
 ところが、その後景気の低迷が引続いたので、
 国は、昭和46年頃から金融緩和政策に転換し、
 このためもあって昭和47年中期から昭和49年の
 前半まで、地価は年率30%を超える高騰時代を
 迎えることとなりました。なお、当時の田中総
 理の列島改造論も地価高騰に火に油を注ぐとこ
 ろとなったものです。
 この異常な地価高騰に、政・財界から「地価
 公示制度」について種々批判が出され、制度ぞ.
 のものの存否についても疑問が持たれました。
 丁度、この頃昭和48年に第1次石油ショック
 が起り、景気は急速に落込み、地価も同じく急
 激に、高騰がストップしました。このため、当
 時地価公示制度を所管していた建設省の計画局
 地価公示室では「地価公示制度」の信頼を、政
 財界のみならず国民全体から得るため、吾々鑑
 定士に昭和50年1月1日の地価公示価格を前年
 ∫
 .〆k
 二割『
 度より約10%下落した価格とするよう強く要請
 して来たところです。
 しかし、鑑定士は実勢を十分承知しており、
 調区、或いは都計外区域の山林、農地は確かに
 下落しているが、市街地では高値安定、横這い
 と判断していたのですが、建設省の「地価公示
 制度」の存亡に係ると云う強い要請もあって、
 止むなく一10%程度の公示価格を決定した次第
 です。
 これが、次に述べる公示ポイントの大選定替
 〆
 という大変な作業の原因にもなった訳です。
 4.地価公示地点の選定替の大作業
 先に述べたように、地価は土地神話ではない
 ズ醤、市街地においては、昭和50年も実勢価格は
 !ぐっておらず、その後も、微騰を続けていたの
 が実態で、昭和55年頃には、公示価格は民間の
 取引価格の半値位迄乖離してしまったのです。
 これでは、地価公示法の基本理念である「一
 〆一案の土地取引の指標」にならないばかりか、国
 〔
 民一般の信頼も喪失しかねない情勢になってし
 まったのです。
 このため、昭和58年頃から3ヶ年計画で、全
 公示地を選定替するはめになりました。
 お陰で、鑑定士は「地域設定区分図の作成」
 や選定替調査の作成に多忙を極めたところです。
 、.■お陰で昭和60年頃には、やっと市場価格とリ
 〆
 ンクすることが出来るようになりました。
 しかし、地価公示価格は、本年7月の朝日新
 聞の社説でも記述されているとおり、鑑定評価
 一う資料が後追いのため、公示価格は地価の上昇
 調にあっては、じわじわと実勢価格と乖離せざ
 るを得ないものであって、昭和48年頃に行なわ
 れた大選定替当時の国土庁の地価調査課長の考
 えでは、5年毎に大選定替を行う構想だったよ
 『ですが、それは何時の間にか消えてしまい、
 輝年鑑定士は実勢価格との乖離に悩んでいると
 ころです。
 しかし、鑑定士としては、地価動向の推移を
 分析して常に実勢価格にリンクした適正な価格
 を、国民に公示する義務があると私は考えてお
 ります。このため、将来の地価動向の計量的分
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 析を鑑定協会が中心になって実施されんことを
 常々希望しております。
 5.一物四値について
 最後に一言、過去10数年に亘り政府は、種々
 土地施策を講じてこられたが、その施策が直接
 功を奏した例は、余り少いのではないかと思わ
 れます。
 その原因の一つに、吾が国の土地評価制度が
 バラバラだと云う点です。即ち御承知の通り、
 吾が国では、「市場での取引価格」「地価公示
 価格」「相続税評価額」「固定資産税評価額」
 と云う一物四値と構ぜられる状態にあり、いず
 れも相互に関係がなく、個別の省庁で評価され
 ており、複雑な価格体系と価格が存在し、国民
 も何れが適正な価格か判断に困惑を感じている
 のが実態でしょう。このことが、土地問題の解
 決を困難にしている一つの要因かと考えられま
 す。
 このため、平成元年に制定された「土地基本
 法」第14条においても「国は、(中略)公的土
 地評価について相互の均衡と適正化が図られる
 ように努めるものとする。」と規定されるとこ
 ろとなった訳です。
 既に欧州等では土地評価について一元化され
 その価格が一般民間の取引の指標になり、また
 公共用地の取得価格の基礎ともなっております。
 幸い、やっと自治省も固定資産評価について、
 鑑定士の意見を聞くようになり、また相続税評
 価額は、地価公示価格に準拠されて来ており、
 地価公示価格は、益々社会的に重要「生を増大す
 ると共に、鑑定士もその責務が益々厳しくなっ
 てきたと云わなければなりません。
 地価公示の幹事を18年間勤めて来た古参の5
 名の者が平成3年1月の地価公示から若い方に
 交替することとなりましたが、先に述べた地価
 公示制度の制定の趣旨を御理解頂くと共に、過
 去に、私達が犯かした失敗を再び繰り返さない
 よう御留意頂き、立派な地価公示制度、並びに
 立派な鑑定評価制度の確立に寄与されんことを
 心からお願い申しあげバトンを送ることと致し
 たいと思います。((財)日本不動産研究所)
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 委員会報告
 業務委員会業務委員会委員長
 河合辰郎
 ①第三鑑定添付鑑定の閲覧制度を充実すべく資
 料提供を呼びかけました(2.9.10)。30事
 例ほど返答があり、整理のうえ編集を終えまし
 た(2.9.18)。
 ②抵当証券懇談会の件
 大阪法務局に上田首席登記官を訪ね、今後の
 開催スケジュールを相談しました
 (2.9.18〉。
 ③民事裁判に係る「不動産鑑定人名簿」作成の
 件、現在本年度版の発行に向け、会員各位に登
 載事項についてアンケートの発送準備をしてお
 ります(2.11.16ごろ発送)。
 平成3年!月末出来上る予定で、直ちに各裁
 判所へ配布する予定です。
 国際委員会国際委員会担警部会長
 湯浅畠一
 汎太平洋鑑定会議報告
 第15回汎太平洋不動産鑑定会議が韓国鑑定院の
 お世話によリソウルのインターコンチネンタルホ
 テルを会場として9月23日より9月28日迄の日程
 で開催された。
 大阪からはスピーカーとして大西靖生先生が出
 られるので、清聴かつ応援すべく大阪発で18名の
 会員が訪韓することとなった。
 御多忙の先生方でもあり、日程調整もあって4
 班に分れて会議出席を計った。小生は先陣を承る
 第1班に属して、9月23日～9月25日間、中国会
 の石田正美先生、大西靖生先生、渡辺邦雄先生と
 ほぼ行動を共にさせて頂いた。
 晴天の大阪を昼前に発ち、曇天のソウルに着い
 て、昼食後会議登録をなし、市中見学等を行い、
 かのB29を兵員輸送機ギャラクシー等が展示され
 ている展示場を見学し、今更ながら空襲を受けて
 いるときは何と巨大かと思ったB29や、その他第
 2次大戦、朝鮮事変当時の兵器群の時代遅れさ加
 減には隔世の感を抱いた。明けて、24日の開会
 式は、開会前より韓国の女子中学生を主体とする
 イ
 合唱が歓迎の意をこめて流れていた。開会式に引㍊、
 き続いて基調演説が行われた。Korea大学のS.J.
 Han†専士による「Newlnternationalorderill
 AsiaandPacific」と題するもので、有益な季
 〆
 唆に富むものであった。ランチパーティーの後ミ...
 大西先生の出番となった。テーマは“Analyzing
 thelnpactFees"であり、カナダのGrand
 Edwardh氏と大西先生の講演があった。それは、
 いわゆる土地問題、都市問題に対する一つの有幼
 な手段として、開発負担の制度が各国で行われ＼
 いるが、日本における開発負担の現状を報告しそ
 のような開発負担が不動産価格および不動産の鑑
 定評価の上に及ぼす影響についての研究発表であ
 った。
 大西先生の講演を小生なりにまとめると、「開
 発負担は2つのタイプに分けられる
 1.地方税一事業所税
 2.開発負担金一市町村開発指導要領による開発
 指導要綱には、①開発負担金の額②開発者が自ら
 の費用で整備すべき公共公益施設の種類規模品質
 。〆
 などが定められている。冗
 一、一
 歴史的には、1967年の川西市の「川西宅地開発
 指導要綱」がその鳴矢で、今日では1174の市町村
 が指導要綱を持っていることを説明された。
 次に具体例として、大阪郊外のKプロジェクト
 について開発負担による開発土地原価の上昇及・.
 地元市町村財政への影響について、実例を挙げて
 紹介された。
 その結果として、宅地造成原価の内、開発者が
 負担及び提供した公共公益費用は総原価の45%程
 度に達していることが明らかにされた。
 このような大規模プロジェクトに対する負担は
 厳しく宅地価格を上昇させる要因となっているが、
 良好な住宅団地が提供されることにもなっている
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 ことを指摘された。
 一方、地方自治体財政に対する影響として、人
 口急増による行政コストの増大化が財政危機をも
 たらすのではないかという意見に対しては、K団
 地所在市の実例をあげて、当初の7年間はK団地
 から都市が受ける税収入が、市がK団地に必要と
 する支出を上回り、赤字が続くが、7年で年度決
 算で赤字は消え、10年ぐらいで累積赤字も消え黒
 字転換することにより、財政的にも貢献している
 .一実情を示された。
 ズ
 ＼最後に不動産鑑定にあたってこのような開発負
 担をいかに考慮すべきかについては特定の受益者
 負担であり、一種の税と考えることができ、税を
 /不動産の価値の中に含めるべきかは問題であり、
 、また開発負担は個々に異なるものである以上、
 個々のコストアプローチは中心的手法とはなり得
 ず、市場での取引事例比較法が中心になるべきで、
 個々の開発負担については特殊な配慮を要しな
 ∠「丈.
 〆一い」と結論づけられた。この講演に対して2～3
 kの質問が行われたが、いずれもそつなく答えられ、
 講演は成功裡に終了した。われわれ参加者一同は
 盛大な拍手をもって講演者大西先生を送った。
 その後は、市内見学に赴く人、旧知と旧交を温
 める人、今回の知人と個別に懇談する人等に分か
 ,～
 〆「『
 れた。参加した先生の中には、例のウオーカーヒ
 ルのカジノでの巨利を博した方もおられた由で、
 それぞれ韓国事情を肌で感じられたことである。
 小生は、昨年末に施行された韓国の土地3法
 「宅地所有上限に関する法律」「開発利益還収に
 関する法律」「土地超過利得税法」について勉強
 するため、2～3の知人に教えを乞い、同行を頂
 いて、果川市に所在する建設部の土地管理課を訪
 問して3法の実施状況についてお尋ねしたが、実
 施後間もないことでもあり、その成果もはっきり
 していないが、感触的に当初の予期された厳しい
 効果は出ないのではないかとも感じられた。
 夜はディナーパーティーがあり、小生は、東京
 会の村川先生と共にオーストラリヤからの出席者
 と同じテーブルを囲んで歓談した。資源豊富で入
 口の少ない同国への日本の進出については歓迎の
 意は表されたが、その中に微妙な発言があった様
 に感じられた。
 宴の中で各国のチーフデリゲイト(ほとんど御
 夫妻同伴)によるサリュテーションがスポットラ
 イトの下に華やかに繰り広げられ、日本も大河内
 協会国際委員長御夫妻が登壇された。
 インターコンチネンタルホテルは、先般、韓国
 と北朝鮮との会談が行われたというモダンなホテ
 ルであり、快適な諸設備がととのっていたが、会
 議場については、そのレイアウトの点、今一つと
 思うところがあった。
 翌25日の韓国の新聞には会議の模様が写真入り
 で掲載され、御世話方のP.R.の御協力に感じ
 入った。
 小生にとっては、昨秋の大阪部会国際委員会主
 催による韓国視察旅行に次いで2回目の訪韓であ
 ったが、改めてソウル市内の早朝から深夜に至る
 までの活気にそのバイタリティーを感じ、お世話
 頂いた皆様の御厚意には厚く感じ入る次第である。
 以上の様な成果を御報告申し上げるが、われわれ
 は先発であり、滞在組、後発組の諸先生より、爾
 後の模様については、御紹介を頂けるかと思って
 いる。((株)鑑定研究所)
 〃
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 てやみません。
 多くのご投稿により本誌を大いに盛り上げ
 て下さり厚く御礼申し上げます。また今後と
 も一層のご支援、ご鞭撻お願い申し上げます。
 男太人巌祐博光
 輝順幸要睦一
 田野本井合田
 米佃佐宮河河島
 渉外広報委員会
 担当副部会長
 委員長
 副委員長
 委員
 委員
 委員
 委員
 ここに「鑑定おおさか」第6号をお届け致
 します。
 昨年秋頃発行の予定でありましたが、3ヶ
 月ばかり遅れる結果となりました。
 昨年は色々な事件があり、東西ドイツの統
 一、ソ連の市場経済制度への転換、イラクの
 クウェート侵攻等がありました。国内的にも
 原油価格の高騰、株価急落など、又、高騰を
 続けて来た土地価格も反落に転じ、金余りの
 結果の株高、土地高のバブル経済も終わり正
 常化へ軌道修正しつつあると思われる。
 今年は未(ひつじ)年であります。未年は
 品良く、高ぶらず、万事にひかえ目な年の様
 であり、中東湾岸危機の平和的解決を希望し
 1/～『=殴
 /叉
 義目ソ
 ■多ききア'■
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