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 『最近の不動産市況と地価動向』
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 ～
 豊凶風塵
 はじめに
 バブル経済の象徴であった異常な地価高騰が終わって、一転これまで経験することのなかった大幅な地
 巧下落に陥り、はやくも2年半の月日が経過しようとしているが、混迷する経済情勢と重なり合いながら、
 はたして地価はこの先どこまで下がるのかまったく見通しの立たない状況にある。
 戦後において過去2回あった「地価の高騰～鎮静化に至る過程」では、いずれも金融緩和期において地
 価高騰が発生しており、用途問に差異はあってもほぼ全域的に進行し、その上昇期間は約2年間ほど続く
 が、金融引締等の経済情勢の変化によって急速に鎮静化しているが、本格的に地価が下落を続けることは
 って無かったと言える。
 しかし、今回の地価高騰は過去のケースと全く異なり、全国一律に地価上昇が生じた訳ではなく、東京
 から他の大都市へさらに大都市から周辺の都市へと次々に波及する形で進行し、その結果として都市圏及
 び圏域内の地域ごとの地価十昇にタイムラグが生じ、全国的には約5年間にわたって上昇する期間が持続
 することになった。
 地価上昇に地域格差があったことにより、「不動産融資規制」や「監視区域制度」など地価高騰対策の
 実施タイミングが遅れたものの、金融の引締めを始め税制の強化など多様な対策の効果によって、地価高
 騰もようやく終焉することになったが、その後は急上昇の反動から下落の動きは急激かつ大幅なもので、
 最近の金融緩和も不動産市況を刺激するには至っておらず、過去に見られた地価の鎮静化のパターンとは
 全く異なる動向を示している。
 そこで本稿では、最近における住宅流通市場の動向を把握すると共に、地価の上昇から下落に至る変動
 局程を時系列に比較検討することによって、今後の地価動向の見通しを概説するものである。
 “桜花あ下で"
 大阪造幣局の桜の通り抜けば浪速の春の
 風物詩の一つとなっている。各種の桜花が
 互いに競いあって咲き誇っているようで、
 そゾろ歩きの見物はまさに春風駘蕩の気分
 満喫、しばし浮世の憂さを忘れる。遊歩出
 口近くの八重桜の下で男の子が両親を待っ
 ていた。
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 1最近の不動産市況
 近畿圏における不動産市場の状況を的確に把握するため、最近の住宅流通データ(資料:リクルート
 「流通物件」)に基づき、住宅流通市場の動向を整理すると、不動産の市場環境は90年始めを転換点として
 大きく悪化したが、大幅な地価下落の進行により需給価格の調整が進展した結果、91年以降の市況は全般
 的に停滞気味ではあるがようやく回復の兆しが現れつつある。
 1住宅流通市場の状況
 (1)登録件数の推移
 この5年間における登録件数の推移は、88年以降は年々下降傾向にあった件数も90年の年初から短期間(.
 タ
 のうちに急激な増加に転じ、土地を除きマンション・戸建住宅については半年後にピークを迎えている。覧・
 この登録件数の急激な増加は、89年の中頃まで続いた地価上昇期において仮需要に支えられていた過剰
 在庫が、市況の反転に伴い一気に流通市場へと流出したことが反映されているもので、91年以降の件数は
 猫墓瓢が次第に減少しつつある。(図1一1参照)c
 成約率(成約件数/登録件数)の推移をみると、89年から90年にかけての市況は著しく変化しており、
 特に89年のマンションの成約率は20%の水準を超え最も市場が投機化した状況にあったが、90年の年初か
 らは一気に落込み5%を下回る水準に低下することとなった。
 ρ・
 その後91年には10%前後となり、そして92年には15%前後までの水準に達していることから、91年以肢ノ
 の成約率は着実に向上しつつある。これはマンション価格の水準是正が進行したことによってもたらされ
 たと言えるが、価格帯別では大きな差異があることから、これでマンション価格の水準是正が完了したと
 判断することはできない。(図1-2参照)
 戸建住宅の成約率は、90年を除くと5%～10%の問で推移しており、マンションの場合と比較すると安
 定した動きを示している。
 (3)マンションの登録価格と成約価格の推移
 近畿圏のマンション登録価格(坪単価)の推移を見ると・地価上昇の動きとほぽ徴した形で・87年かρ
 ら89年にかけて大きな上昇が認められたが、その後は90年2月をピークとして価格は下落の一途をたどる㌧
 ことになり、最近においてもその下落傾向はなお続いている。
 そして登録価格より成約価格の下落が著しく、90年6月からは買控え傾向が強まったことにより、両者
 の格差はどんどん広がって91年1月には開差が約32%まで広がったが、登録価格の下落が引続き持続しガ'
 のと、成約価格がほぼ横這い傾向になってきたことから、92年1月以降では格差の縮小傾向が認められるな
 (図1-3参照)
 (4)価格帯別成約率の推移
 不動産市況が活発であった89年当時において、マンション全体の成約率は20%程度の水準であったカ㍉
 90年4月になると全ての価格帯で5%を切る水準にまで落込んだ。▽
 その後は登録価格の下落が進展するに伴い、90年後半からは総額3千万円前後の低価格帯のマ≧ション
 から回復してきており、92年以降では15%以上の水準に達している。
 これに対して、8千万円を超える高価格帯のマンションは一向に回復の兆しが認められず、依然として
 成約率は5%を割り込み低迷を続けている。
 なお、成約価格は91年以降ほぼ横這い傾向にあることから、低価格帯のマンションについては水準是正
 がほぼ完了した感がある。(図1-4参照)
 また戸建住宅の価格帯別成約率についても、マンションよりやや遅れたもののほぼ同様な動きを示して
 おり、91年以降から低価格帯部分での成約率の回復傾向が現れている。
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 2地域別の市場動向
 大阪府における地域別の市場価格を把握するため、大阪市を始め府下を下記の8つの地区に区分し、そ
 れぞれ92年春から最近までの流通マンションの市場データの中から、[成約率]と[登録価格/成約価格
 の乖離率]を抽出し、短期間ではあるがその推移を比較検討し、地域別の市況雛について考察する.C
 なお、不動産は2～3月頃に需要が多くなる傾向があり、季節変動が比較的顕著に現れる傾向があるこ
 と、さらに価格帯別に成約率等が大きく異なることにより、下記の判断はあくまでも地域別の概況を現し
 ているにすぎない。
 (1)地域区分
 1大阪市:市内全区
 II北摂西部:豊中・池田・吹田・箕面・豊能
 III北摂東部:摂津・茨木・高槻・三島
 Iv京阪地区:守。.門真.寝屋川.枚方.大東.四条畷.交野C
 V府東部:東大阪・八尾・柏原
 VI府南東部:藤井寺・松原・羽曳野・富田林・大阪狭山・河内長野・南河内
 VII泉北地区:堺●高石●和泉'泉大津'泉北G
 V]]1泉南地区:岸和田・貝塚・泉佐野・泉南
 (2)市況判断の視点
 成約率:需要者の購入意欲の程度を現す指標
 登録価格と成約価格の乖離率:売手・買手の値付乖離の程度を現す指標
 .イ
 したがって、登録価格と成約価格の乖離率が小さく、買手が不動産は十分値下がりしていると認識す、
 )
 ば成約率は高くなり、逆に乖離率が大きく十分値下がりしていないと考えると成約率は低くなる。
 そこで市況の判断としては、価格の乖離率が低下し成約率が上がると市況は活発であると把握され、乖
 離率が大きく成功率が低い場合には市況が停滞していると判断することができる。
 (3)市況判断の結果(図1-5～図1-12参照)
 ①市況がほぼ回復してきている地域
 [北摂東部・京阪地区・府東部]
 ・登録価格と成約価格の乖離率が5%以下で、かつ成約率も20%前後で推移していることから、買手には
 価格が十分に値下がりしていると認識されているようで、購入意欲も強く現在の市場価格は安定しっっ
 あり、今後の値下がり余地は少ない地域と言える。
 7
 ②市況が停滞から回復に移行しつつある地域
 [府南東部・泉北地区]
 ・登録価格と成約価格の乖離率が最近の半年間で低下傾向にあり、成約率も!5%前後で購入意欲も比較的
 強いことから、現在の価格からもう少し値下がりした段階で安定化に向かう地域と考えられる。
 ③市況が停滞している地域
 [大阪市・北摂西部・泉南地区]
 ・大阪市の場合は中心部と周辺部で差異があり、その中でも特に中心部は成約率が10%を切る状況で購入
 意欲が弱く、また登録価格と成約価格の乖離も大きいことから、現在の価格は高止まりしているようで、
 今後における値下がりの余地は比較的大きいと言える。
 ・北摂西部については、成約率が15%前後で推移していることから購入意欲は比較的強いものの、登録価
 格と成約価格の乖離率は15%程度の水準で横這いとなっており、なお価格の高止まりが続いていると判
 断されるので、今後の値下がり余地は大きいと言える。
 ・泉南地区については、登録及び成約の件数自体が少ないことから不安定な結果となり、したがって市況
 の判断を行うことは困難である。
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 II地価変動格差の変遷
 今回の地価高騰における変動パターンの特徴として、地域問の地価変動には〈時期〉とく上昇率〉の両
 面で大きな格差が認められた。そして、地価下落の局面に入ってもこの地域格差が影響を及ぼしているよ
 うで、地域別の下落率にも大幅な差異が生じている。
 1三大都市圏の地価変動格差の推移
 今回の地価高騰の特徴として大都市圏での高騰が著しいが、特に三大都市圏の中でも大阪圏が最も激し
 く、86年から地価上昇が始まり先行した東京圏を1年遅れで追いかけ、89年の東京圏の鎮静化に伴い大阪
 圏に不動産投資が集中したことから、90年には追い越すほどの上昇を示すごととなった。
 地価高騰前の85年一92年までの地価変動指数を見ると、鯨圏は91年がピークで2.4倍燵していたの¢
 に対して、大阪圏ではピークは91年であるが、2.8倍にまで上昇している。この東京圏を上回る地価上昇
 の反動として、91年以降の大阪圏の下落率は大幅なものとなっている。
 e
 図1卜1三大都市の地価変動指数の推移
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 2天爵織轡肇黎灘,区分し、地イ面高騰前の、、年一,,年,での間、.お、,.住宅地のイ面慶
 指数を求め、各地域ごとの地価変動の変遷を比較検討すると、地域別の地価変動は大別して3っのパター
 ンに分けられ、地価下落の時期はそれぞれ同じであるものの、地価高騰前の水準に対する現在の水準は大
 きく異なっている。
 ズ
 ①地価高騰前の約2.5倍の水準にある地域窟
 [泉北地区・泉南地区1
 ・この地域の特徴としては89年以降の上昇率が最も高く、ピーク時では高騰前の3倍を超える水準まで上
 昇したが、91年以降の下落率が平均的であったことにより、水準は高止まりしており是正が進んでいな
 い。
 ②地価高騰前の2倍強の水準にある地域
 [大阪市・北摂西部・北摂東部]
 ・この地域の特徴は上昇期が比較的早かったが、上昇率は平均的なものであったため、ピーク時は3倍を
 超えることがなく、平均的な地価変動で推移している。
 1
 『
 ③地価高騰前の2倍以下の水準にある地域
 [京阪地区・府東部・府南東部]
 ・これらの地域の特徴は上昇期が比較的遅く現れたことにより、ピーク時でも2.5前後にしか上昇しなか
 ったため、平均的な下落率を示したことにより、水準の是正はかなり進んでいると言える。
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 図II-2地域別の地価変動指数の推移(その1)
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 III今後の地価動向
 前章1において最近の不動産市況を概括した結果、低価格帯物件での市況は比較的好調で回復の兆しが
 現れてきているが、地域別の市況では格差が大きいことが判明し、II章においても全般的に地価下落が進
 行している中で、地域別変動にはかなり格差のあることが認められた。
 一方、一般国民にとっての住宅需要は依然として根強いものがあり、バブル崩壊後の低迷した経済情勢
 の中にあっても、金融緩和傾向や住宅取得促進策が打ち出されつつあり、今後の住宅取得環境は改善され
 る方向にある。



 ]2
 そこで、前頁までのく地域別の市況変化と地価の推移〉にく住宅取得能力の推移〉を検討に加え、概略
 的な観点から今後における地価動向についての見通しを考察する。
 1住宅取得能力の推移
 (1)住宅取得能力
 住宅取得能力については、需要者が購入にあたって支払いうる住宅価格の上限値を現すもので、それは
 資金調達可能額で判定することができる。
 資金調達可能額(M)=自己資金(M1)+公的融資(Ll)+民間融資(L2〉
 そこでL2=(Y×e-L1×β)/αであるので
 eβ
 (M)=M1+Y×万+L1(1一万)となる・④
 Y:年間所得
 e:ローン返済割合(25%)
 L1:公的融資借入限度額
 α:民間住宅ローン返済の年賦率
 β:公的住宅ローン返済の年賦率
 鐙
 (2)住宅取得能力の推移
 85年以降の資金調達可能額の推移観ると、取得能力は87年に2・%を超える大巾畠な伸びを示している藩
 これは①自己資金の増加②金利の低下③公的融資の拡大によってもたらされたもので、その後は所得の伸
 び悩みと金利の上昇等によって、91年まではほぼ横這い傾向で推移することとなったが、92年には金利低
 下の恩恵を受けたことにより約10%向上している。
 資金調達可能額の年間所得に対する倍率は、85年には4.5倍であったが取得能力の向上により、92年に
 は5.5倍の水準まで拡大している。
 92年における平均的な勤労者世帯の取得能力を見ると、購入にあたっての資金調達可能額は35,000千円
 程度となっており、このことは低価格帯の30,000～40,000千円の物件の市況が、比較的好調であることを
 裏付ける結果となってし、る.釜
       年間所得自己資金公的融資民間融資資金調達取得能力
       年借入限度借入限度可能額指数
       (千円)(千円)(千円)(千円)(千円)(千円〉
       855,1976,1649,8007,19023,150100
       865,3596,45210,!006,55025,100108
       875,4508,74011,0004,58030,820133
       885,6768,53011,2004,50031,230135
       895,7827,79012,0004,13030,920134
       905,8868,53612,4001,25030,190130
       916,2679,30315,100032,240139
       926,4829,81715,400035,610154

 (注〉年間所得:京阪神地区の勤労者世帯の実収入「家計調査報告書」
 自己資金:〃貯蓄額「貯蓄動向調査報告」
 公的融資:住宅金融公庫の通常融資に特別加算を考慮している
 ⑮
 焼
 審■
 13
 2今後の見通し
 〔1)短期的動向
 地価高騰前の85年から92年に至る住宅取得能力の伸びは54%であり、これに対して大阪の各地域の地価
 上昇は100%前後となっており、取得能力をはるかに上回る水準に達している。
 この両者の開差を縮小するにあたり、地価の下落によってバランスを調整するのが妥当であるとすれば、
 地価は92年の水準から更に20%前後下落した水準にまで戻る必要がある。
 そこで上記の検討を基に今後の地価動向の見通しを、短期的な観点から判断すると下記のことが指摘で
 きる。
 ①不動産市況が停滞し地価が高騰前(85年)の2倍を超えている地域では、今後(92年以降)も20%を超
 える地価下落が続くことになる。
 [大阪市・北摂西部・泉南地区]
 ②不動産市況が活発で地価が高騰前の2倍以内にある地域は、今後の地価下落は終息に向い安定的に推移
 することになる。
 [京阪地区・府東部・府南部]
 ③不動産市況が活発もしくは回復に移行しっっある地域で、地価が高騰前の2倍程度の地域では、今後も
 地価下落は続くが①より小幅なもので、やがては安定することになる。[北摂東部・泉北地区]
 (2)中期的動向
 住宅需要者の立場から見ると、地価上昇率は取得能力の伸び率の範囲内にあることが望ましく、現実の
 F動産市況でも新規取得者向けの低価格帯物件が比較的好調であることから、住宅の取得意欲は依然とし
 て衰えていない。
 しかし問題は低価格帯物件の活性化が、買替えを通じた高価格帯物件の活性化に結びついていないこと
 で、住宅需要の大半は買替需要であることから、今後の全般的な不動産市場の回復のためには、買替連鎖
 がスムーズに働かなければならない。
 今回の地価高騰期における住宅買替連鎖は、都心の住宅地に端を発していることから、上位価格物件→
 下位価格物件への買替が生じ、税制の買替特例制度の効果も手伝って下位価格物件の上昇を招き、これが
 市場全般に波及すると共に投機によってさらに拡大していった。
 これからの買替連鎖は、やはり従来の住宅需要行動に基づき下位物件一→上位物件へとシフトすることか
 ら、新規取得者向け低価格帯物件の活性化は、より上位物件価格の下支え要因として働いているはずであ
 る。そして金利の低下や住宅取得促進策など取得能力を向上させる条件次第によって、今後における着実
 な市場回復が期待できると言える。
 以上の観点から今後の中期的な地価動向としては、短期的には地価下落が続く(地域格差が大きい)も
 のの、今後は金利の低下や住宅取得促進策が打ち出されることによって、不動産市場も徐々に全面的な回
 復に向かうと判断されるので、地価は94年頃から概ね横這いとなって安定し、その後は取得能力の伸び率
 一の範囲で推移するものと考えられる。
 ((財)日本不動産研究所大阪支所)
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 ⑱
 藍
 鑑定まび
 鑑定士ならではの
 日帰り散策のすすめ
 小倉康彦
 鑑定士は業務資料として各市、各区の都市地図
 があるわけですが、この都市地図には名所旧跡が
 赤地に白字で書かれています。私はこの名所旧跡
 を近畿圏の範囲で日帰りコースとして車でなけれ
 ば行けないところと電車等を利用するところに分
 け、1日3ヶ所程度廻ることにし、京都を中心に
 殆んど廻りましたが、春夏秋冬の景色、花等を考
 えれば、今後限りなく楽しむことができると思っ
 ています。
 その時、併せて持参する本は名所旧跡の詳しい
 解説書、食べあるきの本、各地の名物の本等です。
 この小旅行のメリットをあげれば次のようなこ
 とでしょうか。
 1.車以外の時は健康上足腰が強くなること。
 2.どこの日本料理がおいしいか等の楽しみ。
 3.堀りだしのOOマンジュウ等に当る楽しみ。
 4.景色、庭園等の観賞の楽しみ。
 5.歴史の再発見、時代物のテレビの理解度の増
 進。
 しめくくりとしては長い間の家内への罪滅ぼし
 ということになりましょうか。
 今回の依頼のテーマとして「同好会紹介」があ
 りましたが、「小旅行同好会」でも出来れば、安
 くておいしい料理等を御紹介出来ると思います。
 次は、業務についてですが、是非お願いしたい
 ことを一言述べさせていただきます。
 ◎山林評価、林地事例の面積は例外を除いて公簿
 採用には問題あり。
 御承知の通り、例外を除いて山林には縄延びが
 あります。
 一
 一
 一
 一
 ノ
 ろ
 一厚
 も遍
 仮りに、2倍の縄延びの場合、公簿を対象面積
 とすれば総額は2分の1となります。
 いかに地域分析、個別分析がパーフェクトであ
 っても、この総額は交換の対価でしょうか、また、
 所有権の価格とし、えるでしょうか.㊥
 では、公簿でない対象面積はどうするのか。
 勿論、実例面積が良いというより、実測の必要
 購鐵娯㌍愚難論雰警誓簿
 ん。実測見込面積としての森林調査簿の実測見込
 面積を採用するか(この場合でも後記森林基本図
 によりチェックする必要がある)、または森林基
 本図上に対象不動産をプ・ットし、それをプラ毒
 メーターで計測したものを実測見込面積とし、か
 つ、計測した方法を明記する必要がありましょう。
 取引事例カードの地積のうち「推定」がこの実測
 見込面積に当ることになりましょう。
 詳しくは1985年8月号「山林評価の留意点」の
 拙文、或いは拙著「山の見方・買い方」をお読み
 ください。(㈱近畿中部総合鑑定所)
 ④
 ,麟
 大阪の生んだ
 漢学者
 ⑫
 木口勝彦
 がヨ
 前号では、漢詩の話を掲載させて頂いた。さそ畜
 かし若い先生方からお叱りを受けるであろうと思
 っていたが、案外何ごともなく、安心した次第で
 ある。そこで図にのって、本号で大阪の生んだ漢
 学者、頼山陽の話をさせて頂き度い。山陽は広島
 藩の儒者頼春水の子であるが、母が大阪の儒家の
 出身のためか大阪市内で生まれたようである。は
 たして西区江戸堀通り、四ツ橋筋を西へ渡って数
 十歩、路傍に頼山陽生誕の碑がある。
 山陽は、天満与力大塩平八郎とも親交があった
 学者で、その文才、詩才、並ぶものがなかったと
 いう。案外の放蕩もので、若い時、家を飛び出し
 て、路ばたで軍談の講釈をして路銀を乞いながら
 旅を続けたそうである。そしてその博識な乞食の
 うわさは、山陽道の評判になったということであ
 るが、史学の大家の彼の行動としては、ひょっと
 したら本当の話であったかも知れない。
 彼の有名な著述に日本外史がある。中でも楠公
 に対する記述は圧巻である。少年時代から暗誦し
 ていたものを、お許しを頂いて想い起こして見たい。
 後醍醐帝が笠置山で夢を見られ、楠正成が朝廷
 の難局を救ってくれる只一人の臣であることを知
 り、これを呼び寄せられた際、帝の御下問に対し、
 正成が答えた有名な言葉がある。
 こたいわでんちゅう
 正成感激シテ対エテ日ク天誅時二乗ズ賊
 たおざいえど
 何ゾ艶レ不ランや然ワト錐モ勝敗ハ常也
 いやしくすなわ
 陛下苛モ正成未ダ死セズト聞コシメサバ則
 ましんりよなか
 チ復タ震慮ヲ労セラル母レ
 「時期を逃さず天誅を加えるならば、どんな
 賊でもたおれぬものはありません。しかし勝
 敗はいくさの習いですから、少しぐらい勝っ
 ても負けても心配は要りません。何はともあ
 れ私が未だ生きているとお聞きになったら、
 なにとぞもうご心配をされる事はないように
 お願いします。」
 この文章は漢文とは言え、非常に日本人に読み
 易く出来ており、しかも勇気凛々たるものがある。
 果たして日本外史では、これから楠氏の目ざま
 しい働きが綴られ、我々の少年時代の心を躍らせ
 たものである。
 おさま
 しかしながら建武の中興なり、諸式すべて治っ
 こと見るのもっかの間、足利尊氏の離反により再
 び世は戦乱の時代となる。
 正成が湊川で戦死し、その子正行、新田義貞、
 名和長年、等全部たおれ、波乱万丈のうちに南北
 朝時代は終る。
 正行の弟正則、その他楠氏の一族はすべて滅び、
 200余年を経て、権中納言源光囲が湊川に石碑を
 立て、その碑面に「鳴乎忠臣楠子之墓」と書きつ
 けたという。
 日本外史、楠氏の章の最後の文は次のようにな
 「5
 っている。
 はたまたいづこ
 楠氏在ラズンバ三器有リト錐も將又何庭二
 たくつなむちよう
 託シテ四方ノ望を繋ガンや笠置ノ夢兆此
 いよいよしるしきそ
 庭ニオイテカ愈々験アリ然レドモ南風競ワ
 ともきずたおしゆうこアワレ
 ズ倶二傷ツキ共二艶レ終古以テソノ労ヲ憧
 ムナシ
 「もしも楠氏がいなかったら、三種の神器が
 あるからと言って、いったい誰を頼りにして
 四方の人望を繋げたというのか、やはりあの
 笠置山の夢の知らせば、本当に大切なことで
 あった。ところが南風競わず、楠氏はすべて
 南朝とともに、ともに傷つき、ともに亡んで
 しまったのである。そして、古来誰もその勤
 王の働きに同情するものはいないのである。」
 モどく
 漢文や漢詩は素讃と言って、何回も読み流して
 いるうちにそのリズムや意味合いが分かってくる
 もので、最近は特に、そのようなことを好む人は
 いないようである。その証拠に有名書店へ行って
 も図書館へ行っても頼山陽に関する本はほとんど
 見当らない。その代わり、十八史署や史記、三国
 志等が新版になって出ており、中にはマンガで出
 版されているものさえある。やはり現代人の漢文
 に対する興味のもち方が、我々戦中人とは全く違
 うようである。
 へごうた
 最後に山陽、鹿児島で作詩した前兵児の謡を紹
 介しよう。
 いかんしゆうわん
 衣骨干二至リ袖腕二至ル腰間ノ秋水鉄ヲ断
 ッベシ人ヲ鰯ルレバ人ヲ斬り馬燭ルレ!バ
 まじわり
 馬ヲ斬ル十八交シ結ブ健児ノ社
 すねおお
 「裾は脛まで届き、袖は腕を掩っている。腰
 の一刀は鉄でも斬れる自信がある。一度び敵
 来れば、手当り次第に斬りまくってやろう。
 へごくみ
 十八才で兵児組に編入された。」
 どうもあまりおだやかな文面とは言えないが、
 幕末、勤王の気概に燃える薩摩隼人を見て頼山陽
 が感じた偽わらない感想であろう。
 (㈱興和不動産研究所)
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 .熱、
 .事
 灘二、
 直融
 落選
 谷口兵左衛門
 近畿会の幹事選挙に立候補して見事に落選しま
 した。
 順位は最下位で、私の得票は総得票の!%の39
 票でありました。
 かねてから自論として、かりに99対1であって
 も1の意見・行動が妥当な場合があるとしてまい
 りましたので、1%の得票は何か気配りをいただ
 いたような思いがいたしております。
 業界事情にくわしい方から色々とうかがってお
 りましたので、立候補者・開票結果についても、
 お》むね予想されていたとおりでありました。
 最下位で落選したのにもかかわらず、どういう
 わけか残念な思いが殆どしないのは、予測と結果
 がお》おむね一致しているためだと思います。
 しかし立候補届出の1月20日から開票日までの
 42日間はやはり緊張感がありました。
 選挙運動は近畿会の選挙広報以外に自己負担で
 有権者550名の方にダレイレクト・メールを出しま
 した。これにがかった費用は68,300円でありまた。
 業界のベテランが教えてくれました水面下での
 いわゆる集票活動は一切いたしませんでした。
 しかし選挙に立候補した者の実感としては制度
 の改革は必要であると思いました。
 私は幹事は!期2年で全員が交替してしまうの
 が良いと思います。
 出来るだけ多くの会員の方に、ボランティア活
 動の世話役である幹事の経験をしていただくこと
 がベストであると思います。
 会員のなかにはご事1青があってどうしても世話
 役を引き受けていただけない方もいらっしゃると
 思いますので、このような方には若干割増の会費
 を出していただくのも一つの方法であると思います。
 ところで協会は非営利かつ不特定多数の者の利
 益の実現を目的として設立許可された公益法人で
 あるにもかかわらず、資格者・業者の増加にとも
 なって営利目的の競争制約的な利益団体としての
 側面が強くなってきたといわれています。
 協会の地方組織がかりにも公益法人としてふさ
 わしくない事業などをいたしますと、これは必ず
 大きな社会問題になることはまちがいありません。
 公益法人である協会がやるべきことは、パブリ
 ック・マインドによるパブリック・オピニオンの
 表明とボランティア活動であります。
 公的評価は中央・地方政府の固有の仕事であり
 ます。
 資格者の立場でするべきことは国民・住民・納
 税者に知識と経験をし、かして支援してあげること⑯
 にっきると思います。(住友不動産㈱大阪支社)
 少年サッカー㊨
 コーチm年
 都築武保④
 1週間の内、日曜日の朝が一番早起きの生活を
 始めて、もう10年以上になる。7時過ぎに家族を
 起こさないよう、こっそり起き、トーストとコー
 ヒーで手早く朝食を済ませ、市の北端の中学校の
 校庭に向かう。8時には、自転車に乗ったり、親
 に車で送ってもらったりして、約100人の小学生
 が集まってくる.そこは私が3。人程の人達と運営㊨
 するフットボールクラブの日曜日のサッカースク
 ールである。
 で雛漏李諦観欝鰐麹
 一ルに、私の長男がお世話になったのが私とサッ
 カースクールとの出会いである。その後、サッカ
 ーブームや市の人口の増加に伴い最盛期には、
 700人以上の会員を有し、小学生、中学生、高慮
 生、青年、シニア、ガールズ、レディース、ママ
 まで各クラスの揃った大所帯となった。しかし、
 運営は全員別に仕事をもったボランティアの人達
 によって行われ、施設の貸与を受けているが、金
 銭的援助を市から全く受けていない。
 練習は2会場に分け、日曜日だけでなく、3年
 生以上は平日の午後5時から週2同ずつ練習日を
 取っている。又、日曜日や夏休み等は近郷のチー
 ムを迎えての試合や、逆に試合に他市に遠征に出
 掛けることもある。
 次第に子供たちの人数が増える中で、1人のコ
 ーチが沢山の子供たちの面倒を見ているのを見兼
 ね、学生時代に経験のある近隣の人達がコーチを
 申し出るようになった。こうして、各学年に1人
 のコーチが確保できる状態となったがそれでも増
 え続ける子供たちのため、今度はグランドで練習
 をたまに見に来ていた親たちが見兼ねて一寸コー
 チのお手伝いをするようになってきた。このとき、
 しゃしゃり出てしまったのが、私がどっぶりとコ
 ーチ業(?)に溺れる発端となった訳である。そ
 の後、自分の子供は卒業し、サッカーとは縁が切
 れているのに、私だけが縁が切れるどころか益々
 深みに嵌まっていく訳である。
 x10年程前、始めて小学校1年生を担当し、無我
 夢中でその子供たちを6年まで持ち上がり、日曜
 に試合に連れていき、夏休みには富山県に合宿に、
 春休みには、四国や静岡まで試合に連れて行った
 )もした。2クール目からは、20年前に参加した
 子供たちが大学生や社会人となり、面倒見てくれ
 るため、専ら1、2年生だけの世話をするように
 している。全くの素人から始めたため模範演技等
 できる訳がなく、単に子供たちの練習の雰囲気づ
 くりに力を入れただけだが、我々が小さいとき3
 角ベースで野球が結構旨くなったように、子供た
 ちは自然と成長し、逆に有名なコーチが型に嵌め
 た子供より、ユニークな選手に育ったと自負して
 いる。自分が面倒みた子供が、今年発足した」リ
 ーグの選手になったり、関西大学リーグで活躍し
 一㌔りしているのを聞くと、ホンの子供の一時期を
 一緒にサッカーをしただけなのに、彼の全サッカ
 ー人生の面倒見たような錯覚に陥ることがある。
 今、1年生を担当しているが、中に幼稚園児も
 数人いるため、子供たちに分かる言葉を選ぶのが
 施苦労するところである。特に小さい子供には、
 言葉による説明は余り有効ではなく、遊びを取り
 入れた練習の中で、自分が教えたい技術が自然と
 身につくように工夫している。
 私が子供たちとの付き合いから学んだ教育哲学
 (少々オーバーですが)を1っ2つ披露します。
 ・話は膝をつく等して、できるだけ子供たちと同
 じ眼の高さでする。
 ・怒ることは一時的なカンフル剤となっても、子
 供の進歩に繋がらない。基本的には子供を叱り
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 つけてはならない。子供が旨く自分の言うこと
 を聞かないのは、教える側に問題がある。
 ・どんな下手な子供でも、素晴らしいプレーをす
 ることが必ずある。その大部分は偶然できただ
 けであるが、その時を見逃さずにすぐに褒めて
 やると、次は意識してそのことができるように
 なり、ある時、大きく進歩することがある。
 こんなことを考えながら、私の息子とあまり歳
 のかわらない付添いの若いお母さんの眼を少し意
 識しながら、もう暫く、朝の早い日曜日の生活を
 続けたいと思っているところである。
 (㈱近畿不動産鑑定所)
 熱
 無声
 醜〆
 地番について
 梨本幸男
 私達、不動産鑑定士は土地評価に当たって対象
 不動産を特定するために地番を記入するが、この
 地番について「あることから」少し調べてみるこ
 とになった。
 !.地番の定義
 土地の特定性を示す番号で市町村、大字、字
 又はこれに準ずる地域を以って地番区域とし、
 その区域ごとに起番してこれを定める。
 2.地番の根拠法
 (イ)旧土地台帳法第6条の明文規定によるが同法
 は昭和35年に廃止され、不動産登記法の一部を
 改正する法律(昭和35年法律第14号)で明文規
 定は同条第79条で引継がれている。同条第79条
 で登記所は政令の定めるところにより、地番の
 区域を定め、土地1筆毎に地番を付することを
 要す。地目、地積を定めるに付き必要なる事項
 は政令を以ってこれを定む。
 〔ロ)地番の定め方
 (不動産登記事務取扱手続準則第99条)
 第九十九条
 一.地番は、他の土地の地番と重複しない番号
 をもって定める。
 二.土地の表示の登記をする場合には、当該土
 地の地番区域内における最終の地番を追い順
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 次にその地番を定める。ただし、地番が著し
 く錯雑するおそれがあるときは、隣接地の地
 番に支号を附してその地番を定めてさしつか
 えない。
 この場合において、隣接地の地番が支号を
 用いたものであるときは、その本番の最終の
 支号を追い順次支号を定める。
 三.分筆した土地については、分筆前の地番に
 支号を附して各筆の地番を定める。
 ただし、本番に支号のある土地を分筆する
 場合には、その一筆には、従来の地番を存し、
 他の各筆には、本番の最終の支号を追い1順次
 支号を附してその地番を定める。
 四.合筆した土地については、合筆前の首位の
 地番をもってその地番とする。
 ただし、本番に支号を附した土地の全部を
 合筆した場合には、その支号を除き、本番の
 みをもって合筆した土地の地番とする。
 五.特別の事情があるときは、前三号の規定に
 かかわらず適宜の地番を定めてさしつかえな
 い〇
 六.土地区画整理事業を施行した地域等におい
 ては、ブロック(街区)地番を附してさしつ
 かえない。
 七.地番の支号には、壱、弐、参等の数字を用
 い、支号の支号は用いないものとする。
 2従来の地番に数字でない符号を用いたもの
 又は支号に更に支号を附したものがある場合
 には、その土地の表示の変更又は更正の登記
 をするものとする。
 3二筆以上の異なる土地に同一の地番が重複
 して定められているときは、地番を附し替え
 るものとする。
 4地番が著しく錯雑している場合において必
 要があるときは、その地番を変更してもさし
 っかえない。
 3.地番の歴史
 この地番については古い歴史があるので、こ
 こで簡単に振り返ってみることとする。地番と
 は、土地の番号を約したもので、特定の土地を
 表示する名称であると定義できるが土地台帳法
 第四条は、「土地には一筆ごとに地番を附し」
 と規定し、また同法第四十四条は「この法律は、
 国有地には、これを適用しない」と規定してい
 るので土地に地番が付されるのは民有地に限ら
 れる。
 ところで、地番という法律用語ができたのは、
 昭和6年法律二十八号地租法であるといわれ、
 同法の三条に「土地には一筆毎に地番を附し」
 とあり、第五条に「地番区域」という字句があ
 る(もっとも、実際には地番という用語は相当
 古くから使用されていたようである)。地番は、
 昭和6年地租法公布以前は、番号、地番、地番
 号と称され、番号と一定されたのは、明治22年
 4月1日大蔵省令一号土地台帳規則施行糸田則第⑱
 一条に「土地ノ字番号」と規定されたのがその
 最初であるといわれる。この地番というのは番
 灘雛叢譲灘輿繍9襲
 地は、例えば、五番地といえば、「五番の土地
 に所在する」という意味を字外に含んでおり、
 したがって、まず番地が定まることが前提とな
 ると思われる.◎
 また、この地番に関連して符号という用語が
 使用されるが、この符号は分割するという意義
 をもっているといわれ、符号とは、分割記号又
 は分割呼称といわれる。昭和22年法律三〇号土
 地台帳法二十八条に「分割前ノ地番二符号ヲシ
 テ各筆ノ地番ヲ定メル」と規定されているので、
 地番には、符号付き地番のあるとともに、原則
 蜘こは、分筆した場創このみ符号が付さオTる.O
 (㈲梨本不動産研究所)
 鳥
 ラ
 ラロ 
 二諏
 ゆ
 百花繚乱
 中村
 博碑
 十日戎の日、戎神社の近くの花屋で木瓜(ボ
 ケ)の鉢植えを買った。
 面白そうな形の木なので、うまく育ててみたい
 と思い、園芸の本を買い込んだ。
 本をもとに調べてみると、何と、我家のあまり
 広くない庭・室内に27種類の木や花があるではな
 いか。
 ここに列挙してみると、
 ④庭木類
 ㊦シラカシ
 ●ケヤキ
 ○サザンカ
 ○ヒラドツツジ
 ●カクレミノ
 ●ヒイラギ
 ●キンモクセイ
 ○マンリョウ
 ○フジ
 ○クチナシ
 ○イチョウ
 ○サツキ
 ○ボケ
 ＼●イヌツゲ
 ○ヒメリンゴ
 ●草花類
 ●シネラリア(サイネリア)
 ●プリムラ・ポリアンサ
 ●チューリップ
 ●コルチカム
 ●スイセン
 ●シクラメン
 ●ファレノプシス(胡蝶蘭)
 ●アジサイ
 ●観葉植物
 ●シェフレラ(ホンコンカポック)
 ●スパティフィラム
 ●カンノンチク
 ●サボテン
 庭木類の多さを見ると何だか広い庭があるよう
 に思えるが、この内○・印は30cm位の高さの低木
 であったり、鉢植えのものであるのでご安心を。
 いつの間にこんなにと思うが、近所の人にもら
 ・たり、ちょこつと買ってきたり、元から庭にあ
 ったりしたものが、ここまで増えてしまっている。
 今までは、木は茂れば刈り込む位で、草花類は
 買っては枯らし、買っては枯らして来たのである
 が、さて、園芸の本をみると大変である。
 ㊥水やり
 むヴ
 曾男疋
 轡置き場所
 働日光の当て方
 禽温・湿度管理
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 ●病・害虫予防
 ●植え替え
 ●肥料
 細かくみるとこれらのことが、花・木の違いに
 よって少しづつみんな違っている。
 例えば、最近手に入れたシクラメンとファレノ
 プシス(胡蝶蘭)の水やりを比べてみると、シク
 ラメンは乾燥をきらうし加湿も駄目だとか、ファ
 レノプシスは冬場は乾かし気味に管理し、乾いた
 と思ってもすぐ水をやらず3～4日経ってから与
 える、なおかつ、湿度を好むからキワ吹きなどで
 絶えず加湿する……。
 これは、とてもじゃないがやってられない。隠
 居の仕事だ。
 鉢植えの植木も、水やりだけで放っておいてい
 たが、よく調べてみると、2年に1同位は植え替
 えをして、根くずしをして土を入れ替えてやらな
 いと、大きくならないし、根づまりをして木を弱
 める…一中とある。
 そして、それらの適期も基本的には春であるが、
 秋のものもあり、春でも4～5月というのと、6
 月頃というのとあり、植え替えが年1回、年2回、
 2年に1回といろいろである。
 一つ一つの種類を調べてみると、なるほどそう
 かと分かるのであるが、さて、どの時期に何をど
 うずればよいのかとなるとさっぱり分からない。
 本も10冊位になり、同じ花・木であっても書い
 ている内容が違うし、自宅にない花・木も載って
 いるので読むべきページを探すのだけで、大わら
 わになってしまった。
 そこでノートに整理することにしたが、その花
 は、そこのページで分かるが、さて今の時期(3
 月なら3月)に他の花・木はどうずればいいのか
 と気になりだすと、他のページを見なければなら
 ない。
 これを解決するためには、年間カレンダーを作
 成する必要があることに気づき、作成したのが
 く表一1〉である。
 この表は、全般的に見渡せるため、ずい分と整
 理されスッキリした。花・木の方からも、時期の
 方からも眺められ、重宝である。
 ただ、個々の花・木の細かい管理については、
 これだけでは十分とは言えないため、もう少し細
 かい内容を記入した〈表一2〉を作成してみた。
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 ここまでくれば、完壁であろう。
 あとは、一つ一つをB6カードにしてしまうか、
 場合によっては、パソコンに打込んで管理するか
 ということになる。
 今のところ、そこ迄手を伸ばしていないが……。
 どうして、ここまでやる羽目になったか、自分
 でもよく分からないが、気がついてみると、ずい
 分と暇な話である。
 多少、昨今の不景気が影響しているのかも知れ
 ない。
 もともと草花に目を向ける様な、やさしい心持
 ちがあったのかも知れない。
 それはともかく、四季折々の花を愛で、季節の
 移ろいを植物に感じる準備はできた。
 さて、あとは果たして百花繚乱とまいりますか
 どうか。
 幽
 継
 室
 (㈱地域経済研究所)
 1992年上海
 西宮富夫
 1992年の上海では多くの土地使用権が売却でき、
 1987年の法制定以来の努力がみのってきた。国外
 向けマンション販売も好調で、オフィス需要も根
 強く、家賃値上げが始まるなど、かってない不動
 産ブームが起きた。
 一方、日本の大都市では地価が下落し、景気後
 退の中で、何を削るかが課題となった。ニューズ
 ウイーク2月18日号は「2020年には日米を追い抜
 き、世界一の経済大国」になるかもしれない「赤
 い資本主義」の特集を組んだ。
 1985年、私が最初に上海を訪ねて以来、既に8
 度上海をおとづれたが、その間の上海の変化は著
 しく、世界から企業を呼び寄せ、世界を相手に仕
 事する都市とはこういうものかを実感した。
 大阪は東京と同様、ヨーロッパやアメリカの先
 進都市をそのまま、真似ているわけではない。し
 かし、かなり、モデルとして参考にしているよう
 に思う。生活様式も、住まいの様式もどちらかと
 いえば、先進国の大都市をモデルにしている。住
 宅のイメージカタログやリゾート開発のコンセプ
 トをみてみれば一目瞭然である。
 しかし、外食が普通のこととして行なわれ、屋
 台や一杯飲み屋が普通の風景になっている活気あ
 ふれるアジアの都市の方が、貧しくとも親近感が
 ある。上海から大阪をみると、大阪はアジアの都
 市であることがよく解る。アメリカにもヨーロッ
 パにもなかった近親さがアジアの大都市、上海に
 はある。
 こうなると、まちづくりや住まいづくりにヨー
 。ッ,マやア刈力の大都市ばかりに注意する必要○
 がない。参考にすべきものはアジアの大都市にも
 多いのではないか。
 例えば・駅前整備で・赤ちよ2ちんの町力雪消殉
 人工的になり過ぎることに根強い批判があるが、
 アジアの都市であることを基本にすれば、当然赤
 ちょうちんは残すべきなのだ。土地利用は空中権
 を利用して高度化すればよい。住まいにしても、
 既にリビングやキッチンが普通となっているが◆
 パーティをするなどは極めて稀であり、寝室も広
 い石造りのベットルームにはとても及ばない小さ
 なものでしかない。勿論、自動食器洗器等、今の
 生活にぴったりの設備もある。しかし、総じてモデ
 ルとなった住まいとは程遠い住まいに住んでいる。
 しかし、アジアの都市住宅としてみれば、それ
 でも相当の住まいなのだ。
 特に居住環境の悪吐海と比べる必要1まないがP
 程々の広さで、便利な設備があり、工夫を凝らし
 た間取りになっている。
 ,、璽}驚難簾査読讐艦争
 中国の奥地の旅や酷暑の1000キロのバスの旅など
 各々アジア探訪を重ねていた。各々が独自に、良
 く似たことをやっていたのである。不動産鑑定士
 は写真映りの悪い地域も良い地域も、等しく、両
 じ目で、しかも地元の人々の目でみることに馴れ
 ている。それなりに柔軟なのだ。
 発展途上の都市の不動産を外国企業に売却する
 ことが、どういうことかを理解するには、地元に
 行って、地元の人々の目でみてみれば直ちに理解
 することができよう。遠くにいてはわからない。
 例えば、上海では既に不動産ブームが起きてい
 るが、初めの頃はどの位の価格で土地使用権を外
 国企業に売ったらよいか、という問題もあった。
 しかし、地元からみれば価格は戦略そのものな
 のであり、特に上海の場合は中国の中心的な経済
 都市として、どのような立場に立つかが大きな問
 題であった。しかし、それも地元に行って初めて
 分かったことである。
 理論的には、日本の不動産の価格が日本国内の
 需要を基礎とするように、上海の場合は国際的な、
 従って、どこから、どんな需要をもって来るかわ
 からない外国企業を相手に値付けする必要がある
 が、それは、何も経験のない日本人からみれば、
 雲をつかむようなものである。
 しかし、上海にいて、地元の人々の目でみれば、
 それは中国国内は勿論、アジアの大都市と競争し
 ∠一てきた都市戦略そのものであり、それだけの人材も
 、おり、経験も豊富であることが直ちに理解できる。
 ところで、国際市場で日本の土地の価格を鑑定
 評価した人はどのくらいいるだろう。いずれはそ
 ういう日も来るのであろう。
 不動産鑑定士にはアジア探訪が欠かせないので
 ある。(建築不動産研究所)
 1麟
 私の皇居見学記
 一
 亀{ん
 纏憲鋤安松谷清春
 私が皇居見学の機会を得たのは昭和56年の秋頃
 ヂでした。皇居警察本部長を退官された猪瀬彰三氏
 ..の誘いにより見学できることになり、指定された
 時間に桔梗門に参りますと皇宮警察本部の人の出
 迎えを受け、数分歩いて通されたのが皇宮警察本
 部の中の古めかしい応接間でした。
 四周の壁には金モールと勲章で飾られた制服と
 長いサーベルを身につけ、威厳に満ちた初代から
 の本部長の写真が1人1人掲げられ、私には表現
 出来ない荘厳さを感じました。こ〉から黒塗のク
 ラウンに乗り案内され、宮内庁病院を眺めながら
 着いたのが馬場でした。
 馬場には馬小屋と馬車庫、作業場が併設され、
 馬場には3～4頭のよく手入れされた膝栗毛の馬
 が運動していました。
 馬小屋は世間でよく見かけるものと同じで、通
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 路の両側に約20頭の馬小屋があり、1頭づつ仕切
 られた小屋の前に、無造作に掛けられた口に銜え
 させる金具や足踏、ムチ、鞍など全ての馬具に菊
 の御紋が刻印されており、馬でも菊の御紋を付け
 ているのには畏れ入りビックリさせられました。
 馬車庫には明治天皇が愛用された四輪馬車、現
 天皇が美智子妃との成婚の儀にパレードで乗られ
 た馬車など、5～6台が透明なビニールで覆われ
 保管されていましたが、各れも車軸と車体の両側
 に大きな菊の御紋が付いており、これをビニール
 ごしに触れさせて頂いた時には、戦中に育った私
 には感無量のものがありました。
 次いで、現在の皇太后の還暦祝いに造営された
 という桃華堂を見学しましたが、こ>は皇太后様
 が中心になり宮様方や特別な人々を招待され、雅
 楽を奏でるなかお月見を楽しまれたり音楽会が催
 されたりする建物です。
 赤坂離宮で催される春の園遊会などは公式行事
 であるので、宮内庁が招待客を人選するようです
 が、桃華堂でのお月見などは私的なものであるの
 で、紹介さえあれば御招待戴けると聞きましたが
 私、畏れ多過ぎるのでご辞退申しあげました。
 車で二重橋を渡り伏見楼跡に降り立った時には、
 天皇家の人々しか渡れない橋であると思っていた
 私には身が震える思いになりました。
 こ・から賢殿に向いましたが、此々は皇居内で
 最も神聖な場所であり皇后様と云えども生理中は
 立入り出来ない建物であると聞かされ、そのあと
 木立に囲こまれた陛下の生物科学研究所の建物を
 見学し盆裁畑に行きましたが、江戸城で愛賞され
 ていた当時の古い盆裁がそのま》引継がれている
 ので、樹令600年～700年の盆裁を見せて戴き歴史
 の古さに改めて感心しました。
 皇居の広さは約115,000m2であるようですが、
 道路は全て未舗装でよく掃き清められ、要所要所
 には立番小屋がおかれ皇宮警察の警官が24時間警
 戒にあたっていますが、敷地内は武蔵野の自然が
 そのまま残され、旧堀跡にはすすきの穂が風にゆ
 らぎ雑草が生い茂り大都会の中の静寂が印象的で
 した。(阪和住宅流通㈱)
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 きもんかい
 喜門会のこと
 米田輝男
 京阪沿線在住の不動産鑑定士が集い、情報交換、
 勉強会、ゴルフ会、懇親会などを目的に昭和56年
 6月に発足しました。
 会の命名は大阪の鬼門に当たることから、それ
 をもとに、「笑門来福」にあやかるべく鬼を喜に、
 更に「門構え」には口を挿れて問う、耳を挿れて
 聞くとなり、楽しく問い、聞ける会を目指したも
 のです。
 当初は18名で発足し、2名の物故者を出し現勢
 16名で既に10年を迎えました。一時期休眠状態に
 陥ることもあったが元号が平成に改まると共に活
 気が湧いてきました。
 ゴルフ会では、会員約半数で2組のエントリー
 では若干の空席が生じ、その都度同好のゲストを
 迎え年1回の割で開催し5回を数えました。コー
 スも沿線にある枚方国際G.C、枚方C.C、四
 条畷C.Cなどを巡回している。
 それでは、平成4年の催事を振り返って報告し
 ます。
 1月25日仕)枚方市内料亭「仙亭」での新年会。
 当日はそれに先立って「相続税評価基準の基本
 通達の改正」について勉強レました。
 4月4日(土)寝屋川市内㈱前田組MLAをお借り
 しての勉強会、テーマは「新借地借家法」です。
 ここでは、普通借地権と定期借地権の鑑定評価手
 法、さらに賃料の評価といった新しい課題が問題
 提起されました。
 つぎにはこの報告のメーンテーマとしたい「愛
 宕千日詣」です。
 7月31日囲の夜詣りです。
 愛宕神社は全国に御分社800余社を有する防火、
 火伏の神で愛宕さんの総本宮として海抜924mの
 愛宕山の山頂に鎮座しています。千日詣といって
 7月31日から8月1日にかけて参拝すれば千日分
 のご利益が得られると言われており例年数万人の
 お参りがある夏の祭りです。
 当日は午前、午後に亘り平成5年地価公示の説
 明会が持たれたこともあり参加がや》低調でした。
 正会員は会長と当番幹事2名の計3名、同好者を
 募りゲスト参加4名、それに同伴家族3名の計10
 名でした。
 京都三条京阪を20時45分発のギュウギュウ詰め
 バスで約1時間を立ちづめで清滝の登山口へ、そ
 のま>参詣にとりかかったものですから、暑いの
 と、暗がりで周囲が見渡せず疲れが早くもやって
 みちなかば
 きて道中半で「膝が笑った〃」笑ってなんかいな
 い「怒ってる〃」状態でした。それでも下山者が○
 登山者に「お登りやす…」と、その声に励まされ
 て足を運び、今度は下山者に向けて「きいつけて
 麗謙譲.1灘離婁礁轍争
 い、必死のパッチや〃」の声も〉
 それでも全員無事に参詣し、8月1日午前3時
 には下山しました。清滝の料亭「松居」で乾杯し、
 仮眠の後早朝バスで帰路に着きました。○
 来年こそは会員全員を引率したいと考えていま
 す。(「あほか〃あんなん1度でエエワイ〃)
 1!月7日(土)交野市内ハイキングと地鶏賞味。
 交野市の獅子窟寺(海抜約220m)へのハイキ
 ング、往復約1時間30分の行程、これには5名の
 参加、引きつづき国道168号磐船神社前の「月の
 家」での勉強会と地鶏賞味の会で計12名の参加で
 した.○
 勉強のテーマは「新都市計画法と建築基準法」
 で用途地域の細分に伴う最有効使用の判定の難し
 さ麟熱論料理す.の,,.ツ,か'
 「かしわぎらい」の先生にも受けたことで大いに
 盛り上がったものです。
 この席では来年の計画なども提案があり、大い
 に活動し、資質の向上にも努めたいと願い今年。◎
 活動を終りました。
 ちなみに、喜門会会長は立地評価研究所の大西
 靖生先生です。このような会ですが、沿線の諸先
 生方で入会のご希望ございましたら相談下さい。
 (㈱福田総合鑑定事務所)
 轟
 一語rr■
 響.菖.欝
 齢撫
 合格体験記
 吉井浩二
 1.「あった1あった!」。合格発表の日。私はそ
 う言ってその場で座り込んでしまいました。。
 「やっと終った」と。長い間、私の重荷と
 一＼
 なっていました鑑定士2次試験という悪魔から
 無事解放されました。この時は、喜びというよ
 ヂりは解放感がとにかく大きかったと思います。
 窺、2.入社以来、周りの期待とは裏腹に落ちていた
 私に昨年末朗報が届きました。去年4月中旬か
 ら7月まで担当業務を外して学業に専念できる
 という業務受験制度ができたというのである。
 運よく私はこの制度を利用することができるよ
 β駄『『〆
 うになりましたが、これが地獄の始まりでした。
 東京の某専門学校に入れられ、朝から夕方まで
 授業、その後は自習、そして帰宅して自習とま
 さに勉強三昧となりました。この研修のおかげ
 で、朝が非常に弱かった私が毎朝6時に起床す
 る程になりました。実質3ヵ月で長いようで短
 くあっという間でしたが、今から思えばこの研
 修が自分を合格へ導いてくれたのだと感謝して
 います。
 3.この試験を受けて感じたことを申し上げます
 バと、他の試験についても言えることですが、自
 冨分の努力だけでは厳しいように思います。とい
 うのは、周囲の環境(会社、友人、家族等)と
 いう基礎がしっかりしていないと効率的な勉強
 ができず、余分な努力を要してしまうというの
 である。周囲の環境が安定している方は、やは
 り短期で合格されています。私自身、研修を利
 用できたこと、一緒に勉強してきた友人の存在
 等周囲の環境に恵まれていたことが合格に大き
 く寄与したと思います。
 今年受けられる方、来年も受けられる方、今
 一度周囲の環境を見直せばいかがでしょうか。
 勤めている会社に研修制度ないしこれに類する
 制度があればそれを利用したり、専門学校に行
 っで1青報を得るとともに友人もつくったり、先
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 に周囲の環境を整えた方が、きっとよい結果に
 結びつくだろうと私はアドバイスします。
 4.次に具体的に個々の科目の勉強方法等、自分
 が行ってきたこと、人から聞いて役に立ったこ
 とを申し上げます。
 民法:
 この科目は、きっちりした勉強方法はなく、
 コツコツ基本論点をつぶすしか方法はありま
 せん。又高得点も望めないため民法が得意な
 方以外は、目標を50点までとすべきでしょう。
 来年絶対合格しなければならない方は、次
 の2点に注意して下さい。試験委員が執筆し
 た得意分野における雑誌投稿資料は必らず手
 に入れて下さい。出題率が高く、カスリでも
 すれば、精神的に楽になることうけあいです。
 ちなみに平成3年度の2問とも、類題として
 資料を手に入れた方がおられました。次に、
 今年は出題されませんでしたが、平成年度の
 最新重要判例も一度目を通しておけばベター
 でしょう。
 経済学:
 この科目もすべての範囲を網羅することは
 不可能です。割切って基本問題をこなし、試
 験委員の著書(特に章末問題や図を使ってい
 るところ)を読む以外方法はないでしょう。
 民法同様、努力と成果の結びつきが極めてう
 すく、ある程度の水準に来たら他の3科目に
 時間をまわすべきでしょう。
 とにかく、図が使われている単元は徹底的
 に勉強して下さい。今年の試験委員ではなく
 なると思いますが、嶋村先生の著書で使われ
 ている図は簡潔で、暗記もしゃすく、利用を
 おすすめします。
 会計学:
 これは徹底的に勉強して高得点を取って下
 さい。
 勉強方法としては、単元ごと、つまり引当
 金なら引当金に関する問題をピックアップし
 てサブノートにでもまとめれば十分でしょう。
 私は、セミナー(森川先生著)をベースに専
 門学校から集めた問題を追加して、サブノー
 トにまとめていました。そうすると、あとは
 何度も何度も暗記するだけになります。
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 行政法規:
 ひたすら暗記の継続です。
 鑑定理論:
 この科目を落とすようではほぼ合格はムリ
 となります。ひたすら暗記の継続です。自分
 だけでなく、友人と暗記会をして下さい。必
 ず成果はあがります。
 来年は絶対合格しなければならない方は、
 基準は完全暗記し、どんな問題がでても各問
 2枚書けるようにしておいて下さい。2枚を
 作文せず若干・要説の文書で書けば多少ピン
 トがずれて、書く順序が違っても必ず合格点
 (30点)はくれます。
 以上が私なりに勉強して気付いたところです
 が、最後に声を大にして申し上げたいのは合格
 のカギは会計学・行政法規・鑑定理論であるこ
 とは早く早く認識して下さい。この3科目を得
 意にすれば、ほぼ合格ラインをこえることは間
 違いなしです。
 5.最後に平成3、4年と大量に合格者が出てい
 ます。これは、地価公示ポイントの増加等行政
 が鑑定士を必要としているからである。
 これから先、こんなフォローの風が吹くこと
 は、当分ないと思いますので、滅多にないチャ
 ンスと思って頑張って下さい。(東洋不動産㈱)
 煙霧鰍■
 部会のあり方
 広内禎介
 平成6年の固定資産評価の大阪部会の受注方法
 は全国的にみても極めて稀な受注形態をとりまし
 た。大阪、富山、秋田…全く協会が対応できませ
 んでした。
 大阪部会は土地基本法16条の公的評価、協会本
 部、自治省の通達等の精神に違反し、この結果、
 大阪部会は過去に例を見ない混乱に陥り、部会長
 の辞任、新部会長の就任、さらに公的評価特別委
 員会を部会長、副部会長直轄の組織とする形で再
 出発するという、これも過去に例を見ない事態と
 なりました。
 1.新体制の特徴
 現在新体制の基で献身的な努力が日々なされ、
 その成果が着々と現れていることは明白な事実で
 あります。過去1年間になし得なかったことがこ
 の1月ばかりの間に実現しています。(例えば、
 ①大阪府からの時点修正の正式依頼、②FAX通
 信でみる機を見て敏なるTopDown方式、様々な
 方式でのDownUpの試み、等)これらは全く賞
 賛に値すべき成果であり、我々会員も一丸となっ
 て協力すべきものと思う次第であります。
 2.方針1
 ①新体制を基本的に支持します。
 上記のように日夜・休日を問わず過去に例を見
 欝欝灘髪ぞ灘参嵩畿慧召,
 あります。その結果、成果は着々と現れていると
 共に、私も含め一般会員は今迄以上に新体制に進
 んで協力すべきであります。
 ②しかし全てが満足であるというわけではあゆ
 ません。是は是、非は非として協力すべきは進ん
 で協力し、問題点は問題点として時間をかけみん
 なで考えようではないかということであります。
 3.問題点
 ①大阪部会にとってのモラルが確立されていな
 いということであります。即ち倫理の確立であり
 ます。
 今回の固評をめぐる一連の出来事の背景には、○
 法律的には何等問題が無いかもしれませんが、本
 部の決定・自治省の通達等に従わず役員を含め一
 難鍵鵬竺灘欝欝館護集
 れたのではないかという疑問を招いたのは事実で
 あります。その根源は、大阪部会が部会としての
 機能を十分発揮しなかったところにあります。
 今回は、原則は自由競争であって既に受注さ袴
 た各先生方の行動は法律上は問題にならないと思
 います。しかし本部の指導、自治省の意向、他府
 県の指導等から見て、大阪部会の行動はそれを正
 当化しようとすればする程矛盾点をさらに生じる
 ものだといえます。即ち法律以前に道徳心の問題
 であります。倫理に欠ける所が大であるというこ
 とであります。
 合法的であれば何を行ってもよいとするのは、
 我々鑑定士にとって許されることではないでしょ
 う。法律の前に道徳倫理があります。今回はこの
 道徳の欠如と部会の主体性との2点が大きく問わ
 れたといってもよいと思います。
 今後このようなことが発生しないようにすべき
 でしょうが、今だ役員の中には、自己の正当性を
 主張して法廷での争いも辞さずといった類の空気
 があるといったことを聞くにつけ、今度の出来事
 について十分な反省が行われていないのではとい
 う気持ちがしております。様々な考え方が役員に
 あっても、それは当然の事でしょうが、過去に例
 〆へ
 を見ない今回の出来事に対して未だこのように認
 駄.
 識を欠く方がおられるということは全く理解でき
 ません。
 ,ρ新体制は北風より太陽というソフトタッチで協
 綻会をまとめようとしておられます。私はその気持
 ちには基本的には同感であります。しかし今回の
 出来事に対してはこの様な対応では不十分ではな
 いかと思います。ましてや500人以上の会員が所
 ヂ著する大阪部会をまとめ発展させるため1こは、融
 じなジ
 和ということを前提としながらも全会員のバック
 ボーンとなるべき倫理を確立することが絶対不可
 欠と思う次第であります。そして倫理を確立した
 上で現実に沿った妥協案を講ずるべきであります。
 この考えは二枚舌とは全く性格を異にするもので
 す。何も倫理の重要性は日常の鑑定活動において
 のみ重要視されるものではないと思います。
 .ズ
 ζこのことを今回についてみれば、今回の平成6
 曳〆
 年度固評をめぐる受注は異常な状況の下でなされ
 たものであり本会・自治省の方針に反したもので
 ズちったという事を、役員及び我々会員の全てが謙
 夏虚に認めるべきだと思います。この点は、臨時総
 会の場での部会長の基本方針の所でも既に触れら
 れていると理解しています。
 ②私は有志の会の一人であります。有志の会と
 っても色々な考え方の会員がおられます。私は
 量曳_一
 何も争いを好むものではありません。今回の固評
 の受注状況等を明らかにしていただくことを本部
 に要請する署名を全会員の皆様にお願い致しまし
 た。これは今回の受注が「自己の能力を越えてな
 されたのではないか」また、「自己の能力とはど
 の程度の受注を言うのか」等の疑問に対する答え
 を大阪府下の業者の実態を明らかにすることによ
 り浮き彫りにしたいと思うからであります。また
 その過程を通じて、今回の出来事に対し何等関係
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 が無いと考えておられる受注業者の会員にも大き
 な警鐘を与えられると思うからであります。
 ③今回の臨時総会においても、私の聞き及んだ
 所によれば白紙委任状が非常に多く集められてい
 たとの事でありますが、この様な状況で一般の会
 員が自分の意志を本当に臨時総会に反映させたと
 いえるでしょうか。私は既に新体制に協力する意
 思をいいましたが、それだけではやっぱりベース
 は急には変わらない、根が深いものがある、とも
 思った次第であります。
 ④有志の会の人達の話を聞きたい、なんとか新
 体制をうまく船出させたい、という皆様方の気持
 は十二分に理解しております。
 しかし、他の大阪出身の近畿会役員、大阪出身
 の理事、ひいては今問題となっている先発業者に
 私達に対してと同じ様なアプローチをしていただ
 けましたでしょうか。なさらないとしたら何故そ
 れをしていただけないのですか。矛先が間違って
 はおられませんか。
 以上ですが、有志の会の中には、比較的新しく
 規模の小さい事務所の方がかなりおられます。従
 って私達はみんなで協力し、古くからの方や大手
 企業の方の理解・協力も得、真正面から全会員に
 体当たりしているのです。
 真意を理解してください。いずれ私達も10～20
 年後には皆様のような古手の事務所になります。
 どうか私達の次元の事務所に降りていただいて、
 会全体の事を考えてください。
 (HBU広内不動産鑑定㈱)
 A
 '曲ノー=層}>
 鰯臨画
 我が家の高齢化
 社会を迎えて
 渡辺邦雄
 去る9月5日午後4時頃、事務所に母より電話
 が入った。普段携帯電話を使用する事がないのに
 と不安に思って電話に出ると、父(78歳)の様態
 がおかしくなり車の運転が出来ないという。車の
 運転中に気分が悪くなって吐き出し、左手、左足
 にしびれが出始め、運転が出来なくなったらしい。
 救急車で病院へ行けないかと言ったが家で眠りた
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 ノ」、さな月歯梗塞
 力を発揮する
 の子葉脳神経
 鵬
 ∞ 欝課號
 態㎜
 自覚症状のない脳梗塞
 もし、あなたの知らな
 いうちに脳の血管に梗塞
 (こうそく)ができてい
 たとしたら一。本人に
 自覚症状がなくても脳に
 小さな梗塞ができる無症
 候性脳梗塞に襲われる中
 高年が増えている。最悪
 挿覗隷
 発見が難しい病気
 無症候性脳梗塞は自覚症状
 がない分だけ発見しにくい。
 灘難…皿
 などを引蓮手恐れ説
 箋羅蕪
 婆トレスの多い畢㎜
 生活の見直しも大切なよ繍
  
 うだ.㎜“
 ひよんなことから偶然に見つ
 かることもある。A氏(70)
 は階段から落ちて頭を打ち、
      に び まれヒロ
 。6、
 MRI(磁気共鳴診断装置)
 で脳の状態を調べたところ、
 幸い内出血はしていなかった
 が、小さな梗塞がいくつか見
 つかった。Aさんは高血圧気
 味で脳の血管が詰まりやすい
 体質だったのだ。以降、脳梗
 塞の治療に努め、大車にはい
 たらずに済んだ。
 自覚症状はないが、物忘れ
 がひどくなったら注意信号。
 老人性痴ほう症、いわゆるボ
 ケの前兆である可能性が高い
 からだ。痴ま.⊃症の原因には
 r』
 ゐ
 崎 
 認皿
 そ
 嚇、}
 湘饗
 鋤
 癖
 二つあるロべつがアルツハイ
 蕪羅脇
 顎罐辮譲
 症候性脳梗塞がボケの遠因に
 なるわけだ。
 ただ、逆なる物忘れは加齢
 現象でもあり、ボケの前兆で
 あるかどうかの見極めは難し
 い。佐々総合病院(東京都田
 無市)の平塚秀雄副院長は「通
 い慣れた道に迷ったり、つい
 さっき言ったことを忘れるよ
 うになったら、脳の精密検査
 を受けた方がいい」とアドバ
 イスする。
 脳ドックが効果的
 早期発見に効果的なのが脳
 の精密検査をする脳ドック。
 診断機器の技術革新で今では
 直径二、、ゾ程度の小さな梗塞ま
 で見つけることができる。二
 年前に脳ドックを開設した千
 葉脳神経外科病院(千葉市)
 によると、これまでの受診者
 ニヂ のうちニデ との  
 qつかった人は魂ヨU人に
 あると思います。今現在2週間に1度通院してい
 ますが診察の順番を取るのに早朝5時過ぎに診察
 券をだしに妻が行っており、これから先はいよい
 よ我が家にも高齢化社会は人ごとではなくなって
 きました。(㈱田園不動産鑑定)
 寝たきり老人とはなりませんでしたが、家に連れ
 帰っておればまず後遺症で手足が動かなくなって
 いたでしょう。
 思い起こすと過去2回気分が悪くなった事と車
 を運転すると左方向へ寄っていた事があったので
 内科で検診を受けた所、異状は認められなかった
 が、高年齢になると脳外科の検診をうける必要が
 日本細溝新聞(夕刊)
 上った。発見率は三五%だ。
 同病院の水上公宏院長は
 「無症候性脳梗塞はたまたま
 症状が出ない部分が詰まった
 だけで、いつ中枢部分に梗塞
 ができてもおかしくない。脳
 の機能がまひする前に手を打
 つ必要がある。特に高血圧気
 味の人や身内に脳梗塞になっ
 たことのある人は早期発見に
 努めるべきだ」と強調する。
 高血圧と脳梗塞の相関関係
 は強い。高血圧が動脈硬化を
 促進させ、血管を詰まりやす
 ◆
  
 くするからだ。水上氏が脳ド
 ックの受診者千人を調べたと
 り
 四%なのに対し、高血圧の人
 は五三%だった。高血圧であ
 の
 どが原因。結局、血を固まり
 にくくする抗血小板剤や抗凝
 半身マヒの恐れも
 高血圧・物忘れは要注意
 ころ、四十代では正常血圧で
 梗塞が見つかった人はわずか
 ボケの自己チェック
 ▽軽症
 ・日常会話や相手の話は理解できるが、話題
 が乏しく限られている
 ・社会的な出来奥への興味と関心が乏しい
 ・同じことを繰り返して話す
 ・日常生活で、時々人の手助けが必要になる
 ▽中等症
 ・普通の人以上に慣れない状況て協所を間違
 えたり道に迷いやすい
 ・簡単な日常会話はなんとか可能
 ・しばしば介助力泌要、お金の管理や服薬の
 管理に他人の援助が必要なことが多い
 ▽齪
 ・慣れた状況でも場所を間違えたり道に迷う
 ・ちょっと前に言ったことや、食事をしたこ
 とすら忘れる
 ・簡単な日常会話すら困難
 ▽羅症
 ・自分の名前が言えない
 ・直前のことを忘れる
 ・身近な家族がわからない
 (平塚秀雄・佐々総合病院副院長作成)
 ること自体が危険信号と言え
 そうだ。
 軽い発作も危険
 無症候性から症状が進むと
 一過性脳虚血発作が出るよう
 になる。これは二、三分手足
 がまひする、口がきけなくな
 る、会話中に頭がぽ一つとす
 るなどの症状だ。
 サラリーマンのB氏(46)
 は右手足に軽いしびれを感じ
 て病院で検査を受けたとこ
 ろ、二、三、ゾの梗塞が六個見
 つかった。仕事で毎晩帰宅が
 遅く生活が不規則だったこ
 と、酒、たばこが好きで不摂
 生な生活を送っていたことな
 固剤による治療を受けたとこ
 ろ、しびれが治まり二週間で
 退院した。
 平塚氏は「どんなに軽い発
 作でも見逃さないこと。これ
 を放置しておくと、ある臼突
 然本格的な脳梗塞やボケに襲
 われる危険性が高い」と警告
 する。
 日ごろの予防策としてはま
 ず、血圧をコントロールする
 ことが大切だ。
 動脈硬化を防ぐためにコレ
 ステロールを滅らす努力も不
 可欠。パターやチーズといっ
 た乳製品、レバーや肉の脂身、
 卵などに多く含まれているの
 で、とり過ぎないようにする。
 運動不足も脳梗塞の引き金
 面なる。だからと9いき
 なり激しい運動をするのは禁
 物。水上氏によると、毎日十
 分以上速歩きをするのが望ま
 しい。
 糞i撫島.
 鞘i灘
 ii簗翼箋箋蕪i嚢甑i麟嚢選嚢嚢誕
 方がいつもと違いやや緩慢であるので、後部座席
 へと移動させ市内へと引き返した。途中妻から連
 絡が入り、自宅に近い脳外科病院へ連絡がつき、
 先生が待機しているとの事。病院で早速検査を行
 い集中治療室へ入院となり(原因は脳梗塞であっ
 た)、約1ヶ月で退院する事が出来た。今回幸い
 にも病院の治療が適切であった為後遺症もなく、
 いので迎えに来てほしいとの事。取敢えず迎えに
 行く事になり、途中妻に連絡をとり適当な病院を
 探しておくようにと伝言を入れておいた。
 幸いにも、阪神高速道路松原線は車の流れがス
 ムーズで、現地(南河内群美原町、週に5日程度
 2人で金剛山まで散策に出掛けていた)まで約30
 分で到着できた。父は家に帰ワたいと言うが喋り
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 議
 癖
 璽
 第3回不動産カウ
 ンセラー実務研修
 に参加して
 高取
 清
 去る2月19日からと2月26日からの2回に互っ
 て東京にて開催された第3回不動産カウンセラー
 に参加して参りました。
 全国から91名の参加がありましたが、近畿から
 の参加は7名にて非常に少なかったので報告させ
 て頂きます。
 参加する迄は仕事が山積みの状態で、6日もあ
 れば、在庫もさばけるのにとか、色々大変だとい
 う気持ちでしたが、行った初日からこれは、来て
 よかったと本当に思いました。
 第1に時期です。第2回の実務研修はまだ不動
 産の好況期であったと思いますが、今回はバブル
 崩壊後の東京で、現地の空気を吸い乍ら、不動産
 業各界の第一線の方々から、生々しい現地報告と、
 今後模索されつ》ある方向を講義の中から承るこ
 とが出来、多くの示唆が得られました。
 第2に昨年8月、建設省告示で不動産コンサル
 ティングに関する知識及び技術の審査、証明事業
 認定規定が定められ、平成4年10月㈲不動産流通
 近代化センターの行う「不動産コンサルティング
 技能試験、登録事業」が認定され、本年特別試験
 が実施される直前に直接、担当者の方から話しを
 伺える事ができた事です。
 「土地有効活用ニーズの高度化等に対応するこ
 の不動産コンサルティングの業務範囲は従来から
 ある弁護士、土地家屋調査士、税理士、鑑定士等、
 専門の資格士しか行い得ないとされている業務範
 囲を侵してはならず、又「あたかも公的な称号又
 は資格であるかのように誤認される表示、宣伝
 等」を行うことがあってはならないとされている
 が宅建業界の人材育成の為実施されること故、今
 後の成長が期待されます。本年は8月に特別試験
 実施、1万7千人が受験する見込みです。
 第3に「数字」に開眼したことです。2月21日、
 東京工大の阪本一郎先生から、立地分析の講義を
 3時間にわたりうけました。
 冒頭チューネンのイゾリールテ・シュタットの
 事から、社会工学の面からみた都市計画の講義を
 へて、現在の大店法の基礎となるハフの商圏の議
 論迄スライド付で熱心な講義でした。40年のむか
 し、文庫本で出ていた「孤立国」を読んだ学生時
 代をなつかしく思い出しました。
 又、統計学概論では、学生時代、計算機がなく
 歯が立たなかった最小自乗方法とか、回帰分析と
 かが、今やパソコンで簡単にできる事も分りました。
 私はたまたま岩波新書の「ソフトウエア」を読
 み乍ら参加していたのですが、著者自身の高橋三1
 夫先生が講師の1人として講義されました。この
 講義は最新機器をつかったパソコンによるプレゼ
 ご蕊暴騰艦欝あ鶉奪蕎多
 我々より、講義して頂いた先生方のお骨折りは大
 変だったことと思います。企画運営された事務局
 の皆様方にこの場で厚く御礼申し上げます。
 (㈱新大阪不動産鑑定所◆
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 を登る
 佐野幸人
 飯豊山は深田久弥氏の日本百名山の中に入って
 いる。
 山好きのNさんが、登ってみないかと誘ってぐ
 オτた.この人の登山計画は緻密で安,心してつ調
 いける。交通機関・宿舎の手配など万全である。
 折角東北地方まで行くのだから、同じく百名山
 である磐梯山にも登ろうというものであった。
 平成4年7月29日8時!0分雷鳥13号で大阪をり
 発、北陸本線新津から磐越西線の徳沢を経て奥川
 まで入る。
 以前は夜行列車で山麓にアプローチし、そこか
 らすぐ登り始めることが多かったが、このごろは
 体力の問題もあり、若者がやるような行動はでき
 るだけ避けようと思っている。
 奥川へは弥平四郎(地名〉の民宿「大阪屋」の
 奥さん(推定34、5才)が車で迎えに来てくれた。
 こちらは後に合流する!人を除き、6名のメンバ
 ーである。過疎の鄙びた集落にある民宿の屋号が
 どうして大阪屋なのか説明はなかったが、大阪を
 落ちてきたとかってに推量する者もいたがそんな
 ことはどうでもよく、大阪屋はそこで酒屋さんを
 営んでいた。そこのおじいさんの発音は方言がき
 つくなかなか理解しにくいものであった。
 夕食の料理は岩魚、馬刺し、山菜の天ぷら等ど
 れも結構なもので、酒は辛口の会津ほまれ。明日
 は霊山にのぼるので斉戒沐浴すべきであるのに、
 ヂお酒で心身を清めることとなった・翌朝1眠宿か
 k.ら登山口まで奥さんに送ってもらう。歩けば1時
 間10分かかる。これからの道のりを思うと、この
 短縮はありがたかった。奥さんが菩薩にみえる。
 (『
 ㌃平四郎の集落は34世帯ほど。若い者は都会に流
 れる。日常はその気になればそれなりの生活がで
 きてあまり不自由を感じないという。そういうも
 のかもしれない。岩手県から嫁いできたそうであ
 己瓢難魏論議鵜⊇鷲
 えなつかった。
 ここで飯豊山について触れておく。昭和25年に
 指定された磐梯朝Fr国立公園の中部にある飯豊連
 峰は、福島、山形、新潟の三県にまたがる面積四
 千ヘクタールにも及ぶ雄大、広大な一連の山群で、
 山名を列記してみると北股岳、杁差岳(エブリサ
 εシダケ)、御西岳、烏帽子岳、大日岳、飯豊本山、
 覧、三国岳、種蒔山など最高点は大日岳。飯豊山は、
 古くから山岳信仰の対象として知道和尚によって
 白雉3年(653年)に開山され、美しく豊かに飯を
 6偽ったような山容からその名がつけられたという。
 紀、.
 冬期間、日本海を渡るシベリヤからの強い季節
 風によって連峰の東斜面に大規模な雪庇ができる
 有数な豪雪地帯で、それがいつまでも純白な姿を
 見せ、夏は豊富な雪渓として残り、美しい高山植
 r
 覧.、ゴとともに飯豊山のシンボルともなっている。ア
 プローチが長く、ふところの深い山である。
 登山道が整備されていて、初級者向きといわれ
 るが歩き始めの1、2時間はきつい。身体にたま
 っている下界のオリが抜けないからである。
 同行する1人がすでに音(ね)をあげている。
 60才に近いのに、年甲斐もなく10キロ近い荷を担
 いでいる。少しは自分の体力を考えればいいのに。
 リュックサックに何が入っているのだろう。4日
 間の山行きである。着替え上下が4枚、靴下3枚、
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 雨具、防寒具、スキットル(酒を入れる器)等、
 下着が多すぎる。荷物を軽くしたいのなら濡れた
 パンツで寝るぐらいの覚悟がいる。それに体重が
 少し太めだ。山にでも登ろうというのなら、平常
 から摂生して体重をコントロールしておくべきだ。
 そうはいっても最近山登りに対する考え方が少
 し変った。
 以前は、修験者の修業のようにひたすら歩くだ
 けであった。山でアルコールを飲むことなど嫌悪
 すべきことであった。ところが最近は、年令とと
 もに自分に対して寛容になってきた。歩き疲れて
 山小屋に着く、元気で歩けたねと一杯飲む。(も
 っとも飯豊の山小屋では350ミリリットルの罐ビ
 ールが700円、それでも新地で飲むより安い)明
 日も元気で歩こうねと一杯、山を降りるとよかっ
 たねと一杯といった具合。折角山歩きを楽しんで
 いるのに、自然体が何故いかんのだということに
 気がついたからである。これからも肩の力を抜い
 た山歩きを考えている。
 河内の金剛山に登ることが私のトレーニングで
 はあるが、今日まで300回は登ったであろうか。
 2000回登ったという人もいるが、私には登山回数
 は問題ではない。
 四季折々に自然は優しく移り変りを見せてくれ
 る。
 金剛山の冬は霧氷・樹氷の夢幻の世界、山の春
 は思ったより早く桜の開花は里に遅れること約1
 ヶ月、4月には樹々が芽吹き始め、やがて杉桧の
 濃緑色とコントラストをなす。夏はウグイス・カ
 ッコウ・ツツドリなど小鳥の囀りが、別天地に誘
 い、秋は紅葉がすばらしく、登山道も判らぬほど
 の落葉を踏み分けて登る晩秋の風情は、山登りす
 るものだけがたしかめることができる自然との交
 歓である。
 飯豊山(2105メートル)は古来より信仰の対象
 になった。
 山を聖地とする考え方は、山に神が存在すると
 いう神格化による。さらに山頂に神霊が降臨する
 という考え方から、山を神と仰ぐのである。私は
 山を神だと仰いだことはないが、山を神とする民
 族信仰を理解することはできる。山の持つ神秘性
 や自然性に惹かれる心は古代の人の心情と異なる
 ものではない。自然景観としての秀麗性、神秘性
 が自分の心を惹きつけるのだろう。
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 飯豊山の急登は続く。コースタイム3時間!5分
 の登りとは思われない。黙々と頂上めざしひたす
 ら歩む。このごろ、登りで喘いでいるとき、心の
 中で般若心経を謂(じゅ)すことが多い。調息の
 意味もあるが、何故か山と一体になるような気が
 する。念仏を称える者もいる。山ふところに抱か
 れると阿弥陀さまに抱かれているような気がする
 そうである。
 登り始めに大阪屋へ帰りたいと落伍していた男
 が、登路も半ば過ぎて帰る路が遠くなると、帰る
 のを諦めたのか、泣きごとを言わなくなった。
 疵岩(いぼいわ)山を越えて三国小屋につく。
 登りのきつさに花どころではなかったが、小梅恵
 草(こばいけいそう)が風に吹かれている。天気
 はよいが風が相当に強い。台風9号の影響かもし
 れない。あと1時間半で種蒔山を経て宿泊予定の
 切合(きりあわせ)小屋である。
 遅れて歩く友をみながら順調に進む。夕暮れの
 小屋の広場から明日登ろうとする飯豊山本山のい
 ただき、大日岳の威容が眺められる。「大きな残
 雪と豊かなお花畑、尾根は広々として高原を逍遥
 するよう楽しく、小さな池が幾つも散在して気持
 のいい幕営地に事欠かない」ところのようである
 が、明日はどうであろうか。山嶺に日が落ちてゆ
 く。刻々に移り変る夕陽は空を千変万化させる。
 その貴重な一刻にシャッターチャンスを求めてN
 さんが落ちつかない。紅茶をわかすコンロも温度
 があがらない。大分冷えてきたようだ。
 小屋に戻ると夕食。ほとんど具のないカレー。
 ぜいたくは言うまい。グルメの旅ではないのだ。
 毛布の配給がある。7人に6枚という。!人1枚
 宛てとして1人分足りない。小屋主と交渉して残
 り1枚を確保する。下は板の上にゴザが敷かれて
 いるだけ。1枚の毛布をどのように使って寝るか
 が重要課題となる。幸い1階で寝るのは12人程、
 寝るスペースとしては文句はなかった。持ってい
 るものを重ね着して夜の寒さに備えたが寒さはそ
 れほどでもなかった。予定では明日もここにとま
 る筈だ。ところが飯豊山を守る会があり、その会
 員が明日は100名ぐらいこの小屋で泊まるという。
 寝る場所があるのか心配だ。
 翌朝、小屋で弁当をもらって7時ごろ飯豊山の
 頂上を目指す(ちなみに小屋の宿泊料は1泊2食
 で6000円、雨露をしのげたことに感謝)。最初の
 ころばそうでもなかったが、西からの風が横なぐ
 りに吹きつけてくる。さすが信仰の山だけあって、
 表登山道には、そこで草鞋(わらじ)を脱いだと
 いう草履塚、神域に入る前の試練の岩場、御秘所
 (おひしょ)があり、やがて三角点から少し下が
 ったところに飯豊神社がある。このあたりはすで
 にガスと強風に包まれている。神主はこのあたり
 の天候はどうなるかわからないと言い、本山小屋
 のおじいさんは天候は回復する兆しはないと言う。
 長い経験に裏打ちされた古老の言葉に間違いはあ
 るまい。御西岳に向う道はガスでとざされており、○
 しかもおそらく風速20メートルを越えるようなア
 ゲインストの風が吹きつけており、私も撤退を決
 意せざゑを得なかつ書・遭難す贈率はカ】な%
 程度に高い。さすがにみんなの、慰見も一致する。
 関西から遠いだけに、また山が深いが故に二度
 と登る機会はないかもしれないが、これが山とい
 うものである。砂礫まじりの風に吹かれてお花畑
 の花もひれふしている。頂上だけを踏んで下山ゆ
 かかる。もとより大日岳はガスの中で望めない。
 途中、姥権現(うばごんげん)が赤い帽子をかぶ
 って鎮座していたが、風雪にさらされたお顔は迫
 力があった。信仰登山中に倒れた姥なのだろうか、
 女性の登山は許されたのか。権現というがあまり
 にも生々しい感じがした。
 切合小屋に引き返したが、100人が泊まる小屋
 に未練はω、.そこで食事をすませて下山するこ○
 とにした。
 登ってきた弥平四郎に降りずに(降りて大阪屋
 菌叢誘駕羅織綾髭豪猛
 地蔵山までの剣ヶ峰の岩稜がすごい。普通剣ヶ
 峰とは噴火口の周辺のことをいうのであるが、こ
 こでは信仰登山が果せるかどうかギリギリの場所
 (御秘所と同じように勇気と信仰心を試される燈
 険な場所)という意味である。このあたりから雨
 模様となる。雨の岩場はすべるので危険だ。山を
 歩いて雨のくだりほどいやなことはない。気を付
 けないとすぐすべつて転倒する。そのうえ膝が笑
 いだせばもうとまらない。朝から地蔵山を越すま
 で6時間半は歩いている。あと2時間半歩かない
 と川入には到着しない計算である。笹平、上十五
 里、中十五里、下十五里とひたすら歩く。鶯の谷
 渡り声が聞こえるけれどその声を賞でる余裕はな
 い。ようやくにして麓の御沢小屋につく。その小
 屋の管理人が川入で民宿を経営しているというの
 でそこで泊ることになる。自動車の荷台に乗って、
 擦つく雨に打たれていると捕虜(なったことはな
 いのであるが)になって収容所に向かう感を深く
 したものである。
 風呂に入って汗を流しビールで喉を鳴らすとき、
 この'恍惚は誰もとめることはできない。そのため
 に山に登ってきたようなものである。みんな揃っ
 ρて乾杯!をする余裕がない。言葉を変えれば餓鬼
 隻である。我が身勝手にひとしきり飲んで落ちつく
 と、10時間歩いてこの民宿にいることがまことに
 不思議に思えてくる。頂上で風が吹き荒れねば前
 C生しており・ここにいることもなかった・鮨詰め
 の山小屋で夜を過ごしたかもしれない。いま何か
 の御縁で予約もしていない宿でビールを飲み、寛
 いでいることがありがたいのである。ふかふかし
 た布団にくるまれて寝ることがありがたいのであ
 ⊂.日常、ビーノレを飲み布団で寝ることは、あま
 りに日常すぎてありがたいとは思わないが、あり
 がたいことなのである。みんなが無事下山できた
 ことも感謝しなければならない。山はいろいろな
 ことを教えてくれる。
 8月!日、天気はいいようだ。今日は会津磐梯
 山を目指すことになる。とにかく今晩の宿泊地と
 .なる大塩裏磐梯温泉のホテルに荷をあずけ身体を
 ¢
 、.軽くして登ることにし、磐梯山の山頂に近いゴー
 ルドラインを車で登り八方台からのコースとなる。
 磐梯山は言うまでもなく、小原庄助さんととも
 鳴
 「会津磐梯山」で「宝の山」と唄われてきた会
 地方のシンボルである。猪苗代湖の真北に美し
 い山裾を長くひいているコニーデ型の火山で、山
 頂部分は大磐梯山、赤埴山(あかはに)、櫛が峰
 の3峰からなっている。
 〔明治21年(1888)7月15日の朝、この山は火山
 学史上に残る大爆発を起こし、この大噴火は学問
 上は「ブルカノ式噴火」といわれ、その時の噴火
 で北方五ヶ村、11部落が溶岩に埋まり、実に460
 数名の多きにのぼる悲惨な死者を出している。そ
 の巨大なエネルギーは小磐梯山を根こそぎ吹きと
 ばし、今見られるような山溶をつくった。しかし
 その壮絶の歴史から今や100有余年、そこには平
 和で美しい高原と秋元、小野川、桧原などの大小
 無数の湖沼群が出現し、裏磐梯高原として一大観
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 光地となってよみがえっている。タクシー運転手
 の説明では、竹笹の葉に水滴がつき陽光でキラキ
 ラ光ることから宝の山と唄われるとのことであっ
 たが、笹に水滴がついて光るのはなにも磐梯山に
 限るまい。猪苗代湖からこの山を仰いだとき名山
 の風格があり、その美しさを賞でて宝の山となっ
 たのだろう。
 この山路も整備されている。この地方の小学校
 の学習登山の場でもあるようだ。下山する子供ら
 の一団と出会う。みんな元気で「こんにちわ」を
 言ってくれるが、登路であえぐ私にはその応接が
 つらい。中の湯を経て弘法清水につく。欲ばって
 水筒にいっぱい水を汲む。甘露である。山路では
 ビールより清水がいい。
 やがて頂上。360度の大展望が得られるという
 が、天気はよいのだが、やはりガスが流れ。時々
 猪苗代湖がみえてくる。頂上から眺めれば秋元、
 小野川、桧原と続く湖を配し、色変りの沼がみえ
 る裏磐梯の景観がよい。帰りは中の湯あたりで別
 れて裏磐梯高原を目指す。やがて銅沼が現れる。
 箱庭のような人工池を思わせるが、何故か不気味
 な静寂がある。旧噴火口のあたりらしい。見上げ
 れば削りとったような岸壁がある。近くで煙があ
 がり、硫黄の匂いが漂ってくる。路沿にある沼も
 何故か静まりかえっている。水質によって生物が
 棲みにくいのかもしれない。100年前の爆発によ
 る犠牲者のことを考えていると、誰かが蛙が鳴い
 ているという。私の今の感傷は何だったのか。太
 陽が照りつけているが、静かな風が高原を流れて
 いる。裏磐梯スキー場を経て五色沼へと向う。時
 刻は午後5時近い。裏磐梯高原ホテルの宿泊客の
 姿がワッチにみえる。2日間の山歩きで疲れ果て
 た自分が敗残兵の様に思える。けれども磐梯に着
 て、頂上を踏んだ者とそうでない人と比較すれば
 どちらがリッチかと自分を慰める。
 約1時間五色沼探勝路を歩き、鉱物イオンによ
 って色が変化する沼の不思議さと素晴らしさに疲
 れも忘れる程であった。
 上の湯温泉で1泊し、行程を1日短縮している
 が翌日帰る組と折角だからもう1日付近を観光す
 る組に別かれ会津若松を経て東武鉄道で浅草、新
 幹線と乗り継いで帰ったが、残った仲間のことが
 気がかりであった。(日信不動産鑑定所)
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 米
 表紙には森田先生のすばらしい花の写真
 を掲載させていただき編集子として光栄で
 す。
 さて、花吹雪を観て人々の``晩節"につ
 いて思いをめぐらすことの多かった春でし
 た。人の終焉を桜の花の散るさまに、重ね
 ることで、その人の生き方を鑑みることは
 日本人が古来好んだ評価様式です。これに
 まつわる桜の詩歌は数多くあります。小生
 には、桜の散るサマをみることの感激が、
 齢を重ねるごとに深まります。この世であ
 と幾日この爛漫をながめられるのか。
 高名な老政治家のスキャンダルが明らか
 になりました。あのような事実がなければ、
 国民的な大政治家として後世まで顕彰され
 るはずの人物です。まことに人が晩節を全
 うすることの難しさを思います。
 淋しさに花さきぬめり
 山ざくら(蕪村)
 河井要祐
 ⊂
 r覧
 。
 渉外広報委員会
 長ロ貝員員
 員
 委委委委
 人巌祐博
 幸要睦
 野本井合
 佐宮河河
 介治門
 衛
 禎栄左
 内原兵
 口
 広玉谷
 口目ハロ目ハロ目ハ
 委委委
 〔



 発行者
 印刷
 社団法人日本不動産鑑定協会近畿会
 大阪部会会報第8号
 平成5年3月発行
 社団法人日本不動産鑑定協会近畿会大阪部会
 ㊥550大阪市西区江戸堀1丁目1番11号
 (大同生命東館3階)
 電話大阪(06)443-7216番
 株式会社ムラタ印刷
 電話大阪(06)771-4034番


