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生命保険金は遺産となるか

被相続人の預貯金が生前に
勝手に引き出された疑いが
あるのですが
相続の相談を受ける中
で、「被相続人と同居して
いた相続人が被相続人の生
前に預貯金を使い込んでい
たに違いない」という話が
出てくることがあります。
この相談の趣旨は、遺産分
割の話し合いの中でその点
を明らかにして、相談者の
相続分を少しでも有利に交
渉したいというところにあ
ることが多いようです。
しかし、仮にそういうこ
とがあったとしても、生前
に引き出されたお金が被相
続人の死亡時に残っていな
いのであれば、原則として
相続財産を構成しないた
め、遺産分割の対象にはな
りません。したがって、原
則としては、遺産分割の話
し合いの中にその件を取り
込むことはできないと言わ
ざるをえません。
インターネットのサイトを利
用したところ「懸賞が当たっ
たので 5 万円振り込めば
500 万円を送金する」とい
うメールが届き、5 万円を送
金してしまいました。
上記のメールは明らかな詐
欺のメールです。実際に５万
円を振込んでも、当該サイト
は更に振込金が必要として、
金額の支払いを要請してきま
す。そして、何度かお金を振
り込んでも、実際に５００万
円が送金されることはありま
せん。
他にも、芸能人になりすま
し、実際にその芸能人と会え
るのでないかと錯覚させ、サ
イト利用料を詐取する悪質な
出会い系サイトもあります。
始めは軽い気持ちで利用し
知らぬ間に多額の被害にあっ
てしまうケースが非常に多い
です。
このようなメールが来ても
絶対に手をださないことが重
要となります。
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建物明渡しの強制執行
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軽にご相談ください。
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浜松西高、中央大学出身
２月は寒かったですね。し
かし、畑では既に夏に向けて
準備が始まりました。まず最
初は、じゃがいもの種芋の植
え付けです。馬鈴薯だけでは
なく、「メイクイーン」や
「インカのめざめ」、「レッ
ドムーン」など、種類も豊富
です。名前も素敵ですね。
３月に入ると、トマト、ナ
ス、キュウリなどの、夏の定

知っておきたい専門知識
不動産に登記された抵当権に
ついて裁判所の担保不動産競売
手続がなされた場合、その不動
産を借りている借地権者や借家
権者の賃借権が保護されかどう
かは、原則どおり、対抗要件具
備の時間的前後により定まりま
す。もっとも、抵当権の対抗要
件が登記だけであるのに対し、
借地権・借家権については登記
だけではなく、借地権の場合は
借地借家法 10 条により建物の
登記（表題登記だけでも可）、
借家権は借地借家法 31 条によ
り建物の引渡しを受けることも
対抗要件として認めています。
したがって、すでに借地権や
借家権の対抗要件を備えた不動
産に抵当権設定登記がなされた
という場合には、競売の買受人
は借地権・借家権の負担のつい
た所有権を取得する、つまり、
借地権・借家権が残っているこ
とを甘んじなければなません。
逆に、すでに抵当権設定の登
記のある不動産に、後に借地
権・借家権の対抗要件を具備し
た場合には、競売の結果、借地
人・借家人は買受人に自己の借
地権等を主張することができな
いということになります。
では、1 番抵当権と 2 番抵

抵当権と借地権・借家権の優劣

当権の中間に借地権・借家権が対
抗要件を備えた場合で、2 番抵当
権者の申立により競売が行われた
場合はどうなるでしょうか。
この場合は、競売により１番抵
当権も消滅しますから、１番抵当
権に対抗できない借地権・借家権
は消滅することになります。
なお、このように抵当権に対抗
できない借地権・借家権が消滅す
る場合、即座に退去を命じるのは
酷であるため、建物明渡猶予制度
が設けられています。条文を見て
みましょう。
民法
(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
第 395 条 抵当権者に対抗する
ことができない賃貸借により抵
当権の目的である建物の使用又
は収益をする者であって次に掲
げるもの（次項において「抵当
建物使用者」という。）は、そ
の建物の競売における買受人の
買受けの時から六箇月を経過す
るまでは、その建物を買受人に
引き渡すことを要しない。
（以下略）
一方、民法 387 条は「登記をし
た賃貸借は、その登記前に登記を
した抵当権を有するすべての者が
同意をし、かつ、その同意の登記

また

番野菜の種まきです。ビニー
ルのポットに種をまいて自家
製の小さな温室で育てます。

があるときは、その同意をした抵
当権者に対抗することができる」
と規定しています。
つまり、借地権・借家権が抵当
権者に対抗できない場合であって
も、抵当権者が借地権・借家権を
存続させるのが妥当であると判断
した場合には、「同意の登記」が
なされていれば、借地権・借家権
が抵当権に対抗できることになる
わけです。
では、どのような場合に抵当権
者は「同意の登記」に応じるので
しょうか。
想像するに、一口で言うと、借
地権・借家権を存続させておいた
方が抵当権者の債権回収に資する
場合ということができると思われ
ます。
たとえば、融資を受けて建築し
た貸店舗に人気優良チェーン店が
入居した場合、貸店舗に抵当権を
設定した金融機関は、債務者(建
物所有者)が借入金の返済を怠っ
た段階で人気優良チェーン店の支
払う賃料を差し押さえすることが
できます。また、そのような場合
であれば、競売になったとしても
収益物件として高い評価がなされ
る可能性もあります。
そのような場合には、金融機関
が「同意の登記」に応じることが
考えられます。

事件簿

押し買いに対する法規制

畑に植え付けるのは、ゴール
デンウィークが過ぎた頃で
す。また、３月下旬には玉
葱、スナップエンドウなどが
少しずつ収穫できます。
地震があっても、ギリシャ
が破綻しても、消費税が上が
ろうとしていても、野菜は毎
年同じ営みを続けています。
急がば回れと言いますが、
同じことでもコツコツと継続
することが大事なんだと教え
られます。
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訪問販売については法規制が
なされていますが、昨今、「訪
問買い取り」（押し買い）につ
いてのトラブルが急増してお
り、法規制の必要性が急務と
なっています。
訪問買い取りのトラブルは主
に貴金属の買い取りに多く見ら
れ、次のような問題点が指摘さ
れています。
――――――――――――――
■勧誘の目的や事業者の氏名、
買取る商品等について訪問買取
業者からきちんと告げられない
まま勧誘を受ける。
■領収書や契約書面等が交付さ
れないため、買取価格の算定根
拠が不明である。
■勧誘を断っても退去せずに勧
誘を続けるなど消費者が迷惑と
感じるような勧誘を行う高齢者
への勧誘を行う。
■勧誘の際のトークの内容につ

いて、真実であるかどうか疑義が
ある。
■領収書や契約書が渡されない場
合、契約後に訪問買取業者と連絡
を取りたくても連絡が取れない。
■解約を申し出たところ、「すで
に転売してしまった」などと言っ
て解約に応じてくれない。
――――――――――――――
消費者庁に設置された「貴金属
等の訪問買取りに関する研究会」
の中間報告書を見ると、法規制は
次のような内容になると思われま
す。
■法的措置の対象商品は貴金属な
どの指定商品とする。
■事業者名・勧誘目的等の明示義
務を課す。
■再勧誘・迷惑勧誘を行うことを
禁止する。
■連絡先、買取商品名、買取価格
など必要な事項を記載した契約書
面の交付義務を課す。

■不実告知、重要事実不告知を
禁止する。
■威迫・困惑を伴うような勧誘
を禁止する。
■高齢者などの判断力の不足に
便乗して契約を締結させてしま
うことを禁止する。
■クーリング・オフ制度を設け
る。
―――――――――――――
これらの法規制は、「特定商
取引に関する法律」に設けられ
ると思われます。なお、現在同
法で規制されているのは、訪問
販売、通信販売、電話勧誘販
売、連鎖販売取引、特定継続的
役務提供、業務提供誘引販売取
引の６つの類型です。

「中央合同事務所」でクリック！ http://sihoushoshihamamatsu.web.fc2.com/

