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欝 1 申立て :こ対する意見

債権者らの申立てを却下する。

簾 盆 率件事案 (紛争)の背景について

本書面での略称・表記は、本書面で特に指定しない|∫長り、申立書に添付

された東京地方裁判所の判決書の記載と同じとする。

本件土地 1及び本件土地 2に分筆される前の一筆の土地 (欄 土地)は 、
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また、11臓は、旧土地上に、もう1棟の建物 (旧 建物)を所有 していた。
"“_                       _“

“
‐‐口■■E

その後、 1日 土地の一部が調|い らヽ債務者及び債権者 らの実母・

(以下「
11臓|と いう)に贈与されたが、債務者は、事1及ひだ日

'か

ら分

筆前の旧土地の一部について、建物所有 目的の使用と旧建物の解体を許諾

された。

債務者 と:鋼1巨び燿llと の間で、分筆前の旧土地上に債務者の自宅 (本

件建物 2)を建てる位置について、本件建物 2の建築確認のために作成さ

れ,建築工事請負契約書に綴 られた配置図のとおりとすることが合意され

た。その際、債務者 と|■及びd■Lの間で、本件建物 1と 本件建物 2と

の間を、債務者の費用で両宅が使用する通路とすることとし、債務者の費

用で本件建物 1と 本件建物 2の公道に面する入口に共用の門扉を設け、本

件建物 1と 本件建物 2間の通路の共用片扉門扉を設けた。

本件建物 2は、平成 4年 4月 5日 に完成 した。債務者も日

「

もに も、

本件建物 1と 本件建物 2が分離することを全く想定していなかった。

現に、平成 4年 4月 当時から今 日に至るまで、本件建物 1と 本件建物 2

との間は本件建物 1と 本件建物 2の共用の通 il各 として利用されてきた。

債務者及びその妻は、本件建物 2に居住後、高齢となった親■及び1■|:

の面倒を長年にわたって見てきた。

割Lは、平成 8年 1月 21日 に逝去した。

■|)の遺言執行者である
欄目|ロト護士 (以 下 「      とい う)

は、本件土地 1と 本件土地 2の分筆登記を411自 卜地家屋調査士 (以 下

「
1目鵬土地家屋調査士」とい う)に依頼 したが、層■L地家屋調査士が分

筆登記をしたのは、日 )が逝去 してから3年後の平成 11年 1月 25日 で

あった。

■ 弁護士も、碑 地家屋調査士も、日IDD遺言書から読み取るべき

■口|の意思を鑑みず、かつ、現地の現況を確認 しなかった。そのため、■

1ロト地家屋調査士は、机上で単に図面上の本件土地 1と 本件土地 2の境界

線について、縮尺に依拠 した距離のみを抽出し、分筆の基になる地積測量

図を作成 した。
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● 土地家屋調査士は、鋼■い相続人の立ち会いの下での現地測量を行

わなかった。

また、1日IB土地家屋調査士は、地積測量図の作成の前後に、現地でその

地積測量図がどのように反映されるか、建物 2の庇の位置や枡がどの位置

にあるかなど、確認をしなかった。

■口弁護士からも、日 土地家屋調査士からも、境界線 となる位置に本

件建物 2の玄関の庇がかかっているとい う指摘や、桝が境界にかかってい

るという指摘も受けず、物置が越境 していることの指摘も受けなかった。

そのため、誰も、越境のことに気がつかず、債務者は、遺言書のとお り、

lロトの意思に従い、本件建物 2で使用する設備は、本件土地 2の敷地内に

含まれるように分割線が引かれていると認識 していた。

■■は、平成 18年 4月 14日 、死亡 したが、生前の平成 16年 3月 6

日、自筆証書遺言を作成 し、本件土地 1及び本件土地 2の|口■持分につい

て、債務者に相続 させることとしていた。

しかし、平成 16年 11月 、突如、債権者111口■が夫と別居すること

とな り、本件建物 1に居住するようになり、|■■弁護士に離婚調停の依頼

をした。111L弁護士は、1自子が倒れるわずか約 3か月前である平成 17年

3月 30日 に、遺言公正証書の文案を作成 したが、平成 16年 3月 6日 付

けの自筆証書遺言と比較すると、債務者に不利な分だけ離婚調停の代理人

をしている債権者|■謹西酵にとって有利な内容に変更されていた。この遺

言公正証書については、遺言公正証書の無効確認訴訟で、裁判所が選任 し

た鑑定人が、■■レ}ミ 平成 17年 3月 30日 当時、自らの意思で遺言を企画

し、遺言内容を考え決定する能力はなかったとする意見書を作成 した。 し

かし、その遺言公正証書の無効確認訴訟では、裁判所が選任 したにもかか

わらず、その鑑定人の意見は採用 されなかった。民法 973条 (成年被後

見人による遺言書の作成には、事理を弁識する能力を一時回復 した時でな

ければならず、かつ、 2名 の医師の立ち合いを要 し、その医師が、精神上

の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記

して、これに署名 し、印を押さなければならない。)に準じて、公正証書遺
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言が作成 されてもいなかったが、前年に作成された自筆証書遺言の内容と

異なる遺言公正証書は有効とされてしまった。

本件建物 2が建てられた平成 4年 4月 当時、債務者も1■■Ь●
「

も、本

件建物 1と 本件建物 2が分離することを全く想定していなかった。

現に、平成 4年 4月 から長年にわた り、本件建物 1と 本件建物 2と の間

は本件建物 1と 本件建物 2の共用の通路として利用されてきてお り、本件

建物 1と 本件建物 2の公道に面する人口に本件建物 1と 本件建物 2の共用

の門扉を設け、本件建物 1と 本件建物 2間の通路には、本件建物 1と 本件

建物 2の共用片扉門扉が設けられている。

従って、債権者が請求 して るDP10か らDPllの 間に囲障を設置

する場合には、本件建物 1及び

使用 してきた本件建物 2側の既

件建物 2で共用 している共用片扉門扉に

工作物を解体 しなければならないとこ

ろ、債務名義には既存の工作物の についての記載はない。

骰翁

漂秘

蒻プ酪

準め疇

轟確T`
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麗
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‡ 動量
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驚
駄

亥鶴
癬
ダ

螺嵯
薩
む
縁

本件のような事案では、境界標及び囲障は、いずれかの建物が再建築さ

れる際に、設置されて解消されていくものであるが、債権者 らは、再建築

の際にではなく、訴訟によって境界標の設置と囲障の設置を求めてきた。

債権者 らの請求は、本件土地 1と 本件土地 2の分筆の経緯、本件建物 1及
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び本件建物 2が建てられた経緯、及び本件建物 1と 本件建物 2の間の通路

が使用 されてきた経緯を全 く無視 したもので、債務者に対する嫌が らせを

目的 としたものである。

第 2 境界標の設置が不可能であること

申立ての趣旨第 1項は、境界標について、「別紙図面 1記載のDP8、 I〕

P9、 DP10、 DPll、 DP12、 DP13、 DP14の 各点上にコ

ンクリー ト杭製の境界標を設置せよ」とする。

他方で、申立ての趣旨第 2項は、囲障について、「別紙図面 1記載のDP

8、 DP9、 DP10を 結ぶ直線上、DP10、 DPllを 結ぶ直線上、

DPll、 DP12を 結ぶ直線上、DP12、 DP13を 結ぶ直線上及び

DP13、 DP14を 結ぶ直線上に、いずれも、地表から高さ0.6メ ー

トルまでを、高さ20セ ンチメー トルのコンクリー トブロック 3段積とし、

高さ0.6メ ー トルから同 1.10メ ー トルまでをアル ミユウム製 目隠し

フェンスとする囲障を、別紙囲障仕様記載の仕様により築造せよ」とする。

しかし、申立書 。別紙囲障仕様を見る限り、DP8、 DP9、 DP10、

DPll、 DP12、 DP13、 DP14の 各点のいずれの上にも地表か

ら高さ0.6メ ―ヽトルまで、高さ20セ ンチメー トルのコンクリー トプロ

ック 3段積 とし、高さ0.6メ ー トルから同 1.10メ ー トルまでをアル

ミニウム製 目隠 しフェンスとされている。

コンクリー トプロックの設置は、単に地表の上に設置すればよいもので

はなく、倒壊を防止するため、地下に一定範囲の基礎部分を設けなければ

ならないものと思われる。

したがって、仮に、先にDP8、 DP9、 DP10、 DPll、 DPl

2、 DP13、 DP14の 各点にコンクリー ト杭製を設置 しても、杭はブ

ロックの基礎部分の障害となるため、除去せぎるを得ない。

地下にブロック基礎部分を設けないでよいという趣旨とい うことであろ

うか。

また、DP8点 とDP14点 は、債権者 と債務者だけではなく、第二者
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との隣地境界線上の点でもあるため、DP8点 とDP14点 にコンクリー

トプロックを設置するためには、当該第二者による協力が必要不可欠であ

る。

この点に関して、これまで債権者 らから何の説明も、提案もなされてい

ない。

第 3 債権者が主張する損害について

1 債権者は、「本件のような場合の債権者の損害額は、 1項につき1000

万円、 2項につき 1000万 円を下らないと算出」されるとするが、債権

者にそのような損害は生 じない。

まず、本件土地 1と 本件土地 2の境界については、公共座標点を示 した

図面が添付 された確定判決があることから、境界に関する紛争は生 じ得な

い 。

本件土地 1の価格が、境界標がないために、大幅に減価するということ

はあり得ない。

また、境界標は、自身の敷地内 (本件土地 1内 )から境界点を矢印で示

す下記の境界標を設置することもできるのであるから、境界標を設置する

ことができないわけではない。

点

本件建物 1は共同住宅であるが、建築基準法の耐震基準が改正される昭

和 56年 6月 1日 よりも前の昭和 51年 1月 15日 に完成 した建物である

から、既存不適格建築物である。

2 囲障の設置についても、自身の敷地内 (本件土地 1内 )であれば、自由

に設置することは可能であるから、債権者 らは自ら囲障を設置 してプライ

バシーを確保することは可能である。
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境界に囲障が設置されていないことをだけを理由にプライバシー侵害が

認められて、損害賠償請求が認められた事案は見当たらない。都内の住宅

では 2階以上の建物どうしが隣接する場所で、開口部が相対する建物があ

るが、その場合には、カーテンなどでプライバシーを確保 しているのが一

般的であると思われるが、債権者もカーテンをすることによつて、プライ

バシーは確保することができるはずである。

プライバシーに関しては、債務者も債権者 と同様である。

第 4 まとめ

以上のとおりであるから、本件申立ては認められない。

以上
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