なぜ借金で苦しむ のですか？弁護士料タダ
未成年者が借 金 をしたら、未成年 者取り消しで借金 を取り消せるのは 誰
でも知っ てると思うんです けど、それゆえ金 融業者も未成年者 にはあま
りお金を 貸しません。なの で、普通の借金を した場合でも、そ れが無効
になる場 合及び利息を減ら せる場合と言うのが重要となりま す。
まず無効 となる場合 ですけど 、民法 90 条 を使います。公序良 俗に反する
契約は無 効というものです 。どういう風に使 うかというと、例 えばお金
を借りた 時に女の人であれ ばその契約書に、 お金を返せなかっ た時には
体で返す と言うように社会 常識に反するようなことを書くわけ です。こ
れでこの 契約は無効で、借 りた人は不当利得返還請求をされて も現存利
益だけを 返せばいいわけで す。
次に利息 を減らす方法 ですけ ども、利息制限 法というのがありま して、
それ以上の 利息は 無効にすることが できます。これ に対し、貸金業 法と
いうのが あるんですけど、 ある理由によりほとんど適用されま せん。ま
たこれを 意図的に適用でき なくすることもで きます。したがっ て、大手
の金融業 者に利息制限法を 使え るようになるわけです。
～～～～ ～～～～～～～～ ～～
盗品を使 っても捕まらない 方法
～～～～ ～～～～～～～～ ～～
これは、 例の駐車禁止で捕 まらない方法（自 分の名前を電話番 号をわか
りやすい ところに置いてお く方法）に似てい ます。つまり、警 察の逮捕
や取り締 まりの意義に反す るという部分を利 用した方法です。 これは自
分が実践 していたわけでは なく、これで実際 に私自身が被害に 遭ってし
まったこ となので、その出 来事を話します。
●私は、 大学の駐車場で、 ついうっかり「原 チャリ」に鍵を かけ忘れて
いまし た。
●それを ちゃっかり盗まれ てしまいました。
●数日し て、私の原チャリ を乗り回していた男を、白バイの警 官が捕ま

えてく れたと連絡が入り ました。
●私は大 喜びで、その男に 合ってさんざん金 をふんだくってや ろうと思
いまし た。何しろ、同じ 大学の男だということで、これは 退学にでも
追い込 んでやろうと思い ました。
●ところ が警察は、捕まえ るどころか、その 男の名前さえも私 に明かし
てくれな いのです。
その男 、な んと完璧な逃げ道 を知っていたの です。恐れ入りま した。男
が警察の 取り調べに対して 、なんとその男は 、こんなことを言 っていた
のです。「このバイ クは粗大ゴミに捨てられていた物 である」そうで す。
警察は 、ゴ ミ置き場に捨てら れたものをリサ イクルする人を逮 捕できる
はずがあ りません。さすが 大学生、アタマの いい言い訳を考え つくもの
です。つ まり、これから人 のモノを拝借して いるときに警察に 捕まった
場合、「ゴミ置き場 に捨ててあったの でもったいない から使っている」
と言えば 、警察はたとえ 、 ほとんど嘘だと分 かっていても、 法律的にそ
の人がゴ ミ置き場で拾った のではないという ことを立証する義 務があり
ます。そ んな面倒くさいこ と警察はやりません。あまりにも高 価な品物
だったら 別ですが…。
これから は 、人の自転車でも 、原付でも、財 布でも、何の心配 もなく使
いましょ う。もちろん粗大 ゴミの回収所でも 、回収日でもある 必要もあ
りません 。自分の家の前に 粗大ゴミシールと ともに、置いてあ ったと言
えばいい のです。

～～～～ ～～～～～～
冗談を本 当にする方法
～～～～ ～～～～～～
よく冗談 で何かをあげると かいう人っていますよね。あれを本 当にして
しまう方 法です。人が冗談 でなんかを言った ら、それを心から 信じたふ
りをして 下さい。これであ なたは民法 93 条で保護されます。しかしまだ
これでは 不完全な点もあり ます。 (これは法律 問題になるので省 きます)
そこで、 例えば何かをくれ ると言ったら、そ れのかわりに何か をあげる

(つまらな いものでいいです )と言って下さい。 これで、相手の意 思表示
は贈与か ら交換契約へと変 わってしまい、あなたは保護され ます 。

～～～～ ～～～～～～～～ ～～～～
弁護士に 無料法律相談を受 け る方法
～～～～ ～～～～～～～～ ～～～～
普通弁護 士の法律相談は最 低 30 分 5000 円 です。これをただ で受ける方法
がありま す。まず破産の相 談なら弁護士会館に行けばただです 。そこで
他の相談 であっても、破産 の争談としていけばいいわけです。 どういう
風にする かというと、本当 に相談したいことを破産原因の所に 持ってく
るわけで す。例えば離婚の 相談がしたいのなら、離婚でもめて て、それ
にお金が いってこのままで は破産してしまいそうだ、とかで す。そこら
へんはう まく考えて下さい 。これでただで相談がうけられま す。
～～～～ ～～～～～～～
クーリン グオフの抜け道
～～～～ ～～～～～～～
これは非 常に実用的なので 、是非とも知って おいてもらいたい 法律の抜
け道の一 つです。当然合法 的ですのでどんど んつかって下さい 。クーリ
ングオフ というものは消費 者保護のために作 られているもので 、まあ簡
単に契約 解除ができるとい うものです。しか し、これは契約か ら８日以
内にしな ければいけないと いう条 件がつきます。しかし、だい たいは８
日以内に 解除をせずあきら めてしまいます。 しかしここで裏技 契約書を
よく見て クーリングオフの ことについて書い てなければ、８日 を過ぎて
も解除で きます。
悪徳商法 では書いてないこ とが多いのでけっこう使えます。

～～～～ ～～～～
時効の話 完全版
～～～～ ～～～～
普通に時 効を活用するので あれば、今回の情 報で完璧です。た だ、まあ、
法すれす れのラインで時効 を使うのであれば、他にも情報があ るとは思

いますが 、それはまた情報 が入ってきた時点 でお送りします。また、時
効という ものは使う分には 非常に便利なものですが、使われる 側にとっ
ては非常 に嫌なものです。 そこでこの時効を 使わせない方法も あるので
すが、そ れはまた今度送り ます。
それでは 時効の情報、完全 バージョン。
金銭財産の時効
１０年の 消滅時効
個人間 の借金
商事以 外の契約の不履行 による賠償金とか、物品、金銭の 返還請求権
確定判 決や、裁判上の和 解、調停による請求権
１０年の 取得時効
善意の 場合の取得時効
２０年の 取得時効
悪意の 場合の取得時効
商取引の時効
１年の消 滅時効
大工や 左官などの手間賃
旅客や 貨物の運賃
貸衣装 などの動産の損料
２年の消 滅時効
製造加 工業者、卸売り及 び小売商人などの売却代金
床屋、 鍛冶屋、洋服屋、 靴屋、折箱、袋物 などの職人の仕事 に関する手間賃
問屋や メーカーに対する 債権
５年の消 滅時効
商売上 の借金や立て替え 金その他保証、連 帯保証、損害賠償 などの商事債権
商業上 の利息
会社の 代表取締役が会社 のためにした借金

２０年の 消滅時効
特許権 のような財産権及び所有権以外の財産権
手形の時 効
６ォ月の 消滅時効
手形の 裏書人から他の裏 書人に対する召還請求
小切手 所持人の振り出し 人や裏書人その他 小切手上の債務者 に対する請求権
１年の消 滅時効
約束手 形の所持人から裏 書人に対する請求権
為替手 形の所持人から裏 書人や振り出し人 に対する請求権
３年の消 滅時効
約束手 形の振出人
為替手 形の引受人に対す る所持 人や裏書人の支払い請求権
土地家屋の時効
１年の消 滅時効
下宿屋 の下宿料
３年の消 滅時効
請負人 のもっている建築 工事などの費用一切の請求権
５年の消 滅時効
地代や 家賃などの賃借料
１０年
素人下 宿での下宿料
税金の時 効
５年の消 滅時効
税金そ の他、国に対する 債権債務
７年の消 滅時効

税金そ の他国に対する債 権債務で詐欺などの場合
日常生活の時効
１年の消 滅時効
芸者の 花代
モデル その他芸人の謝礼
ホテル や旅館の宿泊料
キャバ レーや料理屋など の飲食費
タクシ ー代
２年の消 滅時効
生け花 、ピアノ、そろば んなどの月謝、謝 礼金、材料費
労働者 の給料、手当、退 職金、その他一切の請求権
弁護士 の報酬
公証人 や執行官の手数料
クリー ニング屋に頼んだ ときの洗濯代
写真屋 の撮影料
美容室 の料金
染物屋 の手数料
ラジオ 、自動車屋などの 修理代
床屋の 散髪料
３年の消 滅時効
医師、 産婆、薬剤師など の手数料や費用
交通事 故などの不法行為 に対する損害賠償請求権（損害、加 害者を知ってか
ら）
その他 一切の慰謝料
５年の消 滅時効
月賦代 金
刑事問題の時効 （お金に関す るやつだけにして おきました）
３年から５年
単純横 領罪
背任罪

信用棄 損罪
業務妨 害罪
贈賄罪
私印偽 造罪
私文書 偽造罪
７年
業務上 横領罪
詐欺罪
恐喝罪
有価証 券偽造罪
親子、結 婚、離婚、相続の時 効
３カ月
詐欺や 脅迫によった結婚の取り消しの期間
同じく 縁組の取り消し
１年
摘出否 認の訴えの提起期 間
遺留分 減殺請求の請求期 間
２年
夫婦間 の財産分与請求権 の請求期間
５年
推定相 続人のもっている 相続回復請求権の請求期間

～～～～ ～～～～～～
時効を使 わせない方法
～～～～ ～～～～～～～
かなり前 に時効の情報を送 りましたが、時効 というのは使う側 にとって
は便利で も使われる側にと っては嫌なもの。そ こでそれを使わせない方
法です。
まずは正 攻法から 。ちょっと 難しい話になる のですが、時効を使 わさな

いために は、時効を成立さ せなければいいわ けで、そのために は時効の
中断とい うものをすればい いのです。
法律的に 時効を中断させる ためには、
1 裁判外の催告 (一五三条)
2 訴訟 (一四九条 )
3 支払命令 (一五〇条 )
4 和解の呼び出し (一五一条)
5 破産手続き参加 (一五二条)
6 差し押さ え、仮差し押さえ、仮処分(一五四条 、一五五条)
7 承認 (一五六条 )
などをす る必要があります 。一番確実なものは裁判所を介して 行うもの
で、訴訟 や支払い命令、差 し押さえ、破産手続き参加などがあ げられま
す。しか し、やっぱり裁判 所を使うのはめんどくさい。額が少 ない場合
などは弁 護士費用のほうが 高くついたという こともありえます 。そこで
使えるの が「承認」です。 これは相手に債務 を認めさせればい いわけで
す。した がって、書面で債 務の確認をしてもらったり、口頭で あっても
証人の前 で債務の確認をし てもらえばいいわ けです。しかし、 時効のこ
とをそれ なりに知ってる人 はそう簡単には承認をしてくれま せん 。そ こ
で使える のが一部弁済です 。代金のうちの一 部でも払ってもら えれば、
それは承 認したことになる のです。ただし、 その時は証拠が残 るように
裏がカー ボンになっていて 証拠が自分の手も とに残る領収書を 書きまし
ょう。こ の一部弁済という のは時効中断には 本当に使えます。 なぜか、
だましや すいからです。そ れでは、だますというか、引っかけ るという
か、その 手口を合法なもの と非合法 なもの各々一つ づつ紹介しておき ま
しょう。
－－－－ －
合法なも の
－－－－ －
自分の店 の金券を作る時効 を中断したい相手 のところにサービ スだといっ
て福引き 券を送る。福引き をさせてその商品 として金券があた ったことを
言う。金 券は一〇〇円であ ってもかまわない 。その金券は、弁 済にあてて
おく旨を 伝える。領収書を 渡す。

－－－－ －－
非合法な もの
－－－－ －－
領収書を 偽造する。
と、こん なところです。
債務の承 認によって時効が 中断することを知 ってる人は多くて も、一部弁
済はつい うっかりやってし まうことが多い人がいるみたいです 。 借金 を
踏み倒そ うてするのは悪い 人ですから、どん どんこの情報を活 用して下さ
い。(合法 なほうですよ)
とはいえ 、時効の恩恵に預 かりたいと思う人 も多いはず。それ では、時効
中断の落 とし穴も紹介して おきましょう。裁 判外の催告という ものが上に
書いてあ ります。これは読 んで字のごとく裁 判外でなされる催 告です。し
かし、こ れには完全な時効 中断効はありません。時効の期間が 六か月伸び
るだけで す。これを知らな い人が非常に多い。したがって裁 判外の催 告を
無視し続 ければ時効が完成 してしまうことも あるわけです。ま た、裁判外
の催告は 一回目しか六か月 間期間を延ばす効 力を持ちません。 したがって、
何回され てもいっしょとい うことです。これ も知らない人が非 常に多い。
と、こん なとこですが、悪 用厳禁ですよ。時 効はけっこう難し いぶん美味
しい話も 多いのですが、や っぱり悪用してはいけま せん。知的好奇心 を
満たすだ けに使って、清く 正しく美しく生き ましょう。

～～～～ ～～～～～～～～ ～～～～～～～～ ～～～～～～～～ ～～～
ネット上 での発言に対して 、 国家権力(まあ警察 )から介入を受けない
～～～～ ～～～～～～～～ ～～～～～～～～ ～～～～～～～～ ～～～
結局ネッ ト上の発言に対し て国家権力が介入 するということは 、その発
言が刑法 に触れるとして刑 罰を科すわけです。それでもって、 普通の人
はどのよ うなことが刑法に 触れ、どのようなことが刑法に触れ ないかを
よく知ら ないので、自ら発 言を控えてしまいます。これは、発 言だけに
限らず、 ネット上での商売 などをする時でも 同じことが言えま す。それ
でもって 、色々な雑誌とか で偉い人が表現の 自由とか云々と か言ってま
すけど、 どこまでならつか まらないかは教え てくれません。そ こで、今

回はその 事に関する情報を 送ります。ちょっと今までと系統が 違うかも。

●まず表 現の自由について
表現の自 由と言うものは、 憲法 21 条で保証されています。 それでもって、
難しい話 はおいときますが 、表現の自由を規 制するような法律 は非常に
厳しく審 査されます。それ も、その表現と言 うものの思想内容 に関する
ものは特 に厳しく審査され ます。そこで、ネット上で文章を 流す 時にそ
れが、思 想的なものであれ ばあるほど規制さ れにくく、営利的 なもので
あればあ るほど規制されや すくなります。こ れを念頭に置きな がら次に
進みまし ょう。

●刑罰に ついて
今の日本 は罪刑法定主義と 言う原則をとっているので、刑法典 に定めの
ないこと で罰せられること はほぼありません。それでは、だい たいネッ
ト上の発 言がどのようにし て規制されるのでしょうか。
だいたい 3 つ考えられます。
●名誉毀 損罪：一般的に言 う猥褻罪色々な犯 罪行為の教唆、幇 助罪など
です。こ れ以外にも、禁制 品を売ったりすれば犯罪になります が、これ
はネット 上での発言に対す る規制とは異なる のでちょっとおい ておきます。
まず、名 誉毀損罪ですが、 これは、ネット上 で人の名誉を傷付 けた場合
に問われ ることは防ぎよう がありません。逃 れる方法としては 、真実性
の証明を したりすることが考えられますがこ れもネ ット上特有のもので
はないの でおいておきます。
●つぎに猥褻罪
刑法 175 条は猥 褻文書、図画等の販 売等を禁じてお りネット上でもこ の法
律が適用さ れます。これも ネット上特有の犯罪ではないので すが、この
犯罪はネ ット上で特によく 問題となっているので一応述べてお きます。
まず猥褻 文書とは何か判例 は、いたずらに性 欲を興奮または刺 激せしめ、

かつ普通 人の正常な性的的 羞恥心を害し、善 良な性的道義観念 に反する
ものを言 うとしています。
それでも って、判断基準社 会通念によるとしています
芸術との 関連性思想、芸術 的価値のある文書 でも、これを猥褻 なものと
すること ができるとしてい ます。
表現の取 り扱い方猥褻性の 存 否は、作者の主 観的意図とによ って左右さ
れないと しています 。
と、ここ まで色々書いてき ましたが、つまり、猥褻罪の場合そ の判断基
準は社会 通念というあいま いなものであるし、芸術だとか、私 の思想だ、
とか言っ てもダメであると いうことです。だ から、猥褻罪に問 われない
ためには 、世間一般に認め られてるぐらいの 猥褻性を持ったも のしかネ
ット上で 流してはいけない ということになるわけです。

●最後に 、色々な犯罪行為の教唆、幇助罪
これが今 回一番のメインで す。あとはおまけみたいなもんです。今、ネ
ット上で は色々な情報が流 れていますが、今 の法律でそれを取 り締まれ
るのは、 上に書いた、名誉 毀損と、猥褻罪ぐ らいのもんで、そ れにあた
らない情 報は取り締まれな いのが現状です。 でも国家はネット 上にも法
規制をし たい。まあ、その うち特別法が制定 されるでしょうが 、それま
でに使わ れると思われてい るのが、教唆、幇 助罪です。
どういう 事かといいますと 、ネット上で情報 を流し、それによ って犯罪
が起こっ た場合情報を流し た人間を教唆犯、 幇助犯として捕ま えてしま
おうとい うわけです。これ だと罪刑法定主義にも反しません。 まあ、う
まく考え たもんです。
しかしや はり裏道はありま す。犯罪には、故 意犯と過失犯の２ 種類があ
りまして 、過失犯を処罰す るには法で定めが なければいけませ ん。それ
でもって 、教唆犯、幇助犯 には過失犯はありません。したがっ て、教唆、
幇助、の 故意はなかったと いえば良いわけです。しかし、未必 の故意と
いうもの がありまして、故 意がなくても、故 意犯として処罰さ れる場合

もありま す。これについて 詳しく説明すると長くなるので、未 必の故意
に問われ にくい方法をいく つか紹介します。
悪用厳禁 と いう言葉を入れて おくこと。情報の目的が合法的な ものであ
ることを 明記しておくこと (つまり、 犯罪から身を防 ぐための方法であ
ることを 明記する )思想の匂 いを漂わせる(つま り、このようなこ とをす
る人間が いるが、私はその ようなことはいけ ないと思うとかい う言葉を
入れる)悪 用するとこのような 罪に問われる、ということを明記 してお
くと、ま あ色々ありますが 、つまり、悪用さ れるかもしれない 内容だが、
これは合 法的な目 的のため のものであり、自 分はできるだけ悪 用をさけ
ようとし ているということ を示しておくわけです。これはどん な時でも
使えます よ。ちょっとやば めのページを持っ てる人は、その一 番始めの
ページに 書いておいたらい いですし、メールだったらその文章 の端々に
ちりばめ ればいいわけです 。使いようによっては、商品の売買 の場合に
も応用で きます。でもまあ 、悪用厳禁ですよ。合法目的だけに 使って、
皆さんの 表現の自由を大い に主張して下さい。

～～～～ ～～～～～
根抵当に 関する情報
～～～～ ～～～～～
非合法な も のですので悪用は 厳禁です。知的 好奇心を満たすた め及び、
このよう な被害に遭わない ためだけにお使い 下さい。
皆さんは 根抵当というもの をご存知でしょうか。知っていらっ しゃる人
もおられ るかもしれません が、そのうちの大 半が限度額を決め てお金を
貸すもの ぐらいしか知って いらっしゃらない のではないでしょ うか。そ
の、根抵 当というものに対 する知識の少なさ を利用した詐欺と いうもの
が存在し 、それで商売をす る人間もいるようです。
それでは 、その商売のやり 口をご紹介しましょう。まず、自 分の土地に
根抵当を つけて借金をして いるが、返せなくなってしまってい る人を捜
します。 これは、大きな商 売をしていたり、 会社組織で商売を していた
りして、 お金の流れが激し いところで、お金 に困っているとこ ろをさが
せばだい たい見つかるらし いです。また、お 金に困っていると ころの見
つけ方は 、この前、貸金業 法などを使った商 売のところで紹介 しました

やり方を 使うことが多いよ うです。
それで、 その人を捜し当て ましたら、その人 に対して、どうせ この土地
はとり上 げられてしまうん だからちょっとでもお金を残したほ うがいい
んじゃな いかと持ちかける わけです。そして相手がのってきた ら、その
相手にそ の土地を売りにい かせます。ここで、ちょっと根抵当 について
言ってお きますと、根抵当 の限度額というものは、けっして債 務の限度
額という ことではなく、債 権担保の限度額と いうことなのです 。したが
って、限 度額よりも多くの 債務がこれについていることがよく あります。
しかし、 一般人はこれを知ら ない人 が多い。そこ で、土地の持ち 主に土
地を売り に いかせてこう言 わすわけです。今回経営が行き詰 まって、も
うどうし ようもなくなった 。そこでまとまっ た金が欲しい。こ の土地は、
時価 5000 万だが 1500 万の根 抵当がついている 。そこで、 2500 万で買っ
てほしい という分けです。 だいたい根抵当と 言うのは時価より も低く設
定されて います。そこでこ ういう風に言えば 、相手からしたら 、差し引
き 1000 万 の儲けになるので すから喜んでのっ てくる人もいます 。それで、
売ってし まったら姿をくら ますわけです。そ して、この詐欺を 指南した
人間はい くらかの手数料を 取ります。損する のは買った人間と 言う悪質
な詐欺で す。実に悪質です ので絶対に悪用は しないで下さい。 このよう
な詐欺に あわないようにす るためにだけお使 い下さい。

～～～～ ～～～～
税金に関 する情報
～～～～ ～～～～
まず合法 なものから。今の 日本の税金はとにかく高い。その中 でも相続
税は高い 。そこで相続税を 安く押さえる方法 。生前に分割して 売買契約
を結んだ ことにすればいい のです。
例えば、 2000 万 の土地があるとし ます。これをそ のままほ っといた ので
は相続税 がかかってきます 。そこで、親が生 きてるうちに、そ の土地を
分割で子 供が買ったことに すればいいわけで す。なぜ分割にす るのか？
それはそ のほうが、より税 金が安いから。あ と、子供の年齢に よっては
2000 万なんて、 分割でも手が出な いと言う人もい るかもしれません 。そ
の場合は 、親から子供へお 金を贈与してそのお金でその土地を 買ってい

くという 方法をとればいい のです。なぜなら、贈与は年間 60 万円までな
ら税金が かかりません。こ れを最大限に利用するわけです。
また、相 続財産のすべてを 買い取れなかったとしても、一部 を買い取っ
ておけば 、税率が安くなり 得です。また、な ぜ売買という形式 をとるの
かと言う と、贈与という形 式で一気に所有権を 移転 させてしまうと、
税率が非 常に高くなり損を してしまうからで す。

それでは もう一つ合法な情 報日本の税金が高 い理由のもう一つ は所得税
における 累進課税。そこで 、その税率を下げ る方法。会社を造 って自分
がその取 締役になります。 これだけ。つまり、自分の所得を、 会社の所
得と自分 の所得に分散して しまうわけです。 これで、税率は下 がります。
とここま で合法なのを２つ 書きましたが、実 践される場合は一 応税務署
かどっか に確認したほうが いいかもしれませ ん。税金関連の法 律とかは
変化が激 しいですから。

次は非合 法なやつ。これは 絶対非合法です。 悪用厳禁。知的好 奇心を満
たすため だけに使って下さ い。幽霊会社を使 った税金のがれで す。これ
を商売に する人もいると聞 きます。まず税率 の低い国に会社を 造ります。
国籍の問 題などもあります が、治安の少し乱 れているようなと ころでは
お金さえ 払えば簡単に作れ るそうです。その会社の銀行口座 はスイスの
銀行にし ておくのがいいで しょう。そして、 会社の商売は、ア イデアと
か、情報 とか、値段があっ てないようなもの にしておくのがい いでしょ
う。さて 、ここまでで来た ら後はお客を捜す か自分の会社で使 うかする
わけです が、どうするか？ 会社の黒字分をそ っくりそのまま、 その幽霊
会社に移 します。
つまり、 その幽霊会社から 商品を買うわけです。そして、それ を活用し
て商売し たがうまくいかな かったという状況 を作るわけです。 だから、
商品は値 段があってないよ うなものがいいわけです。これで、 日本国内
にある会 社にかかる税金は ゼロ。あとは、秘 密裏にお金を日本 に戻せば
いいわけ です。しかし、悪 徳ですよね。この ような手口には絶 対引っか
からない ようにして下さい ね。もちろん何度 も言いますが、悪 用は厳禁。
情報は正 しく使って下さい ね。

～～～～ ～～
新民事訴 訟法
～～～～ ～～
皆さん、 民事訴訟法が改正 されたのはご存知 でしょうか。もう すでに改
正され、 平成 10 年 1 月 1 日 から施行されてま す。これをまだ知 らない人も
多いので す。しかし、知っ ておくと非常に便 利です。なぜかと いうと、
まだ新民 事訴訟法での判例 が定着していないため、使い方が色 々考えら
れるのに 加えて、今回の改 正では非常に使え る制度が導入され たからで
す。加え て、ちゃんとした 法律上の制度です からよっぽど悪用 しないか
ぎり法律 上の責任を問われ ることはありませ ん。おまけに、あ まりみん
な知らな いわけですから、 今、知っておくとその恩恵をいち早 く受ける
ことがで きます。と、前置 きが長くなってしまいましたが、内 容につい
て書いて いくことにします 。
新民事訴 訟法になって変わ った所は色々ある のですが、法律的 な話を書
いても面 白くないだけなの で、使える制度を 最初に書いてしま うことに
しましょ う。
その名は 、少額訴訟手続き です。これは読ん で字のごとく、少 額な訴訟
の手続き 、正確にいうと訴 額 30 万以下の金銭 請 求をする時にのみ使え
る手続き です。これがなぜ 使えるか。お金と 時間が非常に節約 できるの
です。こ れまで、裁判とい うものは非常に時 間とお金がかかる ものなの
で、 30 万 ぐらいの お金で訴訟を起こす人は少なかっ たようです。しか
し、この 少額訴訟の手続き を使えばすぐに裁 判は終わりますし 、判決も
すぐに 出るため非 常に楽です。また 、使い方も、訴 えの提起のさい に、
この制度 を使う旨を言えば いいだけですので 非常に簡単です。 と、ここ
まで書い てきて非常に便利 な制度だが、そん なに金儲けにはつ ながった
りしない のではと思われる 方もいるのではな いでしょうか。そ れは違い
ます。こ の少額訴訟には回 数制限があるのです。 1 年に 10 回までしか使
えません 。なぜか？？？
新民事訴 訟法の改 正に携わ った先生に聞いた 話ですと、この少 額訴訟手
続きを定 めるに際して一番 問題になったことは、クレジット会 社などに
よる乱用 だったらしいの です。も うおわかりですね。今まで貸し倒れ

になって いたお金もこれに よって回収できるのです。したがっ て、皆さ
んが、他 の人にお金を貸し ていた場合などには非常に使える制 度なわけ
です。
また、こ こからはちょっと 違法な要素がはいるかもしれません ので、実
践はして もらってはいけな いのですが、クレ ジット会社と契約 して、債
権を譲り 受け、自分の権利 として少額訴訟に より債権回収を するという
商売もで きるかもしれませ ん。これだと。30 万が 10 口で すから 300 万の
回収が 1 年 でできます。報酬が 2 割としても 60 万です。美味し い商売にな
りますね 。ただ、このよう なことができるか どうかは不明です し、違法
な要素を 含みそうな気がし ますので実践は厳 禁です。知的好奇 心を満た
すだけに して下さい。ただ 、普通に少額訴訟手続きを使うこと は全然か
まいませ んので、どんどん 使って下さい。今 まで、涙を飲んで あきらめ
ていたお 金が回収できるわ けです から嬉しい かぎりですよね。

～～～～ ～～～～～～～～ ～～～～～～～～ ～～～～～～～～ ～
売春で女 を買った場合に、お 金を払 わないと法的 にどうなのか？
～～～～ ～～～～～～～～ ～～～～～～～～ ～～～～～～～～ ～
詐欺には １項詐欺と２項詐 欺があります。１ 項詐欺というのは 騙してお
金を取る 犯罪。２項詐欺と いうのは騙してお金を払わない犯 罪です。
条文に書 いてある順番で１ 項詐欺、２項詐欺と呼ばれています 。当然、
売春の代 金を踏み倒すのは 、お金を取るのではなく払わないわ けですか
ら２項詐 欺にあたる可能性 しかありません。 そして、踏み倒す 場合も大
きく分け ると２つの場合が あります。
１

金を 払うと女を騙して 抱いた場合

２

抱い た後に騙してお金を払わなかった場合

このうち １の場合は詐欺罪 にはなりません。 しかし、２の場合 には名古
屋高等裁 判所で詐欺罪の有 罪判決がでています。札幌では詐欺 罪にはな
らないと いう判決も出てい ますが注意が必要 でしょう。特に名 古屋では
注意が必 要ということです よ。（笑）理由は難しくな るので省略しま す。
必要であ れば言 っていただ ければ書きますけどね。したがって 、踏み倒
す場合は 、行為前に金を払 うと言っておいて、行為が終わった ら俺は嘘

と言って 帰っちゃいましょ う。これで刑法の 責任は負いません 。変に騙
すと刑法 で罰せられる可能 性が出てきますよ。以上、補足で した。
くれぐれ も言っておきます が踏み倒しをすすめているわけでは ありませ
ん。知的 好奇心を満たすだ けにとどめておき ましょう。（笑）やはり踏
み倒しは いけませんね、踏 み倒しは（一応免責の言葉）という か売春を
させるこ と自体ダメか。（笑）

～～～～ ～～～～～～
自己破産 する人の心得
～～～～ ～～～～～～
みなさん 幸福、又は平穏な 市民生活を送って ますか、そうでな い人は、
どうして ですか？ギャンブ ルに突っ込んでえっ借金！そりゃ 大変、
そんなの 簡単！「自己破産」しちゃいなさいよ。
だって破 産って、すごいあ りがたい制度なんだよ。
破産とは 債務者が債務超過 に 陥り、その債務を 償却する事が不 可能と判
断したと き、その旨を裁判 所に届出て「破産 宣言」をしてもら い、その
債務者の 財産、資産を債権 者に公平に分けて もらうという制 度。その中
で個人を 対象とした「自己 破産」は、財産資産は無くなるもの の（あれ
ば借金な んかしないけど）、裁判で借 金を免責してれ るというものです 。
なーんて ありがたい制度そ れなのに、戸籍に 残ったり、選挙権 がなくな
るなーん ていう公民権の停 止も一切なくて、 日常生活を継続す るにはな
んの支障 もない。
*************************************
と、いた れり尽せりの制度と思った 君！甘いで す
自己破産 におけるデメリッ ト前述 のとおり、 財産没収弁護士、 税理士等
他人の財 産に関る資格取得 不可破産手続中の 郵便物の閲覧住所 変更は、
裁判所の 許可が必要等があ ります。しかし、 前述の人の場合だ と、ギャ
ンブルに よる負債なので、 裁判所は免責を認 めない場合が大。 従って、
給与は差 押さえられ、月々 返済義務が生じる。（だか ら自己破産手続き
したから といって、借金棒 引きになるなんて期待しちゃだめ ）

という事 を知れば、はい激 裏の皆さんは考え ますね。事業資金 名目でサ
ラ金から 借りて、はーい極 め付け自己破産しましょう。ただ し 、その前
に財産は 処分し架空口座に でもいれときます 。なーーーーんて 事は考え
ちゃだめ よ！

～～～～ ～～～～～～～～ ～
懲役を少 しでも短くする方 法
～～～～ ～～～～～～～～ ～
通称「弁 当持ち 」と言われる 執行猶予中の人間 にとって、ちょっ とした
ことでも 命取りになること があります。例えば、「懲 役２年執行猶予４
年」とい う判決が下された とき、普通に生活 をしていれば何の ことはな
く、４年 を経過した時点で この処分は無効（ 表現が違うかもし れません）
となりま す。
しかし、 一口に４年と言っ ても結構長いものがあり、ちょっと した事件
（飲酒運 転やちょっとした 喧嘩）などでも、 警察の無線照会さ れた段階
で、執行 猶予中ということ が解れば、即逮捕になる確率が非常 に高いと
思います 。普通なら数時間 の調書取りでパイ （釈放）のところ が、裁判
が終わる までみっちり拘留 されてしまいます 。法律のことはよ くわかり
ませんが 、現状だと、Ｗ執 行（２度目の執行 猶予）されること は確率的
に非常に 低く、そのまま起 訴された事件と弁 当をプラスされて 懲役に行
くことに なります。（ただ、前件と今 回の事件が全く 違うものならＷ執
行の確率 は若干ですが上が ります。）
例えば、 今回の件で「懲役 ４ヶ月」と判決が 下されたとき、実 際に務め
るのは「 ２年４ヶ月」とな ります。（正確に言うと未 決勾留や法廷通 算
などで若 干は短縮されるの ですが）ここからが、本題なのです が前刑と
今回の刑 では差が有りすぎ て、普通の人なら 「弁当がなきゃ、 ４ヶ月で
娑婆に帰 れるのに」と考え るはずです。そこ で、条件付きです が、弁当
を無効に する方法が合法的にありました。
条件その１

残りの執行猶 予が１年弱位なこと

条件その２

逮捕時に警察 官に逆らったりしないで、できるだ け心証を

よくしている こと
条件その３

在宅起訴にさ れるくらいの事件 （道交法違反等） なこと

以上が条 件なのですが、一 番大事なことはその１の条件です。 その他は
それほど 影響は有りません が、拘留中はおとなしくして親父（ 留置場の
警官や拘 置所の刑務官）に かわいがられた方が生活がしやす いです。
それでは 僕自身の失敗談を 例にして説明をしたいと思います 。
僕はある 事件（とは言って も道交法ですが）で裁判になり、 その結果
「懲役４ ヶ月、執行猶予２ 年」（裁判では４かげつと は言わないで４げ
つと言い ました）という判 決になりました。 この時点では僕自 身「楽勝、
２年なん てあっという間だ ぜ」って感じでした。ところがこの ２年が僕
に大きく のしかかったので す。１年位はおとなしく生活をして いたので
すが、ち ょっとした気のゆ るみから同じ事件 を起こしてしまい ました。
そのとき は正直「やべーな 、でもこれくらい のことで懲役に行 ってたら
日本の刑 務所が幾つ有って も足りない」と変 に勘違いをして 、気分的に
は楽観し ていました。また 、そのときは運が よく逮捕されず、 数時間後
にはパイ されました。（後で塀の中で聞いたところに よると滅多にな い
そうです）
ここでも僕は 「刑務所に入れ るような人間を 帰す訳がないと」 勘違いを
して、こ の件は一緒に捕ま った仲間だけの秘 密とし、いつもと 変わりな
く生活を していました。こ の段階で僕は上に 揚げた条件を全て クリアし
ていまし た。しかし、その 後。。在宅 起訴だったため 、取り調べもの ん
びりで、 初めての裁判まで は半年くらいありました。という ことで、残
りの執行 猶予は約半年でし た。一応、地元の 国選弁護士（事態 を軽く見
ていた僕 は間抜けなことに 国選を頼んでました）に裁判当日裁 判１時間
前に弁護 士の事務所に呼ば れ、色々な話をし ているうちにここ で初めて
事の重大 さに気が付きまし た。また、国選で 大した事件でない せいか弁
護士もそ れほどやる気では なく、選ばれた弁 護士も最悪でした 。その結
果１回目 の裁判で罪状認否 だけでなく、求刑 まで出てしまい２ 週間後に
は結審さ れることになりま した。求刑は「懲役３ヶ 月」でした 。裁判終
了後、弁 護士今後の相談を しようとしたら、「私の仕 事はここまでです 。
次の裁判 には私は出席しな いので」と言い残し消えて行きま した。

それから の２週間 と言うもの 生きた心地のし ない毎日でしたが、 ついに
裁判当日 がやってきて、そ の結果裁判官は無 情にも「懲役３ヶ 月」と求
刑通り冷 酷に判決を下した のです。その後は お約束通り「この 判決に不
服が有る 場合は２週間以内 に高等裁判所宛に申し出をするこ と」（世間
で言う控 訴のことです）と 早口で言い、次に 控えた裁判のため 僕は法廷
の外に出 ました。実はこの とき控訴しようと悩み、再度弁護士 に相談し
たのです が、にべもなく断 られその結果７ヶ 月懲役に行くこと になりま
した。
僕の失敗 し たところは控訴を しなかったこと です。控訴すると 高等裁判
所で裁判 をするまでに約半 年から１０ヶ月掛 かり、その間娑婆 で普通に
生活をし てまた、執行猶予 は切れて実際に務 めるのは僕の例で 言うと３
ヶ月で済 んだのです。塀の 中では同じケースのやつがいました が、弁護
士が親切 だったせいかこの 作戦が見事成功し て本当は４年務め る所を３
ヶ月にし ていました。補足 ですが弁当が切れ るまで１年を数ヶ 月過ぎて
いても在 宅起訴の場合は、 取り調べ日時に結 構融通が利いて、 もし取り
調べの呼 び出しが来ても「 仕事でいけない」 と言えば日時の変 更が出来、
調整する 事ができます。

～～～～～～ ～～～～～～～
無人駐車場を ただで利 用する
～～～～～～ ～～～～～～～

1.無 人ゲ－トの自走式平 駐車場の場合（一 台で２台出庫す る）
自走式の無人 ゲ－ト駐車場とは 自分で車に乗りゲ －トがある出入り 口ま
で動かして出 庫させるものです。２台の車があれば大抵はＯ Ｋです。
無人ゲ－トは 車をゲ－トまで持 ってくると清算機が自動で“料金を 清算
してください ”と電源が入るよ うになってます。
なぜ入るか とい うと、清算する停 車位置に埋設し てある銅製のコイ ルに
より電源が 入るよう になってます。ほと んどがその仕様 です。一台目
は通常ドウリ 料金を支払います 。二台目は一台目の車にべたづけで ゆっ
くりと一緒に ゲ－トを出ます。 出入り口の遮断バ －が降りてこなけ れば

成功！そのま ま出庫です。
コツは 遮断バ－ が一台目の運転席 の頭上にくる位 置で止めます。二 台め
はその車にぎ りぎりまでくっつ けます。そして同 時にゆっくり動き 出せ
ば結構簡単に 出庫出来ます。運 転テクニックが必 要そうですが、あ わて
ずゆっくりと やれば女性でも簡 単です。私は慣れ てしまったためか はじ
めて行く駐車 場でも他人が出庫 させるのを待ちそ の車にくっついて 出ち
ゃいます。万 が一失敗してもボ ンネットや天井に バ－ン！と落ちて くる
ような事はあ りません。またそ うならないように コイルを設置しま す。
私もそうして 設置してました。
落ちてきたら 管理会社にクレ－ ムを．．．さてこの方法は同じ駐車 場で
ずっとやって るとばれます。
駐車チケットの発 券器 （アマノ社 生やオムロン社生）にはチケット 発行
数と出庫数、 現在の駐車数が出 るので、２台で出 庫させると一台分 あわ
ないという事 になります。ほと んどは集金のときにしか見ないので 、気
づいたころは 出庫されてるでし ょう。よくビデオカメラが設置され てい
る駐車場があ りますが、ほとん どはテ－プに記録 してないかダミ－ と思
われます。セ キュリティ－会社 と提携してても清 算機の金づまりの 対応
しか依頼して ないし駐車場の一 、二台の料金のた めにそこまで厳重 にす
るとは思えま せん。またそんな お金は掛けれません。
私が勤務して い た時はそんなや つを捕まえるために駐車場内で張り 込み
をしました。 現行犯で捕まえれ る場合はほとんど常習者だけでし た。
ナンバ－を控 えて陸運局にいき 車の所有者を調べ てその人に請求し ても
友達に貸して たと言われればそ れまでです。また 陸運局にいき調べ る手
間暇を考えて も割に合わないの で管理会社としてはほったらかしな のが
現状です。

２．ゲ－トが チェ－ンで管理さ れてる駐車場
昼間は管理人 がいて夜は管理人 が帰っちゃう駐車 場などでは、出庫 の際
にチェ－ンの 前まで車を持って くれば自動でチェ －ンが下がるもの やリ
モコンでチェ －ンが降りるやつ があります。

これはチェ－ ンに一定の負荷を かけるとチェ－ン が降りるようにな って
ます。種類も たくさんあり最近 は丈夫なものも多 いのでなかなか難 しく
なってきてま すが、基本的にチ ェ－ンを巻込む機 種はほとんどＯＫ でし
た。
チェ－ンをふ んずけて負荷をか けるなり、巻いて あるほうをにぎっ て体
重をかけるな どでいけるはずで す。電気が流れま す等の注意書きを たま
に見ますがあ れは嘘です。
ゲ－トの両方 でチェ－ンを上げ 下げしてるタイプは電源をぬけば必 ずチ
ェ－ンがおり ます。
電源はほとん どが駐車場内の水 銀灯（照明）のと ころか管理小屋 等にあ
ります。ケ－ スバイケ－スです がコ－ドのコンセントは電源ＢＯＸ の中
にありＢＯＸ 自体に南京錠など がしてありま すがコ－ド をおしたり
引いたりすれ ば抜けちゃいます よね。電源ＢＯＸが管理小屋の中に あれ
ばだめですが 。

３．コイン駐 車場、１００円パ －キング
１．の管理会 社の現状を踏まえ ると１００円パ－ キングやコインパ －キ
ングはもっと 楽勝！ 管 理してる側は悲 惨です。
コインＰは車 を入庫させるとセ ンサ－が遮断され フラップが上がる タイ
プとコイルが フラップの周り に 埋め込まれてる場 合があります。（九州
はほとんどが それでしたが）セ ンサ－が遮断され るタイプは後ろの 車止
めに車を乗り 上げるとＯＫだと 言う話を以前目に したような記憶が あり
ますが、チョ ット難しいような 気がします。後ろ が壁とか鉄柱が立 って
たりするので。
一番いいのは フラップ止めを車 に乗せておき（か まぼこ板やそんな 感じ
の木等）駐車 してすぐに車体と フラップの間にか ませて固定するの が一
番です。帰っ てきてもう１人誰 かいればフラップを踏んでもらえば いい
し、いなけれ ば重りの変わりに なるものを置くか、フラップとギ ア ボッ
クス（フラッ プの動力装置、横 にある箱）に何か を挟めればＯＫで す。

もっと簡単な 方法は２．で書い たやつです。駐車場には必ず照明 装置
（水銀灯等） があります。電源 コンセントは駐車 場内の清算機がま とま
ってひとつに なってるので抜い てしまうとＯＫで す。
フラップには モ－タ－で上げ下 げするものと油圧 で上げ下げするも のが
ありますがど ちらも電源を抜く とパタンと下がる か踏むと下がる物 ばか
りです。コイ ンＰは青空駐車が ほとんどで、自動 販売機の電源や照 明の
電源を一個所 にまとめてありま すしＢＯＸ自体も雨をしのぐた めだ けに
設置されてい ます。電源を抜い て車を出庫させたら可能であればま たプ
ラグを指しこ んでおきましょう。
～～～～～～ ～～～～～～～
他人の名前で免許証を取る
～～～～～～ ～～～～～～～
免許交付に必 要な書類は
本籍記入の住 民票×１
写真
印鑑
です。
つまり、如何 にして本籍の記載 されたエセ住民票を手に入れるか に
かかっていま す。免許は、まっ たく存在しない人間のものは作る 事
ができません 。よって誰か適当な身代わりが必要になります。
以下に述べる 下準備が少々面倒 ですが、これをクリアーできれば も
うニセ免許は 手に入ったも同然 です。なんせ一生 もんですから。
手順◇扶養家 族がいず、国民保 険を使っている。
◇性別が 同じで、歳が近い 。
◇当然で すが、運転免許を 取得していない。
以上に当ては まる人間の、氏名 、生年月日、住所 、電話番号を調べ る。
印鑑を作成す る。
以上がそろっ たら 、市役所で転出 届けを提出して しまう。転出
先は、現住所 とは違う区(又は市 )の適当な空き家に設定する。
この際、国民 保険証の返還があ るが、後日郵送する旨を伝える。
転出証明を貰 ったら、早速新住 所の市役所に行き、転入届の手

続きをする。 その場で住民票を 発行してもらう。
あとはそれを 持って原付免許で もなんでも取得しに行きましょう 。
ご存知の方も 多いですが、役所 というのは恐い所なのです。本人 さ
え気付かなけ ればなんでもでき てしまう所なんですね。くれぐれ も
当の本人が社 会保険付き  フ会社に 就職した時など は注意しましょう 。
その時は、も とにもどしておか ないとすぐばれてしまいます。
まあ、ばれて も別に問題ないで すが
以上

http://infostore.jp/dp. do?i p=oomizu2oo353&pd= 03

