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１　民法とは
民法は，市民の生活関係を一般的に規律する法律である。

“市民の生活関係”というのはかなり抽象的であるが，生活関係にはおおよそ
２つの側面がある。
①　財産（不動産や動産，金銭，債権など）の取得，移転，消滅などに関する
財産関係
②　婚姻，夫婦，親子，扶養，相続などに関する家族関係

ケーススタディ−1
ＡはＢから家屋を賃借して住んでいるが，古い建物なので所々修繕が必要
となっている。ＡはＢに修繕を頼んだが，Ｂは「Ａが住んでいるのだからＡ
の費用で修繕してくれ」とまったく取り合ってくれない。
Ａは，ちょっと違うんじゃないかと思ったが，確たる根拠がないので，何
も言えなかった。仕方なく家に帰ったＡは，ちゃんと法律を勉強してＢを説
得しようと決意した。
Ａはどの法律を勉強すればよいか。

ケーススタディ−2
Ａ（男）とＢ（女）は恋人関係であるが，まだ結婚はしていない。そして，
ＢはＡの子を産んだが，Ａは「俺の子ではない」とまったく取り合ってくれ
ない。
Ｂは，何とかＡに認知をしてもらいたいと思っているが，Ｂはこのような
請求ができるのか？　できるとしたら，それはどの法律に規定されているの
か。
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・ここでは，民法の全体像を把握することを目的とする。
・今後詳しく学習していくが，物権とは？　債権とは？　といったこと
を何となく理解しておいてほしい。
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民法は，この両者を規定している。財産関係について規定している部分は財
産法，家族関係について規定している部分は家族法あるいは身分法と呼ばれて
いる。

【例】�　ケーススタディ－１の事例は，家屋の賃貸借，つまり財産に関するもの
である。これは，民法の606条の１項で規定されている。

（賃貸物の修繕等）
第606条　賃貸人は，賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

➡　Ａは，この条文を示して，Ｂを説得すればよい。

Ｂがこの説得に応じなかったら，Ａは裁判に訴えることができる。ただ，
その場合は，民事訴訟法という別の法律も勉強しなければならない。

【例】�　ケーススタディ－２の事例は，子の認知，つまり家族に関するもの
である。これは，民法787条で規定されている。

（認知の訴え）
第787条　子，その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は，認知の訴えを提
起することができる。（後略）

２　民法は私法である
世の中にはたくさんの法律があり，いろいろな観点からこれを分類すること
ができるが，１つの分類の方法として公法と私法の区別がある。

⑴　公法
国家と国民の関係であったり，国家の組織などを定める法を公法という。
➡　文字どおり，“公”に関する法である。

憲法，行政法，租税に関する法律や刑法などが公法といえる。

⑵　私法
私人間の関係を規律する法を私法という。

アルファプラス
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【例】�　ＡとＢの間で自動車の売買をした場合，ＡがＣ会社から建物を賃借し
た場合のように，私人間の法律関係を定めたものである。

民法，商法などが私法である。

３　民法は一般法である
法律を分類する方法として，一般法と特別法の区別がある。

⑴　一般法
一般的な事項を規定する法を一般法という。

⑵　特別法
特殊な事項を規定する法を特別法という。

これだけでは意味が分からないので，少し具体的に説明する。
たとえば民法は，市民の一般的な生活関係を規定する法律である。
➡　まさに一般法である。

普通の市民が物の売買をしたり，賃貸をしたような場合には，民法の規定
が適用される。
しかし，ある特殊な場合には民法の規定をそのまま適用するのは不合理で
あるということもあり得る。

一例をあげると，物の賃貸借は民法で規定がされているが（民§601～），
運動会で撮影するためにビデオカメラを賃貸するのと，人が家を建てて住む
ために土地を賃貸するのでは，意味するところがまったく異なる。
➡　後者は，人の生活そのものに直結するものであり，普通の物の賃貸に比
べれば借主の保護を強くする必要がある。
また，民法では，賃貸借の存続期間について「20年を超えることができ
ない」としているが（民§604Ⅰ），建物を建てるための土地の賃貸借にお
いては20年ではあまりにも短すぎる。

そこで，“建物の所有を目的とする土地の賃貸借”等の存続期間や効力に
関しては，「借地借家法」という別の法律を定めて，この法律の規定を適用
させるものとした。
➡　存続期間は，最低30年である（借地借家§３）。また，賃貸借の終了等
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に関しても，民法とは異なる規定が定められている。

☆　借地借家法は，“建物の所有を目的とする土地の賃貸借”といった特殊
な場合に適用される法律であるので，これは民法の特別法である。

・　商法，労働法，利息制限法なども，民法の特別法である。

特別法は，一般法に優先する。
➡　一般法で規定されているものの中の，ある特別な領域については特別法が適
用されるという関係であるので，その領域についてはまず特別法が適用される。

４　民法は実体法である
法律を分類する方法として，実体法と手続法の区別がある。

⑴　実体法
権利・義務の存否や所在を規定する法を実体法という。

【例】�　民法では，売買契約がされることによって，売主は買主に対して「代
金を請求できる」，買主は売主に対して「目的物の引渡しを請求できる」
とされている。反対から見ると，買主は売主に対して「代金を支払う義
務がある」，売主は買主に対して「目的物を引き渡す義務がある」とい
うことである。
➡　このように，権利・義務の存否や所在（誰が権利をもっているのか）
ということを規定する法が実体法。

⑵　手続法
実体法によって認められた権利を実現するための手続を定めた法を手続法
という。

【例】�　ＡとＢの間で，Ａの所有する自動車をＢに100万円で売る契約が成立
したので，ＡはＢに対して100万円の支払いを請求することができる。
しかし，Ｂはなんだかんだ言い訳をして，100万円を払おうとしない。
この場合，Ａは，裁判所の手を借りて，代金の支払請求権という権利
を強制的に実現することができる。
➡　こういった請求権を強制的に実現するための手続を規定した法が手

要重
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続法。
具体的には，裁判の進め方を規定した民事訴訟法や，Ｂの財産から

強制的に金銭を回収する手続を規定した民事執行法など。

上記の事例で，Ｂが100万円を支払わなかったときは，Ａは裁判所に対し，
Ｂを被告として100万円の支払いを求める訴えを提起することができる。
そして，口頭弁論や証拠調べ等の手続を経て，裁判所は「被告Ｂは原告Ａ
に対し100万円を支払え」という判決を言い渡したものとする。
➡　裁判で負けたＢが観念して，素直にＡに対して100万円を支払えばそれ
で終了するが，世の中には往生際の悪い人間もいて，判決が出てもどこ吹
く風，まったくお金を払おうとしない人もいる。

そうなると，Ａは次の手段，Ｂの財産に対する強制執行をすることができ
る。
具体的には，裁判所に申し立て，Ｂの所有する土地などを差し押さえ，競
売にかける。そして，競売の代金から100万円を回収することができる。

５　民法の法源
民法の存在する形式を，学問上，民法の法源というが，その中心は成文法（民
法典）である。
➡　その他，慣習法や判例法もある。

⑴　民法典
民法の条文は，第１条から第1044条まである。
➡　途方もない数である。しかし，勉強が進んでいくと，不思議と条文の多
さもそんなに怖くなくなる（はずである）。

途中，削除された条文や枝番が付されて増えた条文もあるので，ぴったり
1044個の条文があるというわけではない。

・　民法典は，５つの編から構成されている。
「１　民法とは」で見たとおり，民法は，まず，財産関係について規定し
た部分（財産法）と家族関係を規定した部分（家族法）に分けることがで
きる。

アルファプラス

アルファプラス
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そして，財産法については，「物権」と「債権」に分けることができる。
➡　物権と債権の違いはけっこう重要なので，後の６で少し詳しく説明する。

また，家族法については，婚姻や親子といったことを規定する「親族」と，
相続や遺言について規定した「相続」に分けることができる。

➡　４つしかない。１つ足りない。

最後の１つは，「総則」である。これは，民法の“通則”の規定である。
民法の基本原則であったり，民法全般にわたって共通に適用される事項が規
定されている。
➡　「総則」は民法の通則規定であるが，家族法においてはそのまま適用す
べきでないものもある。

最終的には，このような構成となる。

民法
財産法

家族法

（財産法）
物権編

債権編

（家族法）
親族編

相続編

物権編

債権編

親族編

相続編

総則編
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たとえば「物権編」も，その最初に物権の通則規定が置かれており，その
後に具体的な物権の内容（所有権や地上権等）が規定されている。

このように，まず通則規定を置いて，その後に個別の規定を置く方式をパン
デクテン方式という。

⑵　判例法
①　判例の意義
判例とは，裁判所が示した法律上の判断である。

たとえばＡとＢの間で契約上の問題が発生した場合，基本的に民法等の
法の規定に従って解決が図られる。しかし，法は，莫大な数の条文がある
が，それでも世の中のあらゆるケースについての解決を示しているわけで
はない。

このように，法の規定によってストレートに解決が図られない場合は，
ＡまたはＢは裁判に訴えて，裁判所の判断を仰ぐことができる。そして，
裁判所は，法を解釈し，適用して，判決という方法で具体的な問題の解決
を図ることになる。

②　判決の効力
裁判所の判決は，個別・具体的な問題の解決を図るものである。

【例】�　ＡとＢの間の商品の売買に関するトラブルについて，裁判所は法を
解釈し，適用し，「Ａの勝ち！」という判決を下す。
これはあくまでＡＢ間のトラブルの解決を示したものであって，仮

にこの後にＣＤ間の似たようなトラブルが裁判所に訴えられた場合，
必ずしも先の判決と同じ判決が出るとは限らない。

とはいえ，類似の事案については，先の判決と同一の法的な判断となる
蓋然性が高い。そしてこれは，法的安定性の観点からも望ましいこととい
える。
このようにして，類似の事案について同じような判決が繰り返されるよ
うになれば，その判決の内容に一種の拘束力のようなものが生まれる。こ
れを判例法という。

アルファプラス

　Ｃ　　Ｍ　　Ｙ　　Ｋ　
民法1_001-017.indd
p8　修正時間　2014年8月22日 13：55：31





9

最高裁判所が（かつて自ら出した）判例を変更するためには，裁判官の全
員で構成する大法廷で裁判をしなければならない（裁判所§10③）。

６　物権と債権
上記５の⑴で少し触れたとおり，民法の財産法は，「物権編」と「債権編」
に分かれている。
この物権と債権の違いは民法の学習において重要なので，ここで解説する。

まずは，物権と債権の定義。

物権→　物に対する直接的，排他的な支配権
債権→　人に対する請求権

⑴　物権について
①　意義
物権は，物に対する直接的，排他的な支配権と定義されるが，そんなに
堅苦しい話ではない。

たとえばＡが近所のスーパーでパンを買ってきた場合，Ａは，「このパ
ンは俺のものだ」と主張することができる。
このＡの有する権利が，物権（具体的には所有権）である。
➡　「物（このパン）に対する直接的，排他的な支配権（俺のものだ）」

物に対して所有権を有していれば，所有者は，その物について誰の手を
借りるわけでもなく（直接性），他人を排除して（排他性），その物を支配
することができる。

とにかく，物権は，物に対する権利である。
➡　この点は，何度強調しても強調しすぎることはない。

②　物権の種類
物に対する直接的，排他的な支配権（物権）で１番重要なのは所有権で
あるが，物権には他にもいくつかの種類がある。

アルファプラス
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【例】�　工作物または竹木を所有するため，他人の土地を使用することができ
る権利を，地上権という。

⑵　債権について
①　意義
債権は，人に対する請求権と定義されるが，そんなに堅苦しい話ではな
い。

ＡとＢは，Ａの所有する腕時計をＢに10万円で売る契約をした。この場
合，ＡはＢに対して「代金10万円を払ってくれ」と請求することができる。
また，ＢはＡに対して「腕時計を引き渡してくれ」と請求することができ
る。
このように，人に対する請求権を債権という。
➡　ＡはＢに対して「代金10万円を払ってくれ」という債権を有しており，
ＢはＡに対して「腕時計を引き渡してくれ」という債権を有している。

ＡがＢに対して代金10万円を払ってくれという債権を有するということ
は，反対から見ると，ＢはＡに対して代金10万円を払う義務があるというこ
とである。この義務を債務という。
➡　代金10万円の支払いという面では，Ａが債権者，Ｂが債務者である。

そして，ＢがＡに対して腕時計を引き渡してくれという債権を有するとい
うことは，反対から見ると，ＡはＢに対して腕時計を引き渡す債務を負って
いるということである。
➡　腕時計の引渡しという面では，Ｂが債権者，Ａが債務者である。

とにかく，債権は，人に対する権利である。
➡　この点は，何度強調しても強調しすぎることはない。

債権の「債」の字を分解してみると，“人”（にんべん）と“責”から構成
されている。つまり，債権は，人に責任を負わせる権利ということができる。

アルファプラス

要重
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②　債権が発生する原因
債権が発生する原因はいくつかあるが，もっとも重要なのが契約である。

【例】�　上記①のとおり，売買契約がされれば，代金を払ってくれという債
権や物を引き渡してくれという債権が発生する。
また，お金を貸す契約（金銭消費貸借契約）がされれば，お金を返

してくれという債権が発生する。

契約の他にも，事務管理，不当利得，不法行為からも債権が発生する。

契約がされると債権や債務が発生するが，同時に物権にも影響が及ぶことがある。

【例】　ＡとＢは，Ａの所有する自動車をＢに50万円で売る契約をした。
①　債権債務について
ＡはＢに対して売買代金債権を取得する（ＢはＡに対して売買代金

債務を負担する）。また，ＢはＡに対して自動車の引渡しの債権を取
得する（ＡはＢに対して自動車の引渡しの債務を負担する）。

②　物権について
この売買契約によって，自動車に対する所有権がＡからＢに移転す

る（Ｂが自動車の所有者となる）。

⑶　物権と債権の違い
物権と債権の違いはたくさんあるが，その中でも重要なものを説明する。

①　何に対する権利か？
物権→　物に対する権利
債権→　人に対する権利

②　誰に対して主張することができるか？
物権→　誰に対しても主張することができる。

➡　「このパンは自分のものだ」ということは，誰に対しても主張
できる。

債権→　ある特定の人に対してのみ主張することができる。

要重
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➡　売買代金の請求は，買主に対してのみ主張することができる。

③　権利を公示する必要があるか？
物権→　ある。

➡　物権は，誰に対しても主張できる権利。だから，物権の権利者
を世間の人が分かるようにしておかないと混乱する。
公示方法については物権編で詳しく解説するが，不動産につい

ては登記の方法で公示している。

債権→　基本的にない。
➡　債権は，特定の人に対してのみ主張できる権利。だから，世間
一般に示す必要はない。
ＡがＢに対して代金の支払いの債権を有するということを公示

したとしても，世間の人には特に意味はない（興味もない）。

☆　上記５で民法典を５つの編に分けて図にしたが，もう少し細かい図にして
みる。

所有権
地上権物権編

債権編

親族編

相続編

総則編

質権

売買
贈与契約

不法行為
など

消費貸借
など

など
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７　民法の基本原則
フランス革命以降の近代社会においては，自由や平等といった理念がその基
本精神となっている。

法の世界においてもその理念が根本原理となっており，これは我が国の民法
も同じである。

このようなことから，我が国の民法においては，以下のような基本原則を導
くことができる。

⑴　所有権絶対の原則
所有権は，何らの拘束を受けず，誰に対しても主張できる完全な支配権で
あり，不可侵の権利であるという原則である。
➡　市民間だけでなく，国家も市民の財産を侵すことはできないという原則。

所有権絶対の原則は，近代社会においてなくてはならない原則であるが，
それが行き過ぎると，富める者の自由が強調されたり富める者がより強くな
る傾向が生まれてくる。そこで，場合によっては，ある行為が権利の濫用と
して否定されることもある。

⑵　私的自治の原則
私法上の法律関係においては，個人が自由意思に基づいて自律的に法律関
係を発生，変更，消滅させることができるという原則である。

私法上の法律関係においては，契約関係がもっとも重要なものといえるの
で，契約自由の原則とも呼ばれる。
➡　具体的には，契約を締結するか否かの自由，契約の内容の自由，契約の
相手方の自由といったことが内容となる。

これも非常に重要な原則であるが，行き過ぎると，強い者が弱い者に対し
て自分に都合の良いルール（契約）を強要したり（弱い者にとっては不本意
でも従わざるを得なかったりする），看過できない不平等や権利侵害を生む
こともある。
➡　企業と労働者の雇用契約において，対等な立場で条件を出し合うという

アルファプラス

アルファプラス
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のは難しい。
近年では，「ブラック企業」が問題化している。

そこで，現在では，不公正の程度や弱者保護の必要性などを考慮して，契
約自由の原則が修正されることもある。
➡　労働基準法，借地借家法，消費者契約法，利息制限法など。

⑶　過失責任の原則
他人に損害を与えてしまった場合，故意や過失がある場合にのみ責任を負
うという原則である。

裏を返せば，他人に損害が及んでも自分に過失がなければ（少なくとも法
的には）責任をとらなくていいという話になるので，経済活動はかなり活発
になるが，公害等の社会問題を引き起こす遠因にもなってしまう。
そこで，現代では，特に企業に対して，より大きな責任を問う声が大きく
なっている。

８　私権の社会性

（基本原則）
第１条　私権は，公共の福祉に適合しなければならない。

⑴　私権とは
私権とは，私法上認められる権利のことをいう。
物権や債権などの財産権のほか，身分権や人格権などがある。

身分権→�　夫や妻であることから生ずる権利や，子に対する親権など，身
分上の権利。

人格権→�　身体，生命，名誉など，人間として尊重されるべき価値を内容
とする権利。

私権は，支配権，請求権，形成権，抗弁権のように，権利の作用を基準と
して分類することもできる。

アルファプラス

アルファプラス
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⑵　公共の福祉
公共の福祉とは，社会共同体の全体としての利益をいう。
民法１条１項は，私権は絶対ではなく，私権の内容や行使は社会全体の利
益に反してはいけないと規定している。
→　これに違反する範囲では，私権はその効力を認められないことを意味す
る。

とはいえ，公共の福祉を強調し過ぎると，個人の自由を制限し，社会の活
力を削ぎ，全体主義的な世の中になりかねないので，その適用は慎重である
べきといえる。

☆　公共の福祉に適合しなければならないというのは当たり前であり，漠然と
し過ぎていると思われるかもしれない。ふわふわして，雲を掴むような雰囲
気である。
しかし，条文が進めばだんだんと具体的な話になっていくので，今しばら
くお待ちいただきたい。
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９　信義誠実の原則

（基本原則）
第１条
２　権利の行使及び義務の履行は，信義に従い誠実に行わなければならない。

信義誠実の原則とは，互いに相手方の信頼を裏切らないよう誠意をもって行
動するべきであることをいう。
➡　私的取引関係は，この原則によってこそ成り立つものである。

信義誠実の原則を，信義則という。

10　権利濫用の禁止

（基本原則）
第１条
３　権利の濫用は，これを許さない。

何らかの権利を持っている者は，本来，自由にそれを行使できるはずである。
しかし，権利の行使が他人を害するようなものであったり，社会性，公共性
に反するようなものである場合は，その権利行使は許されないとされている。
➡　法律上無効であったり，不法行為として損害賠償の義務が発生することも
ある。

⑴　具体例
権利の濫用として効力が否定される事例は数多い。その中で，有名なもの
として「宇奈月温泉事件」と呼ばれるものがある。

事件を簡略化して説明する。
１土地から温泉が湧き出たので，Ａは，１土地から３土地に配管を通し，
お湯を引っ張ってきて３土地にホテルを開業した。しかし，その配管の一部
が，Ｘの所有する２土地の端を通過していた。
これに目をつけたＹは，Ｘから２土地を買い受け，Ａに対して「２土地を
高値で買い取れ」と要求し，Ａがこれを拒否すると，「じゃあ２土地を通過
している配管を撤去せよ」と迫った。

要重
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なお，２土地上の配管を撤去して，迂回させて３土地に通すためには莫大
な費用がかかり，またホテルも長期間の休業を余儀なくされる。
→　当時の大審院（現在の最高裁）は，このようなＹの請求は権利の濫用で
あり許されないとした（大判昭10.10.5）。
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１　権利能力の意義
権利能力とは，私法上の権利義務の主体となることができる地位または資格
をいう。
➡　売買契約をしたり，財産を所有したりすることができる地位または資格で
ある。

自然人および法人のみが権利能力を有する。

自然人→　“人”のこと。
➡　人であれば，誰でも売買などの契約をする地位を有し，また土
地や建物などの財産を所有することができる。

法　人→　人ではないが，法によって人格が認められた主体。“会社”など。
➡　会社等の法人は，権利能力を有するので，売買などの契約をす
る地位を有し，また土地，建物などの財産を所有することもできる。

２　権利能力の始期・終期

第３条　私権の享有は，出生に始まる。

ケーススタディ
ＡとＢは婚姻していて，妻Ｂは間もなく出産予定である。
Ａは会社からの帰宅途中で，車にはねられ死亡した。間もなく生まれてく
る胎児は，父Ａの遺産を相続することができるか。

第2章
人

　第１節　権利能力

・ここからは，人について学習する。
・人について学習するというのは深いテーマだが，哲学的な話ではなく，
法律上の能力のような話である。
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⑴　自然人の権利能力の始期
すべての自然人は，出生と同時に平等に権利能力を取得する（権利能力平
等の原則；民§３Ⅰ，憲§14）。

「出生」とは，胎児が母体から全部露出した時というのが通説（全部露出説）。

⑵　胎児について
権利能力は，出生と同時に取得するものであるので，まだ生まれていない
胎児は権利能力を有していない。
→　これが原則。

しかし，この原則を貫くと，例えばケーススタディの事例のような場合に，
（既に生まれている者と比べて）胎児にとって不利益といえる事態が生ずる
ことがある。
➡　Ａが死ぬ数日前に胎児が出生していたら，その者は（Ａが死んだ時にお
いて）権利能力を有するので，Ａの財産を相続することができる。一方，
Ａが死んだ数日後に胎児が出生した場合は，Ａが死んだ時においてその者
は権利能力を有していなかったので，Ａの財産を相続することはできない。
➡　常識的に考えて，あまりに不公平である。

そこで，民法は，次の３つの場合については，胎児は「既に生まれたもの
とみなす」としている。
①　不法行為に基づく損害賠償請求権（民§721）
②　相続（民§886Ⅰ）
③　遺贈（民§965）

したがって，ケーススタディの事例では，胎児は既に生まれたものとみな
され，子としてＡを相続することができる。

⑶　“既に生まれたものとみなす”とは
既に生まれたものとみなされるとは，どういう意味か。
これは，「停止条件説」と「解除条件説」がある。
➡　停止条件や解除条件についての詳しい解説は，第８章参照。

アルファプラス
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①　停止条件説（大判昭7.10.6）
胎児である間には権利能力はなく，生きて生まれた場合，さかのぼって
権利能力を取得する，という見解。
→　この見解では，父や母（法定代理人）は，出生前に胎児を代理するこ
とはできないことになる。

②　解除条件説
胎児である間でも権利能力があり，死産であった場合にはさかのぼって
権利能力が消滅する，という見解。
→　この見解では，父や母（法定代理人）は，出生前に胎児を代理するこ
とができることになる。

判例は，停止条件説をとっている。学説は，以前は判例と同様に停止条件
説をとるものが多かったが，最近は解除条件説が有力とされている。
➡　最近は，昔に比べて胎児が生きて生まれてくる可能性が高いので（死産
は少なくなってきているので），解除条件説をとっても不都合は少ないと
いえる。

⑷　権利能力の終期
自然人の権利能力は，死亡によって消滅する。

失踪宣告（第５節参照）がされると，その者は死亡したものとみなされる
が（民§31），その者が他所で生存している場合には，その者は権利能力を
有している。

⑸　外国人の権利能力
外国人も，法令又は条約の規定により禁止される場合を除き，権利能力を
有する（民§３Ⅱ）。

アルファプラス

アルファプラス
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１　意思能力
意思能力とは，自己の法律行為（契約等）の結果を判断することのできる精
神能力のことをいう。
法律上，意思能力のない者のした意思表示は，無効である（大判明38.5.11）。

理 由 �
　売買等の契約がされた場合，当事者はそれに従わなければならな
い。
➡　買主は代金を支払う必要があり，売主は目的物を引き渡す必要
がある。
当事者がその義務を果たさない場合には，裁判所の手を借りて

強制的にそれを実現することができる。

契約にこのような拘束力を持たせるためには，契約の当事者にあ
る程度の判断能力が備わっていることが前提となる。
➡　３歳の子供が自分のおもちゃをお友達に「あげる」と言って，
そのお友達が「うん。ありがとう」と言ったからといって，この
合意に法的な拘束力（強制力）を認めるのは妥当ではない。

そのため，法律的に意味のある意思表示というためには，その者
に意思能力が備わっていなければならず，意思能力のない者のした
意思表示は無効とされている。

①　行為の性質によっても異なるが，だいたい10歳未満の子供には意思能力は
ないといえる。

ケーススタディ
高校生のＡ君は，車の免許を取得したので，親に内緒で中古車販売店に行
って車を購入する契約をした。
この売買契約は有効か。

S63─1

　第２節　意思能力，行為能力

・いろいろな“能力”が出てきてややこしいが，特に行為能力は重要。
・いろいろな場面で登場するので，ここは正確に理解しておくこと。
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・　ケーススタディの事例では，Ａ君は高校生なので，意思能力は備わって
いるといえる。では，この売買契約は有効なのか？
➡　いや，結論を出すのはまだ早い。　

②　精神障害者や泥酔者も意思能力がないといえる。

２　行為能力
⑴　意義

行為能力とは，単独で，完全に，法律行為を行うことのできる能力をいう。

⑵　行為能力の概念を導入した意味
上記１のとおり，意思能力のない者のした契約は無効であるが，実際のと
ころ，契約の当時に意思能力がなかったことを証明することは容易ではない。

【例】�　Ａは会社の忘年会で泥酔し，その帰り道，Ｂの腕時計を10万円で買う
契約をした（契約書にサインをした）。
後日，Ａは，Ｂから契約書を見せられ，10万円を請求された。Ａとし
ては，そんな契約は身に覚えがなく，「無効だ！」と言いたいところだが，
契約の当時に意思能力がなかったということを証明するのは困難である。

この事例のＡは自業自得といえるが，精神的に障害のある者などが悪徳業
者に言われるがままに契約を締結し，（無効を主張できずに）財産的に不利
益を被るのは妥当ではない。

そこで，民法では，法律的な判断能力が十分とはいえない人たちについて
一定の類型を定め，その者のした法律行為は（一定の要件のものに）取り消
すことができるとした。
➡　判断能力が十分でない者を，弱肉強食の（と言っても差し支えない）自
由競争社会から保護する趣旨である。

この一定の類型に当てはまる者を制限行為能力者という。
具体的には，以下の者が制限行為能力者とされる。
①　未成年者
②　成年被後見人
③　被保佐人
④　（一定の行為について補助人の同意を要する）被補助人
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【例】�　ケーススタディの事例では，Ａ君は，親に相談もせずに中古車を購入
する契約をした。
これは，制限行為能力者である未成年者がした契約であり，Ａ君（や
その法定代理人）は契約を取り消すことができる。

この契約の当時，Ａ君に法律的な判断能力が十分にあったかどうかは問題では
ない。
　個々人の能力の有無を個別的に判断するのではなく，“未成年者”という類型に
当てはまる者を制限行為能力者として，（一定の要件のもとに）法律行為の取消し
を認めた。
→　これが，行為能力（制限行為能力者）の制度の特徴。

実際のところ，Ａ君は売買契約の意味をしっかり認識できているかもしれ
ない。しかし，それでも，Ａ君は売買契約を取り消すことができる。

行為能力の制度は，売買契約などの財産的な行為に関して適用されるものであ
って，婚姻，養子縁組などの身分的な行為については適用されるものではない。
➡　身分行為については，できる限り本人の意思を尊重する必要がある。

３　未成年者
⑴　意義

（成年）
第４条　年齢20歳をもって，成年とする。

20歳をもって成年とされるので，未成年者とは，20歳未満の者をいう（民§
４）。
未成年者は，まだ法律的な判断能力が十分ではないといえるので，制限行為
能力者とされている。

未成年者であっても，婚姻をしたときは，成年に達したものとみなされる（成
年擬制，民§753。詳しくは親族編で学習する）。
➡　未成年者であっても，婚姻をするということはある程度は成熟しているとい

要重

要重

要重
H27─4
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うことができ，また婚姻後も親の同意なくして行為ができないというのは妥当
ではない。
➡　成年に達したものとみなされても，タバコが吸える，酒が飲める，選挙権が
与えられるといったことはない。成年とみなされるのは，私法上の行為能力に
関するものである。

・　この婚姻による成年擬制の効果は，その後に婚姻の取消しや離婚がされ
ても消滅しない。
➡　急に未成年に戻られると，権利関係がややこしくなるだけだから。

⑵　未成年者の行為能力

（未成年者の法律行為）
第５条　未成年者が法律行為をするには，その法定代理人の同意を得なければ
ならない。（後略）
２　前項の規定に反する法律行為は，取り消すことができる。

未成年者が売買契約などの法律行為をするには，その法定代理人の同意を
得なければならないとされている。

【例】�　未成年者のＡが，中古車を買うためには，法定代理人の同意を得るこ
とを要する。

法定代理人→　法の規定によって代理人とされる者。
➡　本人の意思に基づいて代理権が与えられた者は，任意代理人という。

・　未成年者の法定代理人は，親権者（父母；民§818）または未成年後見
人（民§838～841）である。

未成年後見人は，未成年者に親権者がない場合等に置かれる（民§838①）。

⑶　法定代理人の同意
法定代理人の同意は，未成年者の行為の前に（遅くとも未成年者の行為と
同時に）されていなければならない。
➡　未成年者が行為をした後に法定代理人が同意をした場合は，“追認”（民

S57─2
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§122）がされたものとして，未成年者の行為は有効となる。

①　同意は，未成年者に対してしてもいいし，取引の相手方に対してしても
いい。

②　同意の方式は特に定められておらず，黙示でされてもよい（大決昭
5.7.21）。

⑷　法定代理人の同意を得ないでした行為の効果
未成年者が，その法定代理人の同意を得ないでした法律行為は，取り消す

ことができる（民§５Ⅱ）。

理 由 　未成年者を保護する趣旨である。

【例】�　ケーススタディの事例では，未成年者のＡ君は，親（法定代理人）の同
意を得ないで中古車の売買契約をしているので，これを取り消すことがで
きる。
➡　取消しがされたら，はじめから売買はなかったことになる。

☆　取消しについての詳しい解説は，第７章参照。

・　行為をした未成年者自身が取り消すこともできるし，法定代理人が取り消
すこともできる（民§120Ⅰ）。
➡　未成年者が取消しをするにあたっては，法定代理人の同意を得ることを

要しない。

⑸　法定代理人の同意を要しない行為
未成年者が法律行為をする場合は，その法定代理人の同意を得ることを要
するが，未成年者に不利益を及ぼすおそれが少ない次の行為については，法
定代理人の同意を得ることなく未成年者が単独ですることができる。

①　単に権利を得，または義務を免れる法律行為（民§５Ⅰただし書）。
➡　未成年者に不利益が及ぶおそれがないから，法定代理人の同意は不要。

【例】・　負担のない贈与を受けること
➡　モノを貰うだけだから，未成年者に不利益はない。

S63─1

H27─4

H27─4
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・　債務の免除を受けること
➡　借金をチャラにしてもらうわけだから，未成年者に不利益はな
い。

【これに該当しない例】
・　負担付きの贈与・遺贈を受けること
・　負担付きの遺贈の放棄
・　相続の単純承認，限定承認，放棄をすること

債務の弁済を受けること（貸したお金を返してもらうこと）は，未成年者が単
独ですることはできない。
➡　債務の弁済を受けると，自己の債権が消滅することになるので，“単に権利を
得”る行為とはいえない。

②　法定代理人が目的を定めて処分を許した財産の目的の範囲内での処分
（民§５Ⅲ前段）
➡　旅費や学費などの一定の目的を定めて処分を許した財産については，
未成年者が単独で処分することができる。

③　法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産の処分（同Ⅲ後段）
➡　お小遣いで何かモノを買う行為は，未成年者が単独ですることができ
る。

・　全財産の処分の許可をすることはできない。
➡　制限行為能力者制度の趣旨に反するからである。

④　法定代理人が許した営業に関する行為（民§６Ⅰ）
➡　法定代理人から一種または数種の営業を許可された未成年者は，その
営業に関しては成年者と同一の行為能力を有するとされている。

・　この許可をするには，営業の種類を特定することを要する。
・　１個の営業の一部についてだけ許可することはできない。
・　黙示の許可でもよい。

S60─1

S57─2

要重

S63─1
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☆　法定代理人の代理権
未成年者の法定代理人は，未成年者を代理することができる（民§
824，859）。
➡　親は，子を代理して，子のために契約をすることができる。

【例】　親が未成年の子に代わって，子のために中古車を買うことができる。

つまり，未成年者に関する法律行為については，①未成年者がその法定
代理人の同意を得て行為をする方法，②法定代理人が未成年者を代理して
行為をする方法，がある。

４　成年被後見人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（後見開始の審判）
第７条　精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について
は，家庭裁判所は，本人，配偶者，４親等内の親族，未成年後見人，未成年
後見監督人，保佐人，保佐監督人，補助人，補助監督人又は検察官の請求に
より，後見開始の審判をすることができる。

（成年被後見人及び成年後見人）
第８条　後見開始の審判を受けた者は，成年被後見人とし，これに成年後見人
を付する。

⑴　意義
成年被後見人とは，①認知症であったり，重度の精神病を患っているなど，
精神上の障害によって事理を弁識する能力（意思能力）を欠く常況にある者
であって，②家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者をいう（民§７）。

⑵　後見開始の審判の要件
①　実質的要件
精神上の障害により，事理を弁識する能力を欠く常況にあること。

「精神上の障害により，事理を弁識する能力を欠く」とは，意思能力がな
いことを意味する。
「常況にある」とは，通常の状態において意思能力がないことを意味する。
➡　一時的に意思能力が回復することがあっても，“常況にある”といっ
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てよい。

②　形式的要件
本人，配偶者，４親等内の親族，検察官など一定の者が家庭裁判所に請
求することが必要（民§７）。

・　本人も，後見開始の審判の請求をすることができる。
・　家庭裁判所が職権で（誰からの請求もなく）後見開始の審判をするこ
とはできない。

⑶　後見開始の審判の効果
後見開始の審判を受けた者は，成年被後見人とし，保護者として成年後見

人が付される（民§８）。

成年後見人は，配偶者や子などの親族がなる場合も多いが，弁護士，司法
書士等の法律実務家や社会福祉士等がなることもできる。

・　成年後見人は，法人でも構わない。
・　複数の成年後見人を選任することもできる。

成年後見人は，成年被後見人の財産を管理し，かつ，その財産に関する法
律行為について被後見人を代理する権限を有する（民§859Ⅰ）。

【例】�　成年後見人は，成年被後見人を代理して，成年被後見人のために羽毛
布団を購入することができる。

⑷　成年被後見人の法律行為

（成年被後見人の法律行為）
第９条　成年被後見人の法律行為は，取り消すことができる。ただし，日用品
の購入その他日常生活に関する行為については，この限りでない。

①　原則　
成年被後見人は，原則として単独では法律行為をすることができず，成

H25─4

H15─4

アルファプラス

H19─6

　Ｃ　　Ｍ　　Ｙ　　Ｋ　
民法1_018-056.indd
p28　修正時間　2015年7月30日 17：39：09



　第２節　意思能力，行為能力

29

年被後見人のした法律行為は取り消すことができる。

理 由 �
　成年被後見人は判断能力が十分ではないので，その法律行為
を“取り消すことができる”として，（自由競争社会の中で）
保護するためである。

成年被後見人が，成年後見人の同意を得て法律行為をした場合でも，その行為
を取り消すことができる。
➡　成年被後見人は，意思能力を欠く常況にあるわけだから，事前に同意を得て
いたとしても単独で行動させることは危険といえる。
➡　成年後見人に「同意権」はない。

【例】�　成年被後見人であるＡは，成年後見人Ｂの同意を得て，Ｘから高級
羽毛布団を購入する契約をした。この場合，Ａは，高級羽毛布団の売
買契約を取り消すことができる。

つまり，成年被後見人に関する法律行為については，常に成年後見人が
代理してする必要がある（以下の②の例外はあるが）。

②　例外
日用品の購入その他日常生活に関する行為については，成年被後見人が
単独で行った場合であっても取り消すことができない（民§９ただし書）。

理 由 �
　日常生活に関する行為については，成年被後見人の自主性を
尊重し，また取引の安全等を考慮して，取り消すことができな
いとされた。

「日用品の購入」→　毎日の食料等の買い物など
「日常生活に関する行為」→　ガス代の支払いなど

③　身分行為について
婚姻，離婚等の身分行為については，本人の意思を尊重する必要がある
ので，成年後見人の同意を要しない（民§738，764）。

要重
H9─1
H5─8

H25─4

H25─4
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⑸　後見開始の審判の取消し
後見開始の審判の原因が消滅したときは，家庭裁判所は，本人，配偶者，
４親等内の親族など一定の者の請求によって，後見開始の審判を取り消さな
ければならない（民§10）。
➡　意思能力を回復したような場合は，後見開始の審判を取り消す必要があ
る。

・　取消しは，将来に向かってのみその効力を生ずる。

５　被保佐人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（保佐開始の審判）
第11条　精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者につ
いては，家庭裁判所は，本人，配偶者，４親等内の親族，後見人，後見監督人，
補助人，補助監督人又は検察官の請求により，保佐開始の審判をすることが
できる。（後略）�

 （被保佐人及び保佐人）
第12条　保佐開始の審判を受けた者は，被保佐人とし，これに保佐人を付する。�

⑴　意義
被保佐人とは，①精神上の障害によって事理を弁識する能力（意思能力）

が著しく不十分な者であって，②家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者（民
§11本文）をいう。

⑵　保佐開始の審判の要件
①　実質的要件
精神上の障害によって事理を弁識する能力が著しく不十分であるが，そ
の能力を欠く常況にはないこと（民§11本文）。
➡　日常の買い物程度は自分でできるが，不動産の処分などの重要な財産
的行為については自分ではすることができないような人等をいう。

②　形式的要件
本人，配偶者，４親等内の親族，検察官など一定の者から家庭裁判所に
請求することが必要（民§11本文）。
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⑶　保佐開始の審判の効果
保佐開始の審判を受けた者は，被保佐人とし，保護者として保佐人が付さ

れる（民§12）。

・　保佐人は，法人でも構わない。
・　複数の保佐人を選任することもできる。

⑷　被保佐人の行為能力

（保佐人の同意を要する行為等）
第13条　被保佐人が次に掲げる行為をするには，その保佐人の同意を得なけれ
ばならない。（中略）�
　一　元本を領収し，又は利用すること。�
　二　借財又は保証をすること。�
　三�　不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をするこ
と。�

　四　訴訟行為をすること。�
　五　贈与，和解又は仲裁合意（中略）をすること。�
　六　相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。�
　七　贈与の申込みを拒絶し，遺贈を放棄し，負担付贈与の申込みを承諾し，
又は負担付遺贈を承認すること。�

　八　新築，改築，増築又は大修繕をすること。�
　九　第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。�

被保佐人が，一定の重要な行為（民法13条１項に掲げる行為等）をするた
めには，保佐人の同意を得ることを要する。

理 由 �
　被保佐人は，意思能力に欠けるわけではないので，ある程度の
行為は自分でできる。しかし，判断能力が著しく不十分であるの
で，重要な財産的行為を単独でさせることは危険であり，法で定
める一定の行為をする場合には保佐人の同意が必要とされた。

【例】�　被保佐人が，自分の所有する建物を売却するためには，保佐人の同意
を得ることを要する。

S60─1

H25─4

S60─1
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保佐人の同意を要するのは，民法13条１項に定められた行為等をする場合であ
る。それ以外の行為については，保佐人の同意を得ることなく，被保佐人が単独
ですることができる。

民法13条１項に定める行為についても，日用品の購入その他日常生活に関
する行為といえるものについては，保佐人の同意は不要である（民§13Ⅰた
だし書）。

家庭裁判所は，一定の者からの請求により，保佐人の同意を必要とする行
為を追加することができる（民§13Ⅱ）。

・　保佐人の同意を要する行為について，被保佐人の利益を害するおそれが
ないにもかかわらず保佐人が同意をしないときは，家庭裁判所は被保佐人
の請求によって保佐人の同意に代わる許可を与えることができる（民§13
Ⅲ）。

⑸　保佐人の同意
①　同意は，被保佐人に対してしてもいいし，取引の相手方に対してしても
いい。

②　同意の方式は特に定められておらず，黙示でされてもよい。

③　被保佐人が保佐人の同意を得ることなく行為をした後に，保佐人がこれ
を追認することができる（民§122）。

⑹　保佐人の同意を得ないでした行為の効果

（保佐人の同意を要する行為等）
第13条
４　保佐人の同意を得なければならない行為であって，その同意又はこれに代
わる許可を得ないでしたものは，取り消すことができる。

保佐人の同意が必要な行為について，保佐人の同意を得ないで被保佐人が行

要重

アルファプラス

H25─4

アルファプラス

H15─4
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為をした場合には，その行為を取り消すことができる。

理 由 　被保佐人を保護する趣旨である。

・　行為をした被保佐人自身が取り消すこともできるし，保佐人が取り消す
こともできる（民§120Ⅰ）。

⑺　保佐人の代理権

（保佐人に代理権を付与する旨の審判）
第876条の４　家庭裁判所は，第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保
佐監督人の請求によって，被保佐人のために特定の法律行為について保佐人
に代理権を付与する旨の審判をすることができる。�
２　本人以外の者の請求によって前項の審判をするには，本人の同意がなけれ
ばならない。

保佐人は，被保佐人の財産に関する法律行為について当然に代理権を有するわ
けではない。
➡　保佐人の基本的な役割は，被保佐人が一定の重要な行為をする場合に同意を
与えること。

ただし，一定の者からの請求があったときは，家庭裁判所は，被保佐人に
関する特定の法律行為について，保佐人に代理権を与えることができる。
➡　あくまで，審判で定められた特定の法律行為に関する代理権である。被
保佐人の法律行為全般について代理できるわけではない。

【例】�　不動産その他の重要な財産の売買については保佐人に代理権を与える。

・　本人以外の者の請求によって代理権付与の審判をするには，本人の同意
がなければならない（民§876の4Ⅱ）。
➡　本人の自己決定権を尊重する必要があるからである。

成年後見人は，当然に成年被後見人の法律行為全般についての代理権があ

要重

H25─4
H15─4

アルファプラス
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る。

⑻　保佐開始の審判の取消し
保佐開始の審判の原因が消滅したときは，家庭裁判所は，本人，配偶者，
４親等内の親族など一定の者の請求によって，保佐開始の審判を取り消さな
ければならない（民§14Ⅰ）。

６　被補助人

（補助開始の審判）
第15条　精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について
は，家庭裁判所は，本人，配偶者，４親等内の親族，後見人，後見監督人，
保佐人，保佐監督人又は検察官の請求により，補助開始の審判をすることが
できる。（後略）
２　本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには，本人の同意がなけ
ればならない。

（被補助人及び補助人）
第16条　補助開始の審判を受けた者は，被補助人とし，これに補助人を付する。

⑴　意義
被補助人とは，①精神上の障害によって事理を弁識する能力（意思能力）

が不十分な者であって，②家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者（民§15
Ⅰ本文）をいう。

⑵　補助開始の審判の要件
①　実質的要件
精神上の障害によって事理を弁識する能力が不十分であるが，その能力
を全く欠く程度あるいは著しく不十分という程度に至らないこと（民§15
Ⅰ本文）。
➡　保佐開始の要件よりも程度が軽い場合。
➡　軽度の認知症や知的障害等。

②　形式的要件
⒜　本人，配偶者，４親等内の親族，検察官など一定の者から家庭裁判所
に請求することが必要（民§15Ⅰ本文）。

H25─4
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⒝　本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには，本人の同意が
必要（同Ⅱ）。
➡　補助の制度は，本人が納得する場合に限られるということ。
➡　本人に判断能力がある程度あるので，他人が強制するのは適当では
ない。

後見開始の審判，保佐開始の審判においては，本人以外の者からの申立てであ
っても，本人の同意は不要。

⑶　同意権または代理権付与の審判
補助開始の審判がされても，当然に本人の行為能力が制限されるわけでは

ないし，当然に補助人に何らかの権限が与えられるわけではない。
補助開始の審判とは別に，補助人に同意権を与える審判（民§17Ⅰ）をす

ることによって本人の行為能力が制限され，また補助人に代理権を与える審
判（民§876の９Ⅰ）によって補助人は代理権を取得する。

後見開始の審判がされた場合は，当然に成年後見人が成年被後見人を代理
することになる（成年被後見人がした法律行為は取り消すことができる）し，
保佐開始の審判がされたときは，当然に一定の重要な行為について保佐人の
同意が必要となる。

補助開始の審判は，補助人に特定の行為についての同意権，または代理権
の一方または双方を与える旨の審判とともにしなければならない（民§15Ⅲ）。

補助人には，①同意権のみを有する補助人，②代理権のみを有する補助人，③
同意権と代理権を有する補助人がある。

⑷　補助開始の審判の効果
補助開始の審判を受けた者は，被補助人とし，保護者として補助人が付さ

れる（民§16）。

・　補助人は，法人でも構わない。
・　複数の補助人を選任することもできる。

H25─4

要重
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⑸　被補助人の行為能力
①　補助人の同意を要する行為

（補助人の同意を要する旨の審判等）
第17条　家庭裁判所は，第15条第１項本文に規定する者又は補助人若しくは補
助監督人の請求により，被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の
同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし，その審判
によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は，第13
条第１項に規定する行為の一部に限る。�
２　本人以外の者の請求により前項の審判をするには，本人の同意がなければ
ならない。�

家庭裁判所は，一定の者の請求により，被補助人が特定の法律行為をす
るには補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる
（民§17Ⅰ本文）。

同意を得る必要があるとする行為は，民法13条１項に規定する行為（被保佐人が，
保佐人の同意を得なければならない行為）の一部に限られる。
➡　被補助人は，被保佐人よりも判断能力があることが前提だから。

・　本人以外の者の請求により上記の審判をするには，本人の同意が必要
である。
➡　本人の自己決定権を尊重する趣旨である。

②　補助人の同意を得ないでした行為の効力

（補助人の同意を要する旨の審判等）
第17条
４　補助人の同意を得なければならない行為であって，その同意又はこれに代
わる許可を得ないでしたものは，取り消すことができる

補助人の同意が必要な行為について，補助人の同意を得ないで被補助人
が行為をした場合には，その行為を取り消すことができる。

理 由 　被補助人を保護する趣旨である。

要重
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・　行為をした被補助人自身が取り消すこともできるし，同意権を有する
補助人が取り消すこともできる（民§120Ⅰ）。

⑹　補助人の代理権

（補助人に代理権を付与する旨の審判）
第876条の９　家庭裁判所は，第15条第１項本文に規定する者又は補助人若し
くは補助監督人の請求によって，被補助人のために特定の法律行為について
補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
２　第876条の４第２項及び第３項の規定は，前項の審判について準用する。

補助人は，被補助人の財産に関する法律行為について当然に代理権を有する
わけではない。
ただし，一定の者からの請求があったときは，家庭裁判所は，被補助人のた

めに特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることが
できる。

補助人に代理権のみが付与された場合（同意権は付与されていない場合）には，
被補助人の行為能力は制限されない。そのため，被補助人は単独で行為をするこ
とができ，被補助人の行為であることを理由に取り消すことはできない。

・　本人以外の者の請求によって代理権付与の審判をするには，本人の同意
がなければならない（民§876の9Ⅱ，876の4Ⅱ）。

⑺　補助開始の審判の取消し
①　補助開始の審判の原因が消滅したときは，家庭裁判所は，本人，配偶者，
４親等内の親族など一定の者の請求によって，補助開始の審判を取り消さ
なければならない（民§18Ⅰ）。

②　また，家庭裁判所は，これらの者の請求により，補助人に対する同意権
または代理権付与の審判の全部または一部を取り消すことができる（民§
18Ⅱ，876の9Ⅱ，876の4Ⅲ）。

同意権および代理権付与の審判をすべて取り消す場合には，家庭裁判所は，補

H15─4

要重
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助開始の審判を取り消さなければならない（民§18Ⅲ）。
➡　代理権，同意権がまったくなければ，被補助人にしておく意味がなくなる。

☆　審判相互の関係

（審判相互の関係）
第19条　後見開始の審判をする場合において，本人が被保佐人又は被補助人で
あるときは，家庭裁判所は，その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を
取り消さなければならない。�
２　前項の規定は，保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若
しくは被補助人であるとき，又は補助開始の審判をする場合において本人が
成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。�

【例】�　保佐開始の審判を受けているＡが，意思能力を欠く常況となったので，
後見開始の審判を受けることになった。この場合，家庭裁判所は，Ａにつ
いて後見開始の審判をするためには，Ａについての保佐開始の審判を取り
消す必要がある。

理 由 　同一人について，後見制度や保佐制度の重複を避けるためである。

７　制限行為能力者の相手方の保護　　　　　　　　　　　
制限行為能力者による取り消し得る行為は，取り消されるまでは有効である

が，取り消されると行為の時に遡って無効となる（民§121）。

【例】�　未成年者のＡは，親権者の同意を得ることなく，Ｘから中古車を購入す
る契約をした。
この場合，Ａやその親権者から取消しがされなければ，売買契約は有効
であるが，取消しがされたら初めから無効であったことになる。

つまり，制限行為能力者と取引をした相手方からすると，その行為が有効と
なるのか無効となるのかが分からず，大変に不安定な状況に置かれることにな
る。
そこで，取引の相手方を保護するため，次のような規定が定められた。

⑴　催告権（民§20）
⑵　制限行為能力者が詐術を用いた場合の取消権の喪失（民§21）

　Ｃ　　Ｍ　　Ｙ　　Ｋ　
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⑶　法定追認（民§125）
⑷　取消権の期間制限（民§126）

ここでは，⑴と⑵について説明する。

８　制限行為能力者の相手方の催告権（民§20）
制限行為能力者の相手方は，一定の期間を定めて，その期間内に，取り消す
ことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ
る。

そして，その期間内に，制限行為能力者側から「追認する」という確答（返
事）があれば，その行為は有効なものとして確定する。反対に，「取り消す」
という確答があれば，その行為は初めから無効であったことになる。

上記のように，相手方の催告に対し，制限行為能力者の側から確答があれば
その通りとなるが，確答をしてくれない場合もある。
この場合，行為が追認されたことになるか，取り消されたことになるのかが
問題となる。
→　確答がない場合については，民法は，いくつかの場合に分けて，「追認し
たものとみなす」，「取り消したものとみなす」としている。

確答がない場合，追認が擬制されるのか取消しが擬制されるのかの区別は重要。

一言でいえば，催告を受けた者が単独で有効に追認をすることができる場合に
は追認が擬制され，そうでない場合には取消しが擬制される。

もう少し詳しくみていこう。

⑴　行為能力者になった者に対して催告をした場合

（制限行為能力者の相手方の催告権）
第20条　制限行為能力者（未成年者，成年被後見人，被保佐人及び第17条第１
項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。）の相手方は，その制限行為能
力者が行為能力者（行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。）となっ
た後，その者に対し，１か月以上の期間を定めて，その期間内にその取り消

要重
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すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることが
できる。この場合において，その者がその期間内に確答を発しないときは，
その行為を追認したものとみなす。�

これは，行為をした制限行為能力者が行為能力者になった後に，その者に
対して行為を追認するかどうか催告した場合の話。
→　その者が一定の期間内に確答を発しないときは，その行為を追認したも

のとみなされる。

理 由 �
　行為能力者になれば，単独で有効に追認をすることができる。
そのような立場の者が何も返事をしないということは，現状のま
ま効力を確定させようという意思を有していると考えられるの
で，追認が擬制される。

「制限行為能力者が行為能力者となる」とは，未成年者が成年者となった場
合，後見開始等の審判が取り消された場合等がある。

【例】�　未成年者のＡは，親権者の同意を得ることなく，Ｘから中古車を購入
する契約をした。その後，月日がたち，Ａは成年者となった。
そして，Ｘは，成年となったＡに対し，中古車の売買について追認す
るかどうかの返事を２か月以内にしてくれと催告した。
しかし，Ａは，２か月以内に何の返事もしなかった。
→　Ａは，中古車の売買を追認したものとみなされる。

確答を発しない場合に，追認が擬制される（発信主義）。
➡　通常，（隔地者に対する）意思表示は相手に到達することによって効力を生ず
るが（到達主義；民§97Ⅰ），民法20条はその例外である。

⑵　行為能力者とならない間に，法定代理人等に対して催告をした場合

（制限行為能力者の相手方の催告権）
第20条
２　制限行為能力者の相手方が，制限行為能力者が行為能力者とならない間に，
その法定代理人，保佐人又は補助人に対し，その権限内の行為について前項

H4─7
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に規定する催告をした場合において，これらの者が同項の期間内に確答を発
しないときも，同項後段と同様とする。

これは，行為をした制限行為能力者が，行為能力者となっていない間に，
その法定代理人等に行為を追認するかどうか催告した場合の話。
→　その者が一定の期間内に確答を発しないときは，その行為を追認したも

のとみなされる。

理 由 �
　法定代理人等は，（その権限内の行為について）単独で有効に
追認をすることができるので，確答を発しない場合には追認が擬
制される。

「法定代理人」とは，未成年者の親権者，成年後見人，代理権付与の審判を
受けた保佐人等である。

【例】�　未成年者のＡは，親権者の同意を得ることなく，Ｘから中古車を購
入する契約をした。
そして，Ｘは，Ａの単独親権者であるＢに対し，中古車の売買につ

いて追認するかどうかの返事を２か月以内にしてくれと催告した。
しかし，Ｂは，２か月以内に何の返事もしなかった。

→　中古車の売買を追認したものとみなされる。

⑶　特別の方式を要する場合

（制限行為能力者の相手方の催告権）
第20条
３　特別の方式を要する行為については，前２項の期間内にその方式を具備し
た旨の通知を発しないときは，その行為を取り消したものとみなす。�

「特別の方式を要する」場合とは，後見人が後見監督人の同意を得なければ
ならない行為（民§864）が該当する。

この場合は，催告を受けた後見人が単独で有効に追認をすることができな
いので（後見監督人の同意が必要），確答を発しない場合は取消しが擬制さ
れる。

H23─4
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⑷　行為をした被保佐人，被補助人に対して催告をした場合

（制限行為能力者の相手方の催告権）
第20条
４　制限行為能力者の相手方は，被保佐人又は第17条第１項の審判を受けた被
補助人に対しては，第１項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべ
き旨の催告をすることができる。この場合において，その被保佐人又は被補
助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは，その行為を
取り消したものとみなす。�

これは，行為をした被保佐人，（同意が必要との審判を受けたが同意を得
ずに行為をした）被補助人に対して催告をした場合の話。
➡　催告の内容は，「保佐人又は補助人の追認を得るべき」旨。

そして，その者が一定の期間内に確答を発しないときは，その行為を取り
消したものとみなされる。

理 由 �
　被保佐人や被補助人は，単独で有効に追認をすることはできな
い（保佐人又は補助人の追認が必要である）ので，確答を発しな
い場合には取消しが擬制される。

【例】�　被保佐人のＡは，保佐人の同意を得ることなく，自分の所有する不動
産をＸに売却する契約をした。
そして，Ｘは，Ａに対し，２か月の期間を定めて，不動産の売買につ
いて保佐人の追認を得るべき旨の催告をした。
しかし，Ａは，２か月以内に何の返事もしなかった。
→　不動産の売買を取り消したものとみなされる。

未成年者または成年被後見人に対して催告をしても何の効力も生じない。
➡　未成年者や成年被後見人には，意思表示の受領能力がないからである（民§
98の２）。

だから，仮に未成年者に対して催告をして，一定の期間内に確答を発しな
い場合でも，追認あるいは取消しが擬制されることはない。

S63─3
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H2─14

　Ｃ　　Ｍ　　Ｙ　　Ｋ　
民法1_018-056.indd
p42　修正時間　2015年7月30日 17：39：09



　第２節　意思能力，行為能力

43

☆　まとめ

催告の相手方 効　果

制限行為能力者が行為
能力者となった後に催
告する場合

本　人 追認の擬制（民§20Ⅰ）

制限行為能力者が行為
能力者にならない間に
催告する場合

保護者
・法定代理人
・保佐人
・補助人

追認の擬制（民§20Ⅱ）

特別の方式を要する行為の
場合は取消しの擬制（民§
20Ⅲ）

本　人

・未成年者
・成年被後見人

催告は無効，何らの効果も
生じない（民§98の２本文）
＊受領能力なし

・被保佐人
・同意権付与の
審判を受けた
被補助人

取消しの擬制（民§20Ⅳ）

９　制限行為能力者の詐術

（制限行為能力者の詐術）
第21条　制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用い
たときは，その行為を取り消すことができない。

⑴　意義
制限行為能力者が，詐術（詐欺的な行為）を用いて，相手方に自分が行為
能力者であると信じさせようとしたときは，その行為を取り消すことができ
ない。

理 由 �
　そんなことをする奴を，制限行為能力者制度によって保護する
必要はない。

H9─1
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⑵　行為能力者であると信じさせるための詐術
①　（自分が行為能力者であると信じさせるため）自分が行為能力者である
と偽った場合。

②　（自分が制限行為能力者であることは認めるが）法定代理人などの適法
な同意を得たと信じさせた場合（大判明37.6.16）。

 「詐術」とは，偽造の戸籍や偽造の同意書を用いるなど，原則として積極的なも
のでなければならない（大判大5.12.6）。したがって，自分が制限行為能力者であ
ることを単に黙秘しているだけでは，詐術には該当しない。
➡　ただし，制限行為能力者であることを黙秘していた場合で，それが制限行為
能力者の他の言動とあいまって相手方を誤信させ，または，誤信を強めたと認
められる場合には，詐術があったものとみなされる（最判昭44.2.13）。

③　詐術は，制限行為能力者自身が行ったものであることが必要である。
➡　第三者の詐術によって取引の相手方が誤信した場合は，その行為を取
り消すことができる。

④　詐術と相手方の誤信との間には因果関係があることを要する（大判昭
2.5.24）。

⑶　効果
制限行為能力者は，取消権を失い，完全に有効な法律行為となる。
➡　制限行為能力者本人だけでなく，その法定代理人，保佐人および補助人
も，その行為を取り消すことができなくなる。

要重
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H23─4

H2─14

　Ｃ　　Ｍ　　Ｙ　　Ｋ　
民法1_018-056.indd
p44　修正時間　2015年7月30日 17：39：09



　第3節　住　所

45

１　住　所
⑴　意義

住所とは，生活の本拠である（民§22）。
➡　「生活の本拠」とは，人の生活関係の中心となる場所をいう。

住所は“生活の本拠”であり，実質的な生活関係に基づいて認定される（実
質主義）。必ずしも，住民登録地がその人の住所というわけではない。

「住所」と「本籍地」は関係ない。
➡　「本籍地」とは，戸籍の所在場所であって，住所とは別概念である。

⑵　「住所」を基準とした法律関係
民法上，法律関係を規定するのに住所を基準としている場合がある。

①　不在者，失踪者の認定（民§25，30）
②　債務の履行の場所（民§484）
➡　ＡがＸから借りたお金を返す場合，債権者Ｘの住所において返す必要
がある。

③　相続の開始地（民§883）

訴訟を起こす場合も，住所が基準となる（民訴§４Ⅱ）。

２　居　所
「居所」とは，人が多少の期間は居住しているが，その土地との関わり具合が
“生活の本拠”とまではいえない程度の場所をいう。

・　住所が知れない場合には，居所が住所とみなされる（民§23Ⅰ）。
・　日本人であると外国人であるとを問わず，日本に住所を有しない者は，日
本における居所がその者の住所とみなされる（同Ⅱ）。

アルファプラス

S63─21

アルファプラス

　第3節　住　所

・試験にはまず出題されない。概念だけ押さえておけば足りる。
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１　意　義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
不在者とは，従来の住所または居所を去って，すぐにそこに帰ってくる見込

みがない者をいう。

不在の状態が続くと，その者がほったらかしにした財産を管理する必要が生
じたり，その者に対して利害の関係を有する者（債権者など）が適切な対応を
とれないといった事態が生じ得る。
そのため，民法では，不在者の財産の管理に関する規定が設けられた。
➡　公益的な意味もあるので，国家が積極的に関与する。

２　不在者の財産の管理　　　　　　　　　　　　　　　　　

（不在者の財産の管理）
第25条　従来の住所又は居所を去った者（以下「不在者」という。）がその財
産の管理人（以下この節において単に「管理人」という。）を置かなかったと
きは，家庭裁判所は，利害関係人又は検察官の請求により，その財産の管理
について必要な処分を命ずることができる。（後略）

「財産の管理について必要な処分」とは，財産の管理人を選任すること等であ
る。
➡　この管理人を，不在者の財産管理人という。

・　不在者本人が，自分の財産の管理人を置いている場合には，その者が不在
者の財産の管理等をすることができ，国家が干渉する必要はない。
しかし，本人の不在中にその管理人の権限が消滅した場合には，家庭裁判
所が財産の管理人を選任することができる（民§25Ⅰ後段）。

３　不在者の財産管理人の権限　　　　　　　　　　　　　
⑴　不在者の財産管理人の地位
家庭裁判所の選任した不在者の財産管理人は，（対外的には）不在者の法

　第4節　不在者

・そんなに出題可能性は高くないが，不在者の財産管理については理解
しておくこと。
・財産管理人の権限は，（他の分野でも）重要。
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定代理人と解されている。

そして，不在者と不在者の財産管理人の関係は，委任の規定が適用される
（民§644等）。

⑵　不在者の財産管理人の権限

（管理人の権限）
第28条　管理人は，第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは，
家庭裁判所の許可を得て，その行為をすることができる。（後略）
【参考】
（権限の定めのない代理人の権限）
第103条　権限の定めのない代理人は，次に掲げる行為のみをする権限を有す
る。�
　一　保存行為�
　二�　代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において，その利
用又は改良を目的とする行為�

通常，権限の定めのない代理人は，民法103条に規定する行為（保存行為
や物の性質を変えない範囲内での利用・改良行為）のみをすることができる。
しかし，不在者の財産の管理においては，不在者の財産の売却などの処分
行為をする必要も出てくるので，家庭裁判所の許可を得た上で，民法103条
に定められた範囲を超える行為をすることができるとされた。
➡　さすがに勝手に処分することはできない。

用語説明
保存行為→　財産の現状を維持するための行為。

➡　家屋を修繕するなど。

不在者の財産管理人は，不在者の財産について保存行為や性質を変えない範囲
内での利用・改良行為は当然にできる（家庭裁判所の許可は不要）。また，家庭裁
判所の許可を得れば，これらの権限を超える行為をすることができる。

H22─4

要重
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（失踪の宣告）
第30条　不在者の生死が７年間明らかでないときは，家庭裁判所は，利害関係
人の請求により，失踪の宣告をすることができる。�
２　戦地に臨んだ者，沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべ
き危難に遭遇した者の生死が，それぞれ，戦争が止んだ後，船舶が沈没した
後又はその他の危難が去った後１年間明らかでないときも，前項と同様とす
る。�

１　失踪宣告の意義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
失踪宣告とは，不在者の生死が明らかでない状態が一定期間継続した場合に，
その者を死亡したとみなすことにより，従来の住所を中心とする法律関係を確
定させる制度である。

失踪には，普通失踪と特別失踪がある。
⑴　普通失踪
一般的な生死不明の状態をいう。
➡　ケーススタディの甲野太郎さんは，普通失踪に当たる。

⑵　特別失踪
戦争に行った，乗っていた船が沈没した，飛行機が墜落したといったよう
に，死亡している蓋然性が高いような状態をいう。

ケーススタディ
甲野太郎さんは，花子さんと結婚し，子の一郎君がいる。そして，マイホ
ームを建てて平穏に暮らしていたが，10年前に家を飛び出し，その所在が分
からない。
残された家族や財産はどうなるのだろうか。

　第5節　失踪宣告

・過去数回出題されてはいるが，出題可能性としては低い。
・要件と効果をしっかりと把握しておくこと。
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２　要　件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
次の要件を満たすときは，家庭裁判所は失踪宣告をすることができる。

⑴　実質的要件
不在者の生死不明の状態が，一定の期間継続すること。
①　普通失踪の場合
不在者の生存を証明できる最後の時から７年間（民§30Ⅰ）
➡　最後に見た日，あるいは最後に電話で話した日など。

②　特別失踪の場合
戦争が止んだ後，船舶が沈没した後，飛行機が墜落した後またはその他
の危難が去った時から１年間（同Ⅱ）

⑵　形式的要件
利害関係人の請求があること（民§30）。
➡　利害関係人とは，配偶者，法定相続人，親権者など。

検察官は，失踪宣告の請求をすることはできない。
➡　家族は，夫が帰ってくると信じて待っているのに，検察官が勝手に請求
して，夫が死亡したものとみなされてしまうのは，冷酷。

３　失踪宣告の効果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（失踪の宣告の効力）
第31条　前条第１項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了し
た時に，同条第２項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った
時に，死亡したものとみなす。

⑴　効果
失踪の宣告を受けた者は，死亡したものとみなされる（民§31）。

死亡したものとみなされるので，仮にその者が生きていることが証明され
ても，それによって直ちに死亡の効果が覆されることはない。

アルファプラス

アルファプラス
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→　失踪宣告の取消し（民§32）がされないと，死亡の効果は覆せない。

①　財産関係
死亡したものとみなされるので，相続が開始する（民§882）。

【例】�　ケーススタディの事例では，失踪の宣告がされたときは，夫の太郎
さんが死亡したものとみなされるので，相続が開始し，配偶者の花子
さんと子の一郎君が相続する。
→　太郎さんの家や車などの財産は，この２人に承継される。

②　身分関係
婚姻中の者が失踪宣告を受けた場合には，婚姻関係は当然に解消される。

【例】�　ケーススタディの事例では，夫の太郎さんが失踪宣告を受けたこと
によって，太郎さんと花子さんの婚姻関係は当然に解消される。
→　花子さんは，別の人と再婚することができる。

失踪宣告を受けた者は，当然に権利能力を失うというわけではない。

理 由 �
　失踪宣告の制度は，失踪した者がかつて生活していた場所を中心
として，法律関係を処理（婚姻の解消や財産の相続）するため，法
律上死亡したものとみなすというもの。
その者が，「今までの生活が何もかも嫌になったので新たな場所

で心機一転頑張ろう」と別の場所で活動している場合には（かなり
身勝手ではあるが），権利能力を有する者として活動をすることが
できる。

⑵　死亡したものとみなされる時期
①　普通失踪の場合
不在者の生存を証明できる最後の時から７年の期間が満了した時

②　特別失踪の場合
危難が去った時
➡　特別失踪の場合は，１年経った時ではなく，沈没した時や墜落した時
（危難が去った時）に死亡した可能性が高いといえるから。

要重
H22─4

H14─1
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４　失踪宣告の取消し

（失踪の宣告の取消し）
第32条　失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したこ
との証明があったときは，家庭裁判所は，本人又は利害関係人の請求により，
失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において，その取消しは，
失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。�
２　失踪の宣告によって財産を得た者は，その取消しによって権利を失う。た
だし，現に利益を受けている限度においてのみ，その財産を返還する義務を
負う。�

⑴　意義
次の要件を満たすときは，家庭裁判所は，失踪の宣告を取り消さなければ

ならない（民§32Ⅰ前段）。

①　実質的要件
・　失踪の宣告を受けた者が生存することが証明されたこと
・　失踪の宣告によって死亡したものとみなされた時と異なる時に死亡し
たことの証明があること

②　形式的要件
本人または利害関係人の請求があること

⑵　効果
失踪の宣告が取り消されると，初めから失踪の宣告がなかったのと同様の
効果を生ずる。
→　ずーっと生きていたことになる。

したがって，婚姻は解消されなかったことになるし，相続も開始しなかっ
たことになる。

【例】�　ケーススタディの事例で，失踪の宣告が取り消されたときは，太郎さ
んと花子さんは婚姻したままの状態ということになり，また花子さんや
一郎君が相続した財産は，太郎さんに返還する必要がある。

H14─1
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しかし，これを厳格に貫くと，失踪宣告を信じた者に思わぬ損害が生ずる
ことがある。
そこで，民法は，２つの例外規定を設けた。

①　善意でした行為の効力の維持（以下の⑶）
②　返還すべき財産の範囲（以下の⑷）

⑶　善意でした行為の効力の維持
失踪の宣告後，取消し前に善意でした行為の効力は，取消しによって影響
を受けない（民§32Ⅰ後段）。

用語説明
善意→　法律上，善意とは「知らない」ということ。

➡　“良い心”といった意味ではない。
➡　つまり，本条項においては，「失踪者が生存しているとは知らな
かった」，または「宣告とは異なる時期に死亡したということを知
らなかった」ということ。

悪意→　法律上，悪意とは「知っていた」ということ。
➡　本条項においては，「失踪者が実は生存していることを知ってい
た」，または「宣告とは異なる時期に死亡したということを知って
いた」ということ。

・　その行為が売買などの契約である場合には，契約当時において，当事者
の双方が善意でなければならない（大判昭13.2.7）。

【例】�　ケーススタディの事例で，（失踪宣告により）太郎の所有していた
自動車を相続した一郎は，その自動車を友人の乙川誠に30万円で売っ
た。
そして，この後に（太郎が生きていたため）太郎の失踪宣告が取り

消された。
→　自動車の売買契約をした当時，甲野一郎と乙川誠の双方が善意で
あった場合（２人とも，甲野太郎が生きていたということを知らな
かった場合）は，この売買は影響を受けず，乙川誠は自動車を取得
する。

H22─4
H18─5
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仮に，甲野一郎か乙川誠のどちらか一方でも，“実は甲野太郎が生
きているということを知っていた”場合（悪意の場合）には，売買は
失効し，乙川誠は甲野太郎に自動車を返還する必要がある（反対説も
ある）。

・　失踪宣告を受けた者の配偶者が再婚をした後に，失踪宣告が取り消され
た場合，再婚当事者の双方が善意であれば，前婚は復活しない。

【例】�　ケーススタディの事例で，（失踪宣告により）太郎との婚姻が解消
された花子は，乙川誠と再婚した。
そして，この後に太郎の失踪宣告が取り消された。

→　再婚をした当時，甲野花子と乙川誠の双方が善意であった場合は，
甲野花子と乙川誠の婚姻のみが有効で，甲野太郎と花子の婚姻は復
活しない。

一方，再婚の当時，当事者の一方または双方が悪意であった場合
は，前婚（甲野太郎と花子の婚姻）が復活し，後婚（甲野花子と乙
川誠の婚姻）は重婚となり，後婚は取り消すことができるものとな
る（民§744，732），といった説などがある。

⑷　返還すべき財産の範囲
失踪宣告が取り消された場合，失踪宣告により財産を得た者は，その取得
した財産を返還しなければならない。
ただし，返還すべき財産については，現に利益を受けている限度（現存利

益）においてのみ返還すれば足りるとされている（民§32Ⅱ）。

“現に利益を受けている限度”で返還するとは，受けた利益がそのままの形
で，または形を変えて残っている場合は，その限度で返還すればいいという
ことである。

理 由 �
　すべて返還しなければならないとすると，失踪宣告を信じて財
産を取得した者に酷となるからである。

たとえば，失踪宣告により生命保険金を受け取ったものとして，
①　その保険金を使わずに大事にタンスにしまっていた。
→　その全額を返還する。

H22─4
H18─5
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②　その保険金を元手にギャンブルをして，スッてしまった（遊興費として
使った）。
→　利益は現存していないので，返還することを要しない。

③　その保険金を生活費として使った。
→　利益が現存しているとして，その分を返還する必要がある。

理 由 �
　生活費は，本来，自分の財布から出すべきものであり，保険
金を生活費に充てたことによって“必要な出費を免れた”とい
う利益が現存している（利益は形を変えて残っている）と考え
ることができる。

☆　一般の感情からいうとちょっと納得いかないかもしれないが，このような扱
いとされている。

この“現存利益の返還”という考え方は，制限行為能力者の取消し（民§121）
や不当利得の返還（民§703）でも出てくる。

H18─5

H18─5

要重
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�

１　前提の話
人が死亡したときは，相続が開始する（民§882）。
死亡した者（「被相続人」という）に配偶者と子がいる場合，その配偶者と
子が相続人となり（民§887Ⅰ，890），被相続人の権利や義務を承継する（民
§896）。

ケーススタディの事例で，仮にＡが午前10時ジャストに死亡し，Ｃはその後
の午前10時２分に死亡した場合には，Ａが死亡した時点でＣは生きていたので
（直後に死亡したが），Ａの相続人はＢ，Ｃ，Ｄとなる。
→　Ａの相続財産についてＢが４分の２の割合，ＣとＤがそれぞれ４分の１の
割合で取得する（民§900）。

一方，Ｃが午前10時ジャストに死亡して，Ａはその後の午前10時２分に死亡
した場合は，Ａが死亡した時点で既にＣは死亡しているので，ＣはＡの相続人
とはならず，Ａの相続人はＢ，Ｄとなる。
→　Ａの相続財産についてＢとＤがそれぞれ２分の１の割合で取得する。

このように，複数の者が死亡した場合，どちらが先に死亡したかによって，
相続関係が大きく変わる。
しかも厄介なことに，どちらが先に死亡したのかの認定が困難な場合も多い。

ケーススタディ
Ａ一家は家族で旅行に出かけたが，飛行機事故に遭い，Ａと長男のＣが死
亡してしまった。厳密には，ＡとＣのどちらが先に死亡したかは明らかでは
ない。
子は父を相続することができるか？

＊　Ｃに子はいないものとする。

（妻）

C D

BA

　第6節　同時死亡の推定

・相続の分野を理解するうえで必要な知識なので，要件・効果をしっか
りと理解しておくこと。
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このように，複数の者の死亡の先後が明らかでない場合，どのように決着を
つければいいのか？
→　民法では，“同時死亡の推定”という規定を設けた。

２　同時死亡の推定の意義

第32条の２　数人の者が死亡した場合において，そのうちの１人が他の者の死
亡後になお生存していたことが明らかでないときは，これらの者は，同時に
死亡したものと推定する。

数人の者が死亡した場合で，そのうちの１人が他の者の死亡後になお生存し
ていたことが明らかでないとき，つまりどちらが先に死亡したのか明らかでな
いときは，これらの者は同時に死亡したものと推定される。

【例】　ケーススタディの事例では，ＡとＣは同時に死亡したものと推定される。

・　「推定」であるから，反証を挙げればこの推定は覆される。

・　複数の者が同一の事故（危難）で死亡したものである必要はない。まった
く別の場所で死亡した場合で，その先後が不明なときも同時死亡が推定され
る。

３　効　果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
数人の者が同時に死亡したものと推定されるということは，この数人の者の
間では相続は開始しないということ。

【例】�　ケーススタディの事例では，ＣはＡの相続人とならないし，またＡはＣ
の相続人とはならない。

仮に，Ｃに子のＥがいる場合は，ＥがＣを代襲してＡの相続人となる（代
襲相続；民§887Ⅱ）。
➡　代襲相続は，相続編で詳しく説明する。

アルファプラス
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前章までは，権利の主体（人）について解説してきた。
本章は，権利の客体の話である。

権利の客体は，いくつかに分けることができる。
物権の客体は「物」である。債権の客体は「債務者の行為」である。

本章では，「物」について解説する。

１　物の意義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（定義）
第85条　この法律において「物」とは，有体物をいう。

有体物とは，固体，液体，気体のような有形的存在を意味する。

２　物の分類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
物は，いくつかの分類をすることができる。このうち，「不動産と動産」，「主
物と従物」，「元物と果実」という分類については，民法で規定されているが，
その他にも以下のような分類がある。

⑴　可分物と不可分物
可分物→　その性質や価値を著しく損なわないで分割できる物

➡　土地，金銭等

不可分物→　上記のような分割ができない物
➡　自動車等

第3章
物

・直接の出題可能性は低いが，物権，債権などの基礎となる知識なので，
しっかりと理解しておくこと。

　Ｃ　　Ｍ　　Ｙ　　Ｋ　
民法1_057-064.indd

p57　修正時間　2014年7月11日 22：00：23



第3章　物

58

⑵　特定物と不特定物
特定物→�　当事者が，その物の個性に着目し，他の物をもって代えること

ができない物。「これしかない！」という物。
➡　中古車。野球の○○選手が第１号ホームランを打ったとき
のバット。

野球のバットは世の中に何万本もあるが，○○選手が第１号ホームランを
打ったバットは世の中に１本しかない。まさに「その物の個性に着目し，他
の物をもって代えることができない物」といえる。

不特定物→　同種の他の物をもって代えることができる物
➡　新車。新品の野球のバット。

同じメーカーの同じ型の新品の野球のバットは，小売店に行けば何本も置
いてある。買う側にとっては，その中のどれか１本が手に入ればよい。「こ
の１本しかない！」というものではない。

３　不動産と動産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（不動産及び動産）
第86条　土地及びその定着物は，不動産とする。�
２　不動産以外の物は，すべて動産とする。�
３　無記名債権は，動産とみなす。�

⑴　不動産
不動産とは，土地およびその定着物をいう（民§86Ⅰ）。

①　土地
土地はだだっ広いものであり，たとえば日本の本州で１個の土地ともい
えるが，人為的に細かく区分されている。

区分された１つの区画を「１筆」という。１筆の土地について１つの登
記記録が設けられる（不登§２⑤）。

アルファプラス

アルファプラス
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➡　１番３，１番４，２番，３番は，それぞれ１筆の土地である。

通常は，１筆単位で土地の売買がされるが，１筆の土地の一部（１番３の
土地の東側の一部30㎡）を取引の対象とすることもできる。

②　土地の定着物
土地の定着物とは，土地に継続的に付着し，かつその土地に永続的に付
着した状態において使用されることがその物の取引上の性質であるものを
いう（最判昭37.3.29）。

建物や樹木などがこれに該当する。

③　定着物の態様
土地の定着物も，いくつかに分類することができる。

⒜　土地の一部となり，独立の不動産とは認められないもの
【例】�　石垣，（取外しの困難な）庭石，くつぬぎ石

➡　土地にがっちりと固着された石垣などは，独立の不動産とはい
えず，土地の一部といえる。取引上も，土地が譲渡されたときは
石垣等も土地に従って譲渡されたことになる。

⒝　土地とは独立した不動産といえるもの
【例】�　建物，立木法による登記がされた立木

➡　建物は，土地から独立した不動産。取引上も，土地と建物を別々
に譲渡することができる。

建物とは，屋根および周壁またはこれらに類するものを有し（雨風がしの
げる），土地に定着した建造物であって，その目的とする用途に供し得る状
態（住もうと思ったら住める状態）にあるもの（不登規§111）。

１番３

２番

公　道

１番４

３番

アルファプラス

アルファプラス
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☆　（立木法の登記をしていない）樹木について
基本的には土地の構成部分（土地の一部）であり，土地の所有権と一
体となるもの。
➡　特別の合意をしなければ，土地に抵当権を設定したときは，立木に
も抵当権の効力が及ぶ（民§370）。

しかし，土地とは別個の物として取引をすることもあり，この場合に
は明認方法をしておけば，立木のみの処分を第三者に対抗することがで
きる（大判大5.3.11）。

用語説明
明認方法→�　立木の所有者の氏名を書いた標木（木で作った立て看板）を立て

たり，あるいは立木の樹皮を削って所有者の氏名を書いておくこと。

⑵　動産
不動産以外の物は，すべて動産である（民§86Ⅱ）。

【例】　テレビ，自動車，書籍など

自動車も動産であるが，自動車には登録制度があるので，一般の動産とは
少し扱いが異なる場合もある。

①　無記名債権について
商品券，乗車券やコンサートチケットのように，証券に債権者が表示さ
れておらず，債権の成立，存続，行使がすべて証券によってされるものを
無記名債権という。

【例】�　コンサートチケットには，債権者（買った人）の名前など書かれて
おらず，チケットを入場口で提示して（もぎってもらって），コンサ
ートを観ることができる。

このような無記名債権は，動産とみなされる（民§86Ⅲ）。

②　貨幣（金銭）について
貨幣は動産の一種ではあるが，貨幣という物（円形の物体や紙）に意味

アルファプラス
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があるのではなく，貨幣によって他の物と交換することができる（100円
を出せばガムが買える）ということに意味がある。
➡　“物”ではなく“価値”に意味がある。

そのため，通常の動産とは扱いが異なる場面がある。
➡　即時取得（民§192）の適用はない（最判昭39.1.24）。

参考　不動産と動産の比較

不動産 動　産

公示方法 登記（民§177） 引渡し（民§178）

公信力 なし
あり（即時取得；民§
192）

無主物先占
認められない（国庫に
帰属；民§239Ⅱ）

認められる（先占者が
取得；民§239Ⅰ）

４　主物と従物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑴　主物・従物の意義

（主物及び従物）
第87条　物の所有者が，その物の常用に供するため，自己の所有に属する他の
物をこれに附属させたときは，その附属させた物を従物とする。�

従物とは，「家屋」と「畳」の関係などのように，独立の物でありながら
客観的には他の物（主物）に従属してその効用を高めるものをいう。
➡　上記の例では，「建物」が主物で，「畳」が従物。

【他の例】　母屋と物置，カバンと鍵

独立した２個の物の間に社会的，経済的な主従の関係がある場合には，そ
の両者について法律的運命も同じくする制度。

アルファプラス
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⑵　従物となるための要件

①　主物の常用に供せられていること
②　特定の主物に付属すると認められる程度の場所的関係にあること
③　主物から独立した物であること
④　主物と同一の所有者に属すること（大判昭10.2.20）

①　主物の常用に供せられていること
➡　主物の経済的な効用を継続的に助けるような物

②　特定の主物に付属すると認められる程度の場所的関係にあること
➡　場所的に主物とあまり離れていてはいけない。

③　主物から独立した物であること
➡　主物の構成部分となっているものは主物の一部であって，従物とはな
らない。主物・従物とは，２個の独立した物の間に主従の関係がある場
合の制度。

【例】�　土地に置かれた石灯籠や（取外しが容易な）庭石は，独立した物で
あって土地の従物といえる。
一方，庭に敷かれた砂利などは，土地の構成部分（土地の一部）と

なっていると考えられ，従物ではない。

④　主物と同一の所有者に属すること
従物は，主物に従うものである（法律的運命を同じくするものである）。
そのため，第三者の所有する物を従物として，主物に従わせるとすると，
第三者の権利を不当に害することになる。
したがって，従物となるためには，主物と所有者が同一であることが要
求されている。

⑶　効果

（主物及び従物）
第87条
２　従物は，主物の処分に従う。
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「処分」とは，広く主物に関する権利義務を変動させる法律行為を意味する。
売買，賃貸借などの債権行為，所有権の譲渡，地上権の設定などの物権行為
の双方を含む。

【例】�　家屋の売買契約がされたら，当然に家屋内の畳にもその売買の効力が
及ぶ（畳も買主のものとなる）。
➡　建物の売買契約の他に，畳の売買契約をする必要はない。

【例】�　ガソリンスタンドの店舗建物に抵当権を設定したら，その店舗の地下
タンクにも抵当権の効力が及ぶ（最判平2.4.19）。
➡　地下タンクは店舗建物の従物といえる。

・　当事者間で別段の定めをすることは可能。
➡　主物と切り離して，従物だけを処分することも可。

⑷　従たる権利
主物・従物の関係は，「物」についてだけでなく，「権利」についても生じ
得る。

【例】�　Ａの所有する土地にＢが賃借権（借地権）の設定を受け，Ｂが建物を
建てた。そして，Ｂはこの建物をＣに譲渡した。
➡　建物だけでなく，借地権もＣに譲渡されたことになる（最判昭
47.3.9）。
➡　この場合の借地権は，「従たる権利」といえる。

【例】�　利息付きの債権が譲渡されたら，その譲渡の効力は利息債権について
も及ぶ（大判大10.11.15）。

５　元物と果実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑴　果実とは
果実とは，物から生じる経済的な収益をいう。
➡　果実を生み出すものを“元物”という。

そして，果実には２つの種類がある。
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（天然果実及び法定果実）
第88条　物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。�
２　物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。�

①　天然果実→　まさに天然の果実。果樹から取れる果実（ミカンなど）。

【例】　牛の乳。鉱山からとれる鉱物（石炭など）。

②　法定果実→　ある物を使用させ，その対価として受け取る金銭等。

【例】�　家屋の使用の対価である家賃。元本から発生する利息。

⑵　果実の帰属

（果実の帰属）
第89条　天然果実は，その元物から分離する時に，これを収取する権利を有す
る者に帰属する。�
２　法定果実は，これを収取する権利の存続期間に応じて，日割計算によりこ
れを取得する。�

①　天然果実
ミカンなどを収穫するときに，これを収取する権利を有する者に帰属す
る。

②　法定果実
家屋を賃貸している間に，家屋の所有者が変わった場合は，家賃は日割
り計算をして前の所有者と後の所有者で分ける。

理由 �
　ミカンなどの天然果実は１回収穫するだけなので，その収穫
の時（ミカンを木からもぎ取った時，牛の乳を搾った時）の権
利者が取得する。
一方，法定果実は，一定期間の使用の対価という意味がある

ので，家賃が支払われる時の所有者にすべて帰属するのではな
く，所有している期間に応じた日割り計算で分配する。
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１　法律効果，法律要件，法律事実
売買契約がされると，その物の所有権は売主から買主に移転する（買主が所
有者となる）。
また，買主は売主に対して「物を引き渡してくれ」と請求することができ，
反対に売主は買主に対して「代金を払ってくれ」と請求することができる。

少し言いかえると，

売買契約という要件（法律要件）が整えば，引渡しを請求できる・代金を請
求できるという効果（法律効果）が発生する。

そして，売買という法律要件をもう少し分解すると

（売買）
第555条　売買は，当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し，
相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって，その効
力を生ずる。

ケーススタディ
ＡとＢは，Ａの所有する自動車をＢに100万円で売る契約をした。
この契約によって，どのような法律的な効果が生ずるか。

BA
売る

買う

第4章
法律行為

・この章は，初学者の方にとっては少し分かりにくいかもしれない。し
かし，契約等の具体的な話を考える上で是非とも知っておかなければ
ならない事項なので，何とか頑張っていただきたい。
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売主の「財産権を相手方に移転することを約した」という事実（法律事実）
買主の「その代金を支払うことを約した」という事実（法律事実）
→　この両者の意思表示が合致することによって売買の効力が生ずる。

法律効果を発生させる法律要件は，売買などの契約が一般的であるが，そ
れに限られるわけではない。

【例】　人が死亡したら，その相続人が被相続人の権利義務を承継する。
➡　“人の死亡”という事実によって，権利義務の承継という効果が発生
する。

【例】�　うっかりして他人のパソコンを壊してしまったら，損害の賠償をしなけ
ればならない。
➡　“不注意で壊した”という事実によって，損害賠償請求権が発生する。

２　法律行為
法律行為とは，意思表示を要素とし，人が一定の法律効果を発生させようと
してなす行為。
➡　意思表示という法律事実から構成される法律要件。

売買，贈与，賃貸借などの契約がその典型である。

【例】�　売買契約は，売主の“財産権を相手方に移転する（売る）”という意思
表示と，買主の“その代金を支払う（買う）”という意思表示が要素である。
そして，売主については“代金の支払いの請求”，買主については“物の
引渡しの請求”という法律効果を発生させるための行為である。

法律要件には，相続や不法行為など，当事者の意思表示を要件としないものも
あるが，契約などの当事者の意思表示に基づく法律行為が最も重要。

３　法律行為の分類
法律行為は，いくつかの分類をすることができるが，その中でも重要なのが，
単独行為，契約，合同行為の区別である。

アルファプラス
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⑴　単独行為
行為者１人の意思表示のみで成立する法律行為。
単独行為はさらに，相手方のある単独行為と，相手方のない単独行為に分
けることができる。

・　相手方のある単独行為→　債務の免除，取消しや解除など
・　相手方のない単独行為→　遺言など

⑵　契約
２個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為。
売買や贈与などの契約である。

【例】�　売買契約は，“この自転車を１万円で売ります”という意思表示と，“は
い。買います”という２つの意思表示の合致によって成立する。

⑶　合同行為
同じ方向を向いた２個以上の意思表示が集中することによって成立する法
律行為。

【例】　社団法人の設立行為など

４　法律行為の有効要件

ケーススタディ−1
Ａ子さんは，婚約関係にあるＢ男君に，「私たちの未来を見たいから，タ
イムマシンで30年後に連れて行って」とお願いし，Ｂ男君は，「分かった。
僕が連れていくよ」とこれを承諾した。
この契約は有効か？

ケーススタディ−2
民法606条１項には，「賃貸人は，賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をす
る義務を負う」と規定されているが，賃貸人Ａと賃借人Ｂは，建物の賃貸借
契約において「賃借人が必要な修繕をする」という特約をした。
この特約は有効か？
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法律行為が完全に有効なものとしてその意味を持つためには，一定の要件を
満たしていなければならない。これを，法律行為の有効要件という。

法律行為の有効要件は，以下のとおりである。

①　当事者が能力を有すること。
②　内容を確定させることができるものであること（確定可能性）。
③　実現することが可能であること（実現可能性）。
④　目的が適法であること（適法性）。
⑤　目的が社会的に妥当であること（社会的妥当性）。
⑥　意思表示につき，意思と表示が一致し，瑕疵がないこと。

＊　①については，第２章で解説した。⑥については，この後の第５章で解説
する。

⑴　確定可能性
法律行為の内容が不明確であり，確定させることができないものである場
合には，いったい何を意図しているのか分からず，これに法的な保護を与え
ることはできない。つまり，無効である。

⑵　実現可能性
実現する可能性のないことを内容とする法律行為は，無効である。

【例】�　タイムマシンで未来に連れていくというのはなかなか夢のある話であ
るが，現在の科学技術では到底不可能なので，このような契約は無効で
ある。
➡　婚約関係にある２人にとって，未来は見ない方がいいかもしれない。

【例】�　Ａの所有する建物をＢに売り渡す契約をしたが，実はこの建物は契約
の数日前に焼失していた。
この場合は，契約の内容を実現することは物理的に不可能なので，契
約は無効である。

⑶　適法性
強行規定に反する法律行為は，無効である。
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強行規定→　「公の秩序」に関する規定のこと（民§91参照）。
➡　公の秩序に反するような行為は，（ちょっと大げさにいえば）
社会に対する挑戦ともいうべきものであり，効力は認められな
い。

任意規定→　公の秩序に関しない規定
➡　当事者が，公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示した
ときは，その意思に従う（民§91）。

☆　もう少し詳しく。
民法をはじめ，世の中には数多くの法律があり，あらゆることを規定して
いる。

【例】�　ほんの一例をあげると，民法210条１項では，「他の土地に囲まれて公
道に通じない土地の所有者は，公道に至るため，その土地を囲んでいる
他の土地を通行することができる。」と規定している。また，民法614条
では，「賃料は，動産，建物及び宅地については毎月末に，その他の土
地については毎年末に，支払わなければならない」と規定している。

そして，このような法の規定のうち，“公の秩序”に関するものとして，
これと異なる定めをすることができないものが強行規定であり，公の秩序に
関するものではないからこれと異なる定めをしてもよいとされているものが
任意規定である。

民法でいうと，物権編の規定は，多くが強行規定である。

理由 �
　物権は，契約の当事者間だけの話ではなく，“世間に対して”
主張することができるという性質のものである。そのため，あま
り勝手なことをされると社会が混乱してしまう。だから，多くを
強行規定にしておく必要がある。

一方，債権編の規定は，多くが任意規定である。

理由 �
　債権は，ＡとＢの間の契約関係といったように，“限られた当
事者間”についての規定であるので，ある程度は当事者の自由が

アルファプラス
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認められるべきである。
➡　民法で一応規定はしておくけれど，これと異なる定めをして
もいいですよ，ということ。

【例】　賃貸物の修繕をすべき者を賃貸人ではなくて賃借人とする合意は有効。
【例】�　賃料の支払い時期について，毎月末に“翌月分を”支払うという特約

も有効。

任意規定と異なる慣習
任意規定と異なる慣習がある場合に，法律行為の当事者がその慣習による
意思を有していると認められるときは，その慣習に従う（民§92）。

⑷　社会的妥当性

（公序良俗）
第90条　公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は，無効
とする。

①　意義
法律行為の目的が反社会的といえるものである場合は，その行為は無効
となる。

個人の意思はなるべく尊重されるべきであるが，社会秩序や一般の道徳観念に
反するような行為について法律的に認めるわけにはいかない。

用語説明
「公の秩序又は善良の風俗」は，公序良俗といわれる。

②　公序良俗違反の具体例
・　不倫契約などの人倫に反する行為。
・　親族間の不同居契約などの家族的な秩序に反する行為。
・　人を殺すことを依頼する契約のように刑法上犯罪とされる行為。賭博
も同様。
等々。

アルファプラス

要重
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③　動機の不法について
法律行為自体は特に問題なさそうに見えるが，その動機が不法（反社会
的）である場合，法律行為の効果をどうすべきかが問題となる。
➡　不法な動機をもって法律行為をした者を保護する必要はないが，当然
に無効としてしまうと，そのような動機を知らない相手方は不利益を受
けることになる（取引の安全が害される）。

この場合，相手方が，不法な動機を知っていたような場合は，契約は無
効となるとされている（大判昭13.3.30）。

【例】�　Ａは，賭博場にするため，Ｂから家屋を賃借する契約をした。この
場合，Ｂが，Ａの不法な動機（賭博場を開くため）を知っていたら，
家屋の賃貸借契約は無効となる。
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１　意　義
意思表示とは，一定の法律上の効果の発生を欲する意思を表示する行為であ
る。

２　意思表示を分解する（意思を表示するまでのプロセス）
法律上，意思表示は次の過程を経てするものと考えられている。

⑴　動機
まずは動機である。何かを買う場合，何らかの動機があってそれを買いた
いと思うはずである。

【例】�　旅行にパソコンを持っていきたいけど，うちにあるデスクトップだと
大きすぎるからノートパソコンがあった方がいいなぁ。

⑵　効果意思
続いて意思決定である。動機に基づいて，いろいろ考えて，○○を買おう
と意思決定をする。
この決定された意思を効果意思という。
➡　“○○を買う”という法律上の効果を発生させようという意思。

【例】�　旅のお供とするためにノートパソコンがあった方がいいという動機に
基づき，値段，大きさ，デザイン，操作性などいろいろ考えて，Ｘ社製
の15インチのノートパソコンを買おう，と意思決定をする。
➡　“Ｘ社製の15インチのノートパソコンを買おう”というのが効果意思。

第 5 章
意思表示

　第1節　総　説

・意思表示は民法総則の１つの大きな山である。こまごました話が続く
が，避けては通れない。
・ただ，この山を越せば，かなり民法的な考え方が身につくと思うので，
この後はスムーズに進むはずである。
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効果意思は，自分の心の中での意思だから，「内心の意思」あるいは「内
心的効果意思」ということもある。

⑶　表示行為
最後は意思の表示行為である。相手方に対して「○○を買います」という
意思を表示して，意思表示が完了する。

【例】�　○○電機の××店に行って，「このＸ社製の15インチのノートパソコ
ンを買います」と意思を表示する。

意思表示は，動機→効果意思→表示行為というプロセスを経てされるもの。
➡　効果意思と表示行為の間に「表示意思」が必要であるとする見解もある。

正直，意思表示を分解して何の意味があるのかと思わないでもないが，こ
のように分解することによって後述する“意思の不存在”や“瑕疵ある意思
表示”という概念が分かりやすくなる。

３　意思主義と表示主義
上記２のとおり，意思表示は内心の意思と表示行為から成り立っている。
では，内心の意思と表示が食い違っている場合には，どちらを重視すべきで
あるかが問題となる。これには２つの考え方がある。

⑴　意思主義
意思表示をした者（表意者）の内心を尊重する立場。内心の意思と表示行
為が異なるときは意思表示を無効とする。
➡　表意者は保護されるが，表示を信頼した相手方は大変に困る。つまり，

取引の安全が害される。

⑵　表示主義
表示行為を優先する立場。表示に対応する内心がなくてもそれを有効な意
思表示とする。
➡　取引の安全は保護されるが，表意者の保護には欠ける。

アルファプラス

要重

アルファプラス
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☆　意思主義は表意者の利益を守るためには優れており，逆に表示主義は取引
の安全を図るためには優れている。民法は，意思主義，表示主義どちらか一
方だけを採用するのではなく，様々な事情，結果の妥当性を考慮したうえで，
使い分けをしている。

４　意思の不存在（欠
けん

缺
けつ

），瑕疵ある意思表示～正常でない意思表示
繰り返しになるが，意思表示は，内心の意思があって，それを表示する行為
から成り立っている。
➡　これが正常な意思表示。

正常でない意思表示とはどのようなものか。これは，大きく分けて２つある。

⑴　意思の不存在（欠缺）
表示行為はあるが，それに対応する内心の意思がないことを意思の不存在

（または意思の欠缺）という。
➡　意思表示の要素である意思がないのだから，正常な意思表示ではない。

意思の不存在は，具体的に３つに分けることができる。
①　心裡留保
②　虚偽表示
③　錯誤

【例】　本当は売る気などないのに，冗談で「売る」と言った（心裡留保）。
➡　本当は売る気がない。つまり，内心の意思がない。

【例】�　Ａは，債権者に財産を差し押さえられるのが嫌だから，本当はあげる
気はないのに，Ｂに自分の土地を「贈与する」と言った。Ｂも，Ａの真
意を了解した上で「もらう」と言った（虚偽表示）。
➡　Ａは本当にあげる気はないし，Ｂも本当に貰う気はない。つまり，
内心の意思がない。

【例】�　Ａはフルーツのことをぜんぜん知らなくて，メロンのことをスイカだ
と思っていた。Ｂから「スイカ買ってきて」と頼まれたＡは，果物屋で
メロンを指さし，「これを買う」と言った（錯誤）。
➡　Ａは，メロンを買う気はなかった。つまり，内心の意思がない。
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このような場合，表示に対応する意思がないので，基本的にその意思表示
は無効とされるが，相手方や第三者の保護とのバランスも考えて，意思表示
が有効とされることもある。
→　意思の不存在は，次節以降で詳しく解説する。

⑵　瑕疵ある意思表示
表示に対応する意思があることはあるが，その意思が形成されるプロセス
に問題がある場合を瑕疵ある意思表示という。
➡　内心の意思と表示行為の両方が揃っているが，内心の意思を形成するプ
ロセスに問題があるのだから，正常な意思表示とはいえない。

用語説明
瑕疵→　きず。欠点。

瑕疵ある意思表示は，具体的に２つに分けることができる。
①　詐欺
②　強迫

【例】�　Ｘが持っていた車は事故車でオイル漏れが酷かったが，Ａに「新車
同然で最高ですよ」と嘘を言った。Ａはこれを信じて買おうと思い，
「買う」と言った（詐欺）。
➡　Ａは「買おう」という意思があって「買う」と言った。つまり，
内心の意思と表示行為の両方が備わっているが，内心の意思の形成
のプロセスに問題（騙された）がある。

【例】�　ＸはＡに，「俺の車を買わないとブッ飛ばすぞ」と言った。Ａはブ
ッ飛ばされたくないから買おうと思い，「買う」と言った（強迫）。
➡　Ａは「買おう」という意思があって「買う」と言った。つまり，
内心の意思と表示行為の両方が備わっているが，内心の意思の形成
のプロセスに問題（強迫された）がある。

このような場合，内心の意思があることはあるが，その形成のプロセスに
問題があるので，完全に有効な意思表示とすることはできない。瑕疵ある意
思表示については，取り消すことができるとされている。
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１　意　義　　　

（心裡留保）
第93条　意思表示は，表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっ
ても，そのためにその効力を妨げられない。ただし，相手方が表意者の真意
を知り，又は知ることができたときは，その意思表示は，無効とする。

心裡留保とは，表意者が，その真意でないことを知りながら意思表示をする
ことをいう。
➡　表示行為に対応する内心がないことを知りながらする意思表示。
真意を心の中に留保する，といった意味である。

心裡留保である。心理留保ではない。

【例】　ケーススタディのように，売る気はないのに冗談で「売る」と言った。

要件は２つである。
①　内心の効果意思と表示が一致しないこと。
②　その不一致を表意者が知っていること。

ケーススタディ
Ａは，車を売る気はまったくないが，冗談で，Ｂに「車を売るよ」と言っ
た。Ｂは喜んで「買うよ」と言った。
この売買は有効か。

アルファプラス

　第2節　心裡留保

・この節では，心裡留保（しんりりゅうほ）について学習する。
・心裡留保自体の出題例はほとんどないが，民法93条ただし書の類推
適用に関する論点については出題されており，今後も出題される可能
性がある。
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２　効　果
⑴　原則
意思表示は，原則として有効である（民§93本文）。

理 由 �
　ある意味当たり前である。“冗談を言った人”と“それを信じ
た人”のどちらを保護すべきかと言えば，当然“それを信じた人”
である。
   「冗談でした。すいません。」で終わらせるべきではない。

【例】　ケーススタディの事例では，ＡＢ間の自動車の売買契約は有効である。

⑵　例外
相手方が表意者の真意を知っていた場合（冗談であることを知っていた場
合），または，知ることができた場合（不注意で冗談であることを見抜けな
かった場合）は，意思表示は無効である（民§93ただし書）。

【例】�　ケーススタディの事例で，Ｂが，「Ａがあんなに大事にしていた自動
車を売るなんて考えられない。あれは絶対に冗談だ。」と分かっていた
場合には，売買は無効となる。
➡　Ｂも冗談と分かっているのだから，無効としてもＢの利益は特に害
されない。

用語説明
真意を知っていた場合→　悪意という。
真意を知ることができた場合（不注意で見抜けなかった場合）→　有過失という。

心裡留保の意思表示が有効になるのは，相手方が善意かつ無過失の場合。
相手方が悪意もしくは善意だけど有過失の場合は，意思表示は無効。

３　民法93条の適用範囲
婚姻や養子縁組のような身分法上の行為については，当事者の真意が重要で
あるので，民法93条の適用はないと解されている。

H3─8

要重
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４　民法93条ただし書と善意の第三者の関係

登場人物の整理
・　Ａ→　甲土地を売る気はないのに「売る」と言った。

➡　混乱を引き起こした張本人。
・　Ｂ→　Ａの真意（売る気はない）につき善意だが過失があった。

➡　93条ただし書により，ＡＢ間の売買は無効となる。
・　Ｃ→�　ＡＢ間の売買が無効だなんてまったく知らず，Ｂから甲土地を買い

受けた。
➡　いわゆる善意の第三者。

ＡＢ間の売買は民法93条ただし書により無効である。つまり，Ｂは甲土地を
取得できない。
そのため，ＢＣ間の売買も無効となり，Ｃは甲土地を取得できない（ＡはＣ
に対して「甲土地を返してくれ」と言える）はずである。

しかし，これはおかしい。
➡　Ａは，売る気がないのに「売る」と言って，混乱を引き起こした張本人。

ケーススタディ
Ａは，実際には売る気がないのに，甲土地をＢに「売る」と言い，Ｂはこ
れを買い受けた。Ｂは，Ａの真意を知らなかったが，知らないことに過失が
あった。
その後，Ｂは，甲土地をＣに転売した。Ｃは，Ａの売買の意思表示につい
て心裡留保であることをまったく知らなかった。
Ａは，Ｃに対して売買の無効を主張することができるか。

B

C

A
①売買（93条ただし書で無効）

②売買

「売買は無効なの
で土地を返してく
ださい」と言える
か。
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一方，Ｃは，ＡＢ間の売買にこんな事情があったとは知らずに取引関係に入
った者。

この場合に，Ｃの利益を害してまでＡを保護するのは妥当ではない。
そこで，次節で解説する民法94条２項の規定を類推適用して，Ａは善意の第

三者であるＣに対抗できないとされている（通説）。
➡　“対抗できない”ということは，ＡはＣに対して無効を主張できず，Ｃは
甲土地を取得できるということ。

☆　民法94条２項は次節で詳しく解説する。

用語説明
類推適用→�　この事例にピタリと当てはまる条文はないが，似た事例について

規定した条文を用いること。
➡　心裡留保について規定した民法93条には，善意の第三者を保護
するという規定はない。しかし，似たような事例について規定し
た民法94条（通謀虚偽表示）では，善意の第三者を保護するとい
う規定がある（民法94条２項）。そこで，心裡留保の場合にもこ
の規定を用いて（類推適用して）解決しようというのが通説であ
る。

５　代理権（会社の代表権）の濫用と民法93条ただし書

ケーススタディ
甲株式会社の代表者（社長）はＡである。Ａは，甲会社の所有する土地を
Ｘに1,000万円で売り渡し，Ｘから1,000万円を受け取った。本来，この1,000
万円は会社のお金であるが，Ａは，最初からこの1,000万円を着服するつも
りであり，実際にギャンブルで使い果たしてしまった。
その後，Ｘは甲会社に対し，買った土地を引き渡してくれと要求した。な
お，Ａは甲会社の社長を辞任し，現在はＢが社長になっている。
甲会社は，土地をＸに引き渡さなければならないのか？

甲会社

（代表者）・代金着服

X

A

土地売買契約
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確 認 �　Ａは甲会社の代表者（代表取締役）なので，会社を代表して甲会社の
財産を売却する契約をすること自体は問題ない。

甲会社の所有する土地がＸに売却されたのだから，甲会社は土地をＸに引き
渡す必要があるはずである。
→　これが大原則。

しかし，この事例では，Ｘから受け取った売買代金を代表者Ａが着服し，個
人的に使い果たしてしまった。
それでも，甲会社はＸに土地を引き渡さなければならないのか？

結 論 �　原則として，甲会社はＸに土地を引き渡さなければならない（甲会社
とＸの土地売買契約は有効）。
しかし，Ｘが，Ａの真意（代金を着服して私的にお金を使うつもり）
を知っていた場合，または知ることができた場合は，民法93条ただし書
の類推適用により売買契約は無効であり，甲会社はＸに土地を引き渡す
必要はない（最判昭38.9.5）。

理 由 �
　原則としては，会社の代表者が契約をしたのだから，会社がその
責任をとるべきである。
➡　代金を着服するような者を代表者（社長）に選んだ会社が悪い
（会社に帰責性がある）。

しかし，ＸがＡの真意を知っている場合，あるいは不注意で見抜けなかった
場合には，Ｘがその責任をとるべきである。

この事例は，民法93条がそのまま適用される場面ではない。
➡　Ａは，「会社の土地を売る」という内心の効果意思があって「会社の土
地を売る」という意思表示をしている。心裡留保ではない。

しかし，ちょっと見方を変えると，Ａの真意は「代金を着服して私的に使う
ために売買をする」であり，表示としては「会社のために売買をする」という
ことで，真意と表示が食い違っている。
というわけで，93条の類推適用という形になる。

H12─3
H9─2

アルファプラス
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１　意　義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（虚偽表示）
第94条　相手方と通じてした虚偽の意思表示は，無効とする。

相手方と通じてした虚偽の意思表示を，通謀虚偽表示という。

【例】�　ケーススタディの事例では，ＡとＢは，本当は売買などする気はないの
に，Ａの土地をＢに売ったこととした。
➡　ＡとＢが通謀して，虚偽の売買をした。

前節の心裡留保は，表意者が単独で虚偽の意思表示（真意でない意思表示）
をするもの。本節の通謀虚偽表示は，相手方と通謀して虚偽の意思表示をす
るもの。

ケーススタディ
ＡはＸから1,000万円借金しているが，とても返済できそうにない。この
ままだと自分の所有する土地が差し押さえられそうなので，Ｂに頼んで，土
地をＢに売ったことにした。つまり，仮装の売買をした。
この売買は有効か。

X

A B

貸金

仮装の売買
土地

アルファプラス

　第3節　通謀虚偽表示 

・通謀虚偽表示は，民法総則では頻出論点の１つである。また，今後学
習する債権などで，第三者保護として94条２項が類推適用されるな
ど，重要な論点でもある。判例も多く存在するので，１つ１つ確認し
ておくこと。

　Ｃ　　Ｍ　　Ｙ　　Ｋ　
民法1_072-112.indd

p81　修正時間　2015年8月18日 17：04：14



第5章　意思表示

82

２　効　果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑴　当事者間における効果
通謀虚偽表示による意思表示は，無効である（民§94Ⅰ）。

理 由 �
　相手方も虚偽の意思表示である（内心の効果意思がない）こと
を知っているわけだから，それを無効としても不当な不利益を受
けることはない。

【例】　ケーススタディの事例では，ＡＢ間の土地の売買契約は無効である。

⑵　善意の第三者の保護

①　意義

（虚偽表示）
第94条
２　前項の規定による意思表示（通謀虚偽表示）の無効は，善意の第三者に対
抗することができない。

ケーススタディの事例では，ＡＢ間の売買は通謀虚偽表示なので無効で

H3─8

ケーススタディ
Ａは，債権者からの差押えを免れるため，Ｂと通謀して，Ａの所有する土
地をＢに売り渡す虚偽の売買契約をした。そして，ＡからＢに所有権が移転
した旨の登記を完了した。
その後，Ｂは，（本当は自分のものではないが）この土地をＣに売り渡す
契約をした。Ｃは，ＡＢ間の土地の売買が通謀虚偽表示であったことをまっ
たく知らない。
Ａは，Ｃに対し，売買の無効を主張して土地の返還を請求できるか？

A
仮装の売買

売買

（善意の第三者）
「土地を返してくれ」と

請求できるか。

B

C
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ある。つまり，土地の所有権はＢに移転していない。
ということは，ＢＣ間の売買も無効となり，Ｃは土地を取得できない（Ａ
はＣに対して「土地を返してくれ」と言える）はずである。

しかし，これはおかしい。
ＡとＢは通謀して虚偽の売買をしている。
➡　売買によって土地がＢに移転したという虚偽の外観を作出している。

そして，Ｃは，その外観を信じてＢと取引をしている。
このような場合に，ＡとＣのどちらを保護すべきかといえば，当然，Ｃ
である。

そこで，民法は，通謀虚偽表示による無効は，善意の第三者に対抗する
ことができないとしている。
➡　“対抗できない”ということは，ＡはＣに対して無効を主張できず，
Ｃは土地を取得できるということ。

Ａは，自ら虚偽の外観（自分以外の者が権利者であるかのような外観）を作り
出しているのだから，その外観を信じた人に対しては責任をとる必要がある，と
いう考え方。
→　この考え方を外観法理（表見法理）という。

この外観法理は，虚偽表示だけでなく，他の場面でも顔を出すことがある
（表見代理など）。民法においてけっこう重要な考え方。

・　第三者の側から無効を認めることは構わない。
➡　Ｃが，ＡＢ間の売買が虚偽表示で無効だから，ＢＣ間の売買も無効
だ，ということは可能。

理 由 �
　虚偽表示による無効は善意の第三者に対抗できないという
のは，第三者を保護する趣旨であるから，その第三者が「保
護はいらない」と言うのであれば，それを尊重すべき。

・　第三者が保護されるために，登記は必要ない（最判昭44.5.27）。

要重

アルファプラス

H27─7
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用語説明
登記→�　不動産の物権の変動について，登記簿（国の管理するコンピュータ）

に記録すること。
ＢからＣに土地の所有権が移転した場合は，当該土地について「所有
権移転登記」というものをする。

【例】�　ケーススタディの事例において，ＢからＣに土地の所有権が移転し
た旨の登記がされていなくても，善意のＣは保護される。

・　善意の第三者に無効を主張することができない場合でも，（通謀した）
当事者間では無効であることに変わりはない。　　

②　善意とは
ＡＢ間の売買が通謀虚偽表示であることを知らないことである。
➡　Ｃが，Ｂとの間で土地の売買契約をした時に善意であること（大判大
5.11.17）。

善意であれば足り，知らないことについて無過失であることは要求されて
いない（大判昭12.8.10）。
➡　無過失を要求する説も有力。

③　第三者とは
通謀虚偽表示の当事者およびその一般承継人以外の者であって，虚偽表

示による法律行為を前提として，新たに独立した法律上の利害関係を有す
るに至った者（大判大9.7.23）。

「一般承継人」の意味
承継というのは，前の人から権利や義務を引き継ぐこと。これには２種類
ある。

用語説明
特定承継→　売買や贈与等によって，個別に権利を引き継ぐこと。
一般承継→�　相続や会社の合併によって，前主の権利義務の一切を包括的に承

継すること。「包括承継」ともいう。

アルファプラス

アルファプラス
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➡　前主の権利や義務の一切を包括的に承継する者（相続人や合併
による存続会社等）を一般承継人という。

【例】�　ＡとＢは，通謀して，Ａの所有する土地をＢに売り渡す虚偽の売買
契約をした。そして，Ｂが死亡し，Ｃが相続した。
➡　Ｃは，虚偽表示の当事者Ｂの一般承継人なので，“第三者”とは
いえず，保護されない。つまり，ＡはＣに対して売買の無効を主張
できる。

⑶　第三者の具体例（第三者の範囲）
第三者は，虚偽表示による法律行為を前提として，新たに独立した法律上
の利害関係を有するに至った者である必要がある。
➡　虚偽表示がされる前から利害関係を有していた者は，第三者に該当しな
い。
➡　独立した利害関係を有するとはいえない者は，第三者に該当しない。

以下，第三者に該当する者，しない者の具体例を掲げる。

第三者に該当する？　しない？　の判断は，本試験でよく出題される。

【第三者に該当する者】　
①　虚偽表示による譲受人から目的物を譲り受けた者（最判昭28.10.1）。
➡　ケーススタディの事例。

②　虚偽表示による譲受人から目的物に担保権の設定を受けた者（大判昭
6.10.24）。
【例】�　Ａの所有する土地が虚偽表示によりＢに売り渡された。そして，虚

偽の売買であることについて善意のＣが，この土地に抵当権の設定を
受けた。
➡　ＡはＣに売買の無効を対抗できず，Ｃは抵当権を取得する。

③　虚偽表示による譲受人の債権者で，その目的物を差し押さえた者（最判
昭48.6.28）。　
【例】�　Ａの所有する土地が虚偽表示によりＢに売り渡された。そして，虚

偽の売買であることについて善意のＣ（Ｂに対する債権者）が，この

要重

H19─7
H11─3

H27─5
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土地を差し押さえた。

④　虚偽表示により債権を取得した者から，その仮装債権を譲り受けた者（大
決大15.9.4）　
【例】�　ＡＢ間で実際にお金の貸し借りはないのに，虚偽表示により，Ｂが

Ａに対して100万円を貸したこととした。そして，この債権が虚偽表
示によるものであることについて善意のＣが，Ｂから債権を譲り受け
た。
➡　ＡはＣに対し債権の無効を対抗できず，Ｃは100万円の債権を取
得する。

【第三者に該当しない者】　
①　虚偽表示により債権が譲渡された場合の債務者（大判大4.12.13）。
➡　虚偽表示による法律行為を前提として新たに利害関係を取得した者で
はないから。

【例】�　ＸはＡに対して100万円の貸金債権を持っている（これは虚偽表示
ではない）。そして，ＸとＹは，通謀してこの債権をＹに譲渡する虚
偽の債権譲渡をした。
➡　債務者Ａは“第三者”には該当しない。ＸＹ間の債権譲渡は無効。

②　虚偽表示により債権を取得した者から，その債権を取立てのために譲り
受けた者（大決大9.10.18）。
➡　単に取立てのために債権の譲渡を受けた者である。自分の独立した固
有の利益がないので，第三者には該当しない。

【例】�　ＸＡ間には実際には債権はないのに，虚偽表示により，ＸがＡに対
して100万円の債権を有していることとした。そして，Ｘは，この債
権の取立てのために，債権が仮装なものであることについて善意のＹ
に債権を譲渡した。
➡　Ｙは，Ｘに代わってＡから100万円を取り立てるために債権の譲
渡を受けている。100万円が自分のものになるわけではないので，
独立した固有の利益を有する者とはいえず，第三者には該当しない。

③　虚偽表示による譲受人の一般債権者
➡　虚偽表示による譲渡がされた物について新たな独立した利害関係を取

H19─7

H15─5
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得したわけではないから。

【例】�　Ａの所有する土地が虚偽表示によりＢに売り渡された。一方，Ｃは
Ｂに対して100万円の債権を持っている。Ｃは，ＡＢ間の売買が虚偽
表示であることを知らない。
➡　Ｃは，虚偽の売買がされた土地について新たな独立した利害関係
を取得したわけではない。そのため，第三者には該当しない（Ａは
売買の無効を主張できる）。
なお，Ｃが，この土地を差し押さえた場合は，第三者に該当する

（上記の該当する者の③）。

④　虚偽表示により土地を取得した者が，その土地上に建物を建築した場合
に，その建物を賃借した者（最判昭57.6.8）
➡　土地について利害関係を取得した者とはいえないから。

【例】�　Ａの所有する土地がＢに虚偽表示により売り渡された。そして，こ
の土地上にＢが建物を建築し，この建物を（ＡＢ間の虚偽表示につき
善意の）Ｃに賃貸した。
Ｃは第三者に該当せず，Ａは売買の無効をＣに対抗できる。

➡　Ｃは，建物を賃借した者であり，（虚偽の売買がされた）土地を
賃借したわけではない。なお，この判例に反対する学説も有力。

⑤　不動産が仮装譲渡された場合に，譲受人の譲渡人に対する移転登記請求
権を代位行使する譲受人の債権者（大判昭18.12.22）。
➡　債権者代位の話（民§423）なので，今は少々難しい。この事例も，
仮装譲渡された不動産について新たな独立した利害関係を取得したわけ
ではない。

⑷　第三者からさらに権利を取得した人（転得者）が生じた場合

H15─5
H11─3

H11─3

ケーススタディ
Ａの所有する土地が虚偽表示によりＢに売り渡され，Ｂが当該土地をＣに
売り渡し，さらにＣは当該土地をＤに売り渡した。
Ｄは保護されるか。
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このような場合，Ｃが善意か悪意か，またＤが善意か悪意かといった場合
分けが必要となる。

①　Ｃ，Ｄともに（ＡＢ間の虚偽表示につき）善意である場合
→　ＡはＤに対して無効を対抗できない。これはまったく問題ない。

②　Ｃ，Ｄともに悪意である場合
→　ＡはＤに対して無効を対抗できる。これもまったく問題ない。

③　Ｃは悪意，Ｄは善意である場合
→　ＡはＤに対して無効を対抗できない（最判昭45.7.24）。Ｄは善意の第
三者といえる。

④　Ｃは善意，Ｄは悪意である場合
→　学説は分かれる。

⒜　絶対的構成
いったん善意の第三者が出てきたら，その者が確定的（絶対的）に権
利を取得し，その後の転得者が悪意であったとしても，第三者から権利
を取得できるという説。
➡　Ｃが善意なので，その時点でＡは無効を対抗できないということが
確定する（Ｃが確定的に土地を取得する）。その後のＤは悪意であるが，
Ｃから土地を取得する。

⒝　相対的構成
当事者ごとに個別的に判断し，たとえ善意の第三者が出てきたとして
もそこでは確定せず，その後の転得者が悪意であったらＡは無効である
ことをその者に対抗できるという説。
➡　Ｃは善意であるが，Ｄは悪意なので，Ａは無効をもってＤに対抗で
きる。

・　判例は，絶対的構成をとっている（大判昭6.10.24）。

A
虚偽表示 売　　買 売　　買

B C D

H19─7
H15─5

H27─5

H11─3
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３　民法94条２項の類推適用
民法94条２項は，相手方と通謀して虚偽の外観を作出した場合，その外観を
信頼した第三者を保護するというもの。
➡　虚偽の外観を作り出したのだから，それについて責任を負うべきという考
え方（外観法理）。

このような趣旨から，相手方との通謀はなくても，虚偽の外観を作り出した
責任があるといえるような場合は，この民法94条２項の規定を類推適用し，第
三者を保護する必要があるといえる。
➡　判例も，民法94条２項の類推適用を広く認めている。

【例】�　Ａの所有する土地につき，Ｂが書類を偽造するなどして，Ｂに所有権が
移転した旨の登記がされた。Ａはこの事実（虚偽の登記がされたこと）に
気付いたが，何の手も打たずに数年間放置していた。
そして，Ｂは，この土地が本当はＡのものだということを知らないＣに
売り渡し，Ｃへの所有権の移転登記がされた。
➡　Ｂ名義の登記を信頼したＣは保護される（Ａは，所有権がＢに移転し
ていないことをＣに対抗できない）。

理 由 �
　ＡＢ間に通謀はないが，Ａは，虚偽の登記がされていることを知
った上で何年も放置していた。つまり，Ａにも責任があるといえる。
そのため，民法94条２項を類推し，善意のＣを保護すべきである。

虚偽の外観を信頼した第三者が必ず保護されるというわけではない。あくまで，
その虚偽の外観が作出されたことについて真実の権利者に何らかの帰責性がある
ことが必要となる。
➡　帰責性がある真実の権利者と，外観を信頼した善意の第三者のどちらを保護

すべきかという観点から，善意の第三者が保護される。

要重
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