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1-1    胎児（後に死体で生まれた場合は除く）は死亡した父を代襲して相続

することができる。                

〔５６－２１⑤〕  

1-2    Ａの父Ｂが旅行中、船舶事故に巻き込まれたまま生死不明となった場

合において、Ｂが事故に遭遇してから１年が経過しなくても、Ａは家庭

裁判所に対し、Ｂのために不在者の財産管理人の選任を請求することが

できる。  

〔７－２イ〕  

1-3    不在者Ａが財産管理人Ｄを置いた場合において、ＤがＡ所有の財産の  

管理を著しく怠っているときは、家庭裁判所は、Ａの生存が明らかであ

っても、利害関係人の請求により、管理人の任務に適しない事由がある

としてＤを改任することができる。  

〔２２－４エ〕  

1-4    家庭裁判所が不在者Ａの財産管理人としてＤを選任した場合におい

て、ＤがＡ所有の財産の管理費用に充てるためにＡの財産の一部である

不動産を売却するときは、Ｄは、これについて裁判所の許可を得る必要

はない。  

〔２２－４イ〕  

1-5   Ａの父Ｂが旅行中、船舶事故に巻き込まれたまま生死不明となった場合

において、  Ｂが事故に遭遇してから１年が経過すれば、Ａは、家庭裁

判所に対し、Ｂについての失踪宣告を請求することができる。  

〔７－２ア〕  

1-6    Ａの父Ｂが旅行中、船舶事故に巻き込まれたまま生死不明となった場

合において、Ｂが事故に遭遇して生死不明になったことを理由として、

Ａの請求により失踪宣告がされた場合には、Ｂは事故から１年を経過し

たときに死亡したものとみなされる。  

〔７－２ウ〕  

1-7    Ａの父Ｂが旅行中、船舶事故に巻き込まれたまま生死不明となった場

合において、Ｂが事故に遭遇する前に既にＢのために財産管理人が選任

されている場合には、ＡはＢにつき失踪宣告の請求をすることができな

い。  

〔７－２エ〕  

1-8    Ａは、Ｂと婚姻をしていたが、ある日、Ｂが家を出たまま行方不明と

なった場合において、Ｂの失踪宣告がされた後、Ｂが家出した日に交通

事故で死亡していたことが判明した場合、Ｂが死亡したとみなされる時

期は、Ｂの失踪宣告が取り消されなくても、現実の死亡時期にまでさか

のぼる。  

〔１４－１③〕  
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1-1    〇  極テキストⅠＰ４  

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされる（ 886）が、 

当該相続には、「代襲相続」も含まれる。  

 

1-2    〇  極テキストⅠＰ１０  

    不在者の財産管理人の選任請求につき、生死不明から何年間経過後でな  

ければならないという要件はない。  

 

1-3    ×  極テキストⅠＰ１１  

    不在者が自ら置いた管理人についての家庭裁判所による改任は、不在者の  

生死が不明となった場合に限られる。なお、家庭裁判所が選任した管  

理人は、家庭裁判所がいつでも改任できる。  

 

1-4    ×  極テキストⅠＰ１１  

不在者財産管理人が、保存・利用・改良行為を超える行為には、家庭裁  

判所の許可が必要であり、不在者の不動産の売却は処分行為に該当するため、 

家庭裁判所の許可を得る必要がある。  

 

1-5    〇  極テキストⅠＰ１２  

    船舶事故に巻き込まれたまま生死不明となった場合は、特別失踪に該  

当し、事故に遭遇してから１年が経過すれば、失踪宣告の請求ができ  

る。  

 

1-6    ×  極テキストⅠＰ１３  

    「危難の去った時」、つまり「事故の時」に死亡が擬制されるのであ  

り、事故から１年を経過したときに死亡したものとみなされるわけで  

はない。  

 

1-7    ×  極テキストⅠＰ１４  

    不在者制度と失踪宣告制度は、各制度の性質が異なっているため、矛  

盾する者ではなく、不在者財産管理人が選任されている場合でも、失踪

宣告の請求はできる。  

 

1-8    ×  極テキストⅠＰ１４  

    死亡したとみなされる時と異なる時期に死亡したことが判明した場合に  

は、利害関係人の請求により家庭裁判所は、失踪宣告を取消さなければ  

ならない (32Ⅰ)。失踪宣告の取消が必要なのであり、Ｂの死亡したとみ  

なされる時期が、当然に現実の死亡時期にさかのぼるわけではない。  
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1-9    Ａは、Ｂと婚姻をしていたが、ある日、Ｂが家を出たまま行方不明と

なった場合において、Ｂの失踪宣告がされた後、Ｂが生存していたこと

が判明した場合、Ｂの失踪宣告が取り消されない限り、Ａは、相続によ

り取得したＢの遺産を返還する必要はない。                              

〔１４－１④〕  

1-10   不在者Ａが家庭裁判所から失踪宣告を受けた後に、ＡがＥに 100万円

を貸し渡した場合は、当該金銭消費貸借契約は、当該失踪宣告が取り消

されなくても有効である。  

〔２２－４ウ〕  

1-11   Ａは、Ｂと婚姻をしていたが、ある日、Ｂが家を出たまま行方不明と

なった場合において、Ｂの失踪宣告がされた場合、Ｂが死亡したものと

みなされる７年の期間満了の時より前に、Ａが、Ｂが既に死亡したもの

と信じて行ったＢの財産の売却処分は、有効とみなされる。  

〔１４－１②〕  

1-12   失踪宣告の取消しは裁判によることを要しない。  

                                              〔５３－２②〕  

1-13   Ａは、Ｂと婚姻をしていたが、ある日、Ｂが家を出たまま行方不明と

なった場合において、Ｂの失踪宣告がされた後、Ａが死亡し、その後に

Ｂの失踪宣告が取り消されたときは、Ｂは、Ａの遺産を相続することは

ない。  

〔１４－１⑤〕  

1-14   不在者Ａが家庭裁判所から失踪宣告を受け、その相続人ＢがＡから相

続した銀行預金の大部分を引き出して費消した後、生存していたＡの請

求により当該失踪宣告が取り消された場合には、それまでＡの生存につ

き善意であったＢは、現に利益を受けている限度において返還すれば足

りる。                       〔２２－４オ〕 

 

1-15   Ａが失踪宣告を受け、Ａの妻Ｂが生命保険金を受け取るとともに、Ａ

の土地を相続した。Ｂは、受け取った生命保険金を費消し、また、相続

した土地をＣに売却した。その後、Ａが生存することが明らかになった

ため、失踪宣告は取り消された場合、Ｂが生命保険金を費消した際にＡ

の生存について善意であったとしても、遊興費として生命保険金を費消

した場合には、Ｂは、保険者に対し、費消した生命保険金の相当額を返

還しなければならない。  

〔１８－５ア〕  

1-16   Ａが失踪宣告を受け、Ａの妻Ｂが生命保険金を受け取るとともに、Ａ  

の土地を相続した。Ｂは、受け取った生命保険金を費消し、また、相続

した土地をＣに売却した。その後、Ａが生存することが明らかになった

ため、失踪宣告は取り消された場合、Ｂが生命保険金を費消した際にＡ

の生存について善意であり、かつ、生活費として生命保険金を費消した

場合には、Ｂは、保険者に対し、費消した生命保険金の相当額を返還す

る必要はない。  

〔１８－５イ〕  
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1-9    〇  極テキストⅠＰ１４  

    失踪宣告の取消により、初めて相続人の遺産返還義務が生じるので、 

Ｂの失踪宣告が取り消されない限り、Ａは、相続により取得したＢの  

遺産を返還する必要はない。  

 

1-10   ○  極テキストⅠＰ１４  

    失踪宣告があっても、現実に生きている以上、権利能力は消滅しない。  

よって、当該金銭消費貸借契約は有効であり、その効果は不在者Ａに  

帰属する。  

 

1-11   ×  極テキストⅠＰ１４  

７年の期間満了前は、相続は開始しておらず、Ａは無権利者であり、  

善意で行った処分でもそれを有効とみなす規定はない。  

 

1-12   ×  極テキストⅠＰ１４  

    失踪宣告の取消しは、家庭裁判所の審判（裁判）によることを要する。  

 

1-13   ×  極テキストⅠＰ１５  

    失踪宣告が取消されると、その宣告は初めからなかったものと扱われる。

ゆえに、Ａの死亡時点でＢは生存していたことになるため、Ｂは、Ａ

の遺産を相続することができる。  

 

1-14   ○  極テキストⅠＰ１５  

善意であれば、現存利益の範囲内で返還すれば足りる。よって、不在  

者Ａの生存につき善意であったＢは、現に利益を受けている限度にお  

いて返還すれば足りる。  

 

1-15   ×  極テキストⅠＰ１５  

    善意であれば、現存利益の範囲内での返還が必要であるが、遊興費と  

して費消したものは、現存利益に該当しないため、Ｂは、保険者に対  

し、費消した生命保険金の相当額を返還する必要はない。  

 

1-16   ×  極テキストⅠＰ１５  

    善意であれば、現存利益の範囲内での返還が必要であるが、生活費と  

して費消したものは、現存利益に該当するため、Ｂは、保険者に対し、  

費消した生命保険金の相当額を返還しなければならない。  
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1-17   Ａが失踪宣告を受け、Ａの妻Ｂが生命保険金を受け取るとともに、Ａ

の土地を相続した。Ｂは、受け取った生命保険金を費消し、また、相続

した土地をＣに売却した。その後、Ａが生存することが明らかになった

ため、失踪宣告は取り消された場合、ＢがＣに土地を売却した際にＡの

生存について悪意であったときは、Ｃが善意であっても、Ａについての

失踪宣告の取消により、Ｃは、当該土地の所有権を失う。  

〔１８－５ウ〕  

1-18   不在者Ａが家庭裁判所から失踪宣告を受け、その相続人ＢがＡから相

続した不動産をＣに売却して引き渡したが、その後、生存していたＡの

請求により当該失踪宣告が取り消された場合には、当該売買の当時Ａの

生存につきＢが善意であってもＣが悪意であったのであれば、Ａは、Ｃ

に対し、当該不動産の返還を請求することができる。  

〔２２－４ア〕  

1-19   Ａの父Ｂが事故に遭遇して生死不明になったことを理由として、Ｂに

ついて失踪宣告がされた後、Ｂが事故後も生存していたことが証明され

た場合には、Ａは失踪宣告によりＡが相続したＢの財産を善意で取得し

た者がいるときを除いて、失踪宣告の取消しを請求することができる。 

〔７－２オ〕  

1-20   Ａが失踪宣告を受け、Ａの妻Ｂが生命保険金を受け取るとともに、Ａ

の土地を相続した。Ｂは、受け取った生命保険金を費消し、また、相続

した土地をＣに売却した。その後、Ａが生存することが明らかになった

ため、失踪宣告は取り消された場合、ＢがＣに土地を売却した際、Ｂと

Ｃがともに生存について善意であった場合において、ＣがＡの生存につ

いて悪意であるＤに土地を転売したときは、Ａについての失踪宣告の取

消しにより、Ｄは、当該土地の所有権を失う。       

〔１８－５オ〕  

1-21   Ａが失踪宣告を受け、Ａの妻Ｂが生命保険金を受け取るとともに、Ａ

の土地を相続した。Ｂは、受け取った生命保険金を費消し、また、相続

した土地をＣに売却した。その後、Ａが生存することが明らかになった

ため、失踪宣告は取り消された場合、ＢがＣに土地を売却した際、Ｂと

Ｃがともに生存について悪意であった場合において、ＣがＤに土地を転

売したときは、ＤがＡの生存について善意であったとしても、Ａについ

ての失踪宣告の取消しにより、Ｄは、当該土地の所有権を失う。  

〔１８－５エ〕  

1-22   就学前の幼児が、他の者から贈与の申込を受けてこれを承諾しても、

その承諾は無効である。  

                                              〔６３－１②〕  
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1-17   〇  極テキストⅠＰ１６  

    失踪宣告後、その取消前に「善意」でなされた行為は、無効とならない
(32Ⅰただし書)。ただし、これは当該行為を行った者双方が善意である場合
に限られる（判例・通説）。よって、本肢ではＢがＣに土地を売却し
た際にＡの生存について悪意であったため、Ｃは所有権を失う。  

 

 

1-18   ○  極テキストⅠＰ１６  

    失踪宣告後、その取消前に「善意」でなされた行為は、無効とならない  

(32Ⅰただし書)。ただし、これは当該行為を行った者双方が善意である場  

合に限られる（判例・通説）。よって、本肢では当該売買の当時Ａの  

生存につきＢが善意であっても、Ｃが悪意であったので、ＡはＣに対  

し、当該不動産の返還を請求することができる。  

 

1-19   ×  極テキストⅠＰ１６  

      善意者の出現により、失踪宣告の取消自体が制限されるわけではない。 

 

 

 

1-20   ×  極テキストⅠＰ１７  

失踪宣告後、その取消前に行為者双方が「善意」でなされた行為は、  

無効とならない (32Ⅰ た だ し 書  判 例 ・ 通 説 )。この場合、その後の転得者が出現  

した場合であっても、前主が確定的に所有権を取得した以上、転得者  

はその地位を引き継いでおり、また、法律関係の早期安定を図るため、  

転得者が失踪者の生存につき、たとえ悪意であっても保護される（ 絶 対  

的 構 成  通 説 ）。よって、ＢＣ双方が善意であれば、転得者Ｄは当該土地の
  所有権を取得できる。  

 

1-21   〇  極テキストⅠＰ１７  

    失踪宣告後、その取消前に行為者双方が「善意」でなされた行為は、 

無効とならない (32Ⅰ た だ し 書  判 例 ・ 通 説 )。この場合、その後の転得者が出現  

した場合であっても、前主が確定的に所有権を取得した以上、転得者  

はその地位を引き継いでおり、また、法律関係の早期安定を図るため、  

転得者が失踪者の生存につき、たとえ悪意であっても保護される（ 絶 対  

的 構 成  通 説 ）。しかし、本肢では、ＢＣ双方が悪意あるため、転得者Ｄが  

善意であっても、当該土地の所有権を取得できない。   

 

1-22   〇  極テキストⅠＰ２０  

就学前の幼児がなした法律行為は、意思無能力により、無効である。  
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2-1    未成年者がする取引についての法定代理人の同意は、未成年者自身に

対してではなく、未成年者と取引をする相手方に対してされても有効で

ある。  

                                              〔６３－１④〕  

2-2    未成年者がした法律行為の取消は、未成年者が単独ですることができ

る。  

                                              〔６３－１⑤〕  

2-3    甲乙夫妻の子丙（１８歳）が丁から５０万円借金して、大学の入学金

の支払に充てたという事例に関して、丙は甲乙の同意を得なければ、消

費貸借契約を取り消すことはできない。  

〔２－１４ア〕  

2-4    甲は、未成年者であるが、親権者丙の同意を得ないで乙に壺を売却し

た場合には、甲は、成年者となる前は、丙の同意を得たときでも、売買

契約を追認することができない。  

                                               〔５－８②〕  

 

2-5    未成年者が負担付きの遺贈の放棄をするためには、法定代理人の同意

を要しない。                        

〔５７－２⑤〕  

2-6    未成年者が債務を免除する旨の債権者からの申込を承諾するのには、

法定代理人の同意を得ることを要しない。  

                                              〔６０－１①〕  

2-7    未成年者の法定代理人がその未成年者の営業を許可するについては、

営業の種類まで特定する必要はない。  

                                              〔６３－１③〕  

2-8   未成年者が婚姻をしたときは、その未成年者は、婚姻後にした法律行  

為を未成年であることを理由として取り消すことはできない。  

〔２７－４エ〕  

2-9    20歳未満の者がいったん婚姻をしても、その後離婚したときには、婚

姻により成年に達したものとみなされた効果が将来に向かって消滅す

る。              

〔５７－２①〕  
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2-1    〇  極テキストⅠＰ２３  

    未成年者がする取引についての法定代理人の同意は、未成年者又は相

手方、いずれに対してなされても有効である。  

 

2-2    〇  極テキストⅠＰ２３  

    取消は、未成年者自身から行うことができ、これに対する法定代理人  

の同意は不要である。  

 

2-3    ×  極テキストⅠＰ２３  

    取消は、未成年者自身から行うことができ、これに対する法定代理人  

の同意は不要である。  

 

2-4    ×  極テキストⅠＰ２３  

    法定代理人（親権者）の同意を得ずになされた未成年者の法律行為は一応有  

効であり、法定代理人の同意を得れば、未成年の間でも追認は可能である。 

 

2-5    ×  極テキストⅠＰ２４  

 負担付きの遺贈の放棄は、財産取得の機会を失うので、同意が必要  

である。  

 

2-6    〇  極テキストⅠＰ２４  

    債務を免除する旨の債権者からの申込を承諾するのは、単に義務を免  

れる行為にあたる。  

 

2-7    ×  極テキストⅠＰ２５  

    法定代理人がその未成年者の営業を許可するについては、営業の種類  

まで特定する必要があり、包括的な許可は、認められない。  

 

2-8  ○  極テキストⅠＰ２７  

未成年者が婚姻をした場合は、成年に達したものとみなされるため、  

婚姻後にした法律行為は、確定的に有効となる。よって、未成年であ  

ることを理由として取り消すことはできない。  

 

2-9    ×  極テキストⅠＰ２７  

    未成年者が婚姻をした場合は、成年に達したものとみなされるが、当  

該婚姻が解消されても、原則として、成年擬制の効果は消滅しない。  
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2-10    未成年の被保佐人が婚姻をしても、被保佐人としての行為能力の制

限は解除されない。   

〔６３－１①〕  

2-11   家庭裁判所は、未成年者に対して後見開始の審判をするときは、親権

者があるときでも、同時に後見人を選任しなければならない。   

                                 〔５６－１９②〕  

2-12   後見開始の審判は、本人も請求することができる。  

                                              〔６０－１③〕  

2-13   後見開始の審判及び補助開始の審判は、いずれも、本人が請求をする

ことができる。       

                〔１５－４ア〕  

2-14   成年被後見人が高価な絵画を購入するには、その成年後見人の同意を

得なければならず、同意を得ずされた売買契約は取り消すことができる。 

〔１９－６エ〕  

2-15   成年被後見人は、後見人の同意を得てした行為も取り消すことができ

るが、被保佐人は、保佐人の同意を得てした行為を取り消すことができ

ない。                                   〔９－１①〕 

 

2-16  成年被後見人が成年後見人の同意を得てした行為は、取り消すことが  

できない。  

  〔２７－２１ア〕  

2-17   成年被後見人がした行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行  

為であっても、取り消すことができる。  

                                              〔１５－４イ〕  

2-18   後見開始の審判の取消は裁判によることを要しない。  

                                              〔５３－２①〕  

2-19   家庭裁判所は、検察官から保佐開始の審判の請求があった場合には、

必ずその審判をしなければならないが、検察官以外の者から保佐開始の

審判の請求があった場合には、その裁量により審判の要否を判定する。 

                                              〔６３－３①〕  
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2-10    〇  極テキストⅠＰ２７・Ｐ３５  

未成年者も保佐開始の対象となるが、未成年の被保佐人が婚姻しても  

婚姻しても精神上の能力を回復するわけではないため、行為能力の制  

限は解除されない。       

 

2-11   〇  極テキストⅠＰ２９  

    親権者がある未成年者も後見開始の対象となり、後見人も選任される。 

 

2-12   〇  極テキストⅠＰ３１  

    後見開始の審判の請求権者には、本人を含む。  

 

2-13   〇  極テキストⅠＰ３１  

    後見開始及び補助開始の審判の請求権者には、本人を含む。  

 

2-14   ×  極テキストⅠＰ３３  

       成年後見人には、法律上の同意権はないため、「成年後見人の同意を  

得なければならず」としている点で誤り。なお、事実上同意がなされ  

た行為も取消すことができる。  

 

2-15   〇  極テキストⅠＰ３３  

      成年後見人には、法律上の同意権はないため、事実上同意がなされた   

行為であっても取消すことができる。一方、保佐人の同意を得てなさ

れた行為は、取消すことができない。  

 

2-16  × 極テキストⅠＰ３３  

成年後見人には、法律上の同意権はないため、事実上同意がなされた    

行為であっても取消すことができる。  

 

2-17   ×  極テキストⅠＰ３３  

    成年被後見人がした行為は、原則として、取り消すことができるが、

日用品の購入その他日常生活に関する行為は、取消すことができない。 

 

2-18   ×  極テキストⅠＰ３４  

後見開始の審判の取消も、家庭裁判所の審判（裁判）による。  

 

2-19   ×  極テキストⅠＰ３６  

要件を満たす場合に、家庭裁判所による保佐開始の審判が、必要的か  

裁量的には争いあるが、請求権者によって、これを分けているわけで  

はないため、×となる。  
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2-20   被保佐人には、常に保佐人が付される。  

                                              〔６０－１⑤〕  

2-21    被保佐人が相続を承認し、またはこれを放棄するには、保佐人の同意

を得ることを要する。  

                                              〔６０－１④〕  

2-22   Ａ及びＢが共同相続人である場合における遺産分割に関して、Ａが被  

保佐人であっても、Ｂと遺産分割の協議をするについては、保佐人の同  

意を要しない。                                      

〔７－２１エ〕  

2-23    被保佐人が売主としてした不動産の売買契約を取り消したがその取

消し前に目的不動産が買主から善意の第三者に転売されていれば、被保

佐人は、取消しを当該第三者に対抗することができない。  

〔１９－６ウ〕  

2-24  家庭裁判所は、保佐開始の審判において、保佐人の同意を得ることを

要する法定の行為に関し、その一部について保佐人の同意を得ることを

要しない旨を定めることができる。  

                                              〔１５－４ウ〕  

2-25  保佐人の同意を得ることを要する行為につき、保佐人が被保佐人の利

益を害するおそれがないのに同意をしない場合には被保佐人は、家庭裁  

判所に対し、保佐人の同意に代わる許可を求めることができる。  

〔１５－４エ〕  

2-26  成年被後見人は、後見人が追認した行為も取り消すことができるが、 

被保佐人は、保佐人が追認した行為を取り消すことができない。 

〔９－１⑤〕  

2-27  甲は、被保佐人であるが、保佐人丙の同意を得ないで、乙に壺を売却

した。甲は、丙の同意がなければ、自ら売買契約を取り消すことはでき

ない。  

                                               〔５－８⑤〕  

2-28  保佐人及び補助人は、いずれも、家庭裁判所の審判により、特定の法

律行為についての代理権を付与されることがある。  

                                              〔１５－４オ〕  
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2-20   〇  極テキストⅠＰ３６  

    保佐開始の審判がなされる場合、  職権で「保佐人」を選任する。よっ  

て、被保佐人には、常に保佐人が付されるといえる。  

 

2-21   〇  極テキストⅠＰ３７  

      被保佐人が相続を承認し又はこれを放棄するには、被相続人の債務を  

承継し又は財産取得の機会を失うことになるため、保佐人の同意が必  

要である。  

 

2-22   ×  極テキストⅠＰ３７  

    被保佐人が遺産分割をするには、その協議の内容によっては、不利益  

を受ける可能性があるため、保佐人の同意が必要である。  

 

 

2-23   ×  極テキストⅠＰ３７  

       不動産の売買には、保佐人の同意が必要であり、制限行為能力を理由とし  

た取消しでは、取消前の第三者に対する保護規定は存在しない。よっ  

て、その取消し前に目的不動産が買主から善意の第三者に転売されて  

いても、被保佐人は、取消しをもって、当該第三者に対抗することが  

できる。  

 

2-24   ×  極テキストⅠＰ３９  

    保佐人の同意を要する事項は法定されているが（ 13）、さらに同意を要  

する行為として追加の審判は可能である。しかし、同意を要しないと  

して縮小する方向の審判はできない。  

 

2-25   〇  極テキストⅠＰ４０  

    保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないのに同意をしない場合  

には、家庭裁判所は保佐人の同意に代わる許可ができる。また、家庭裁  

判所に対し、当該請求ができるのは、被保佐人本人のみであることに注  

意を要する。  

 

2-26   ×  極テキストⅠＰ４０  

    後見人又は保佐人が追認した行為は、確定的に有効となり、その後の  

取消しはできない。後見人と保佐人の追認で、その効果に差はない。  

 

2-27   ×  極テキストⅠＰ４０  

    被保佐人の壺の売却は、重要な財産の処分として保佐人の同意を要す  

る行為（ 13Ⅰ）と解されるが、当該同意を得ずになされた行為を被保  

佐人本人が取消すことに同意は要しない。  

 

2-28   〇  極テキストⅠＰ４１・Ｐ４７  

    家庭裁判所は、保佐人及び補助人に対し、特定の行為についての代理  

権付与の審判をすることができる。  
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■  後見、保佐又は補助に関する次のの記述のうち、誤っているものはどれか。 

〔２５－４〕  

2-29  成年被後見人が日用品の購入をした場合には、成年後見人は、これを

取り消すことができるが、被保佐人が保佐人の同意を得ないで日用品の

購入をした場合には、保佐人は、これを取り消すことができない。  

 

2-30  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成年被後見人を代表するが、保佐人は、保佐開始の

審判とは別に、保佐人に代理権を付与する旨の審判があった場合に限り、

特定の法律行為についての代理権を有する。  

 

2-31  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の四親等

の親族は、その者について後見開始の審判の請求をすることができるが、

当該能力が不十分である者の四親等の親族は、その者について補助開始

の審判の請求をすることができない。  
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正解  2 

  

2-29  ×  

成年被後見人のした日用品の購入その他日常生活に関する行為につい  

ては、成年後見人は、これを取り消すことができない（ 9ただし書）。 

また、被保佐人についても、日用品の購入その他日常生活に関する行  

為については、民法 13条に該当する行為であっても、保佐人の同意を  

得る必要はなく、被保佐人が保佐人の同意を得ないで日用品の購入を  

した場合であっても、保佐人がこれを取り消すことはできない（ 13た  

だし書Ⅳ）。  

 

2-30  ○    

成年後見人は、成年被後見人の財産を管理し、すべての財産的行為に  

ついて代理権を有する（法文上は、「代表」と規定されているが、  

正確には「代理」）。これに対し、保佐人には原則として代理権は  

ない。ただし、家庭裁判所は、一定の請求権者からの請求によって、  

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。  

 

2-31   ×  

家庭裁判所は、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、本人、配偶者、四親等内の親族、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 (7)。また、

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、

本人、配偶者、四親等内の親族、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 (15Ⅰ )。よって、四親等の親族は、いずれの請求権も有する。  
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2-32  被保佐人が贈与をする場合には、保佐人の同意を得なければならない

が、被補助人が贈与をする場合には、贈与をすることについて補助人の

同意を得なければならない旨の審判がなければ、補助人の同意を得るこ

とを要しない。  

 

2-33  配偶者の請求により保佐開始の審判をする場合には、本人の同意は必

要ないが、配偶者の請求により補助開始の審判をする場合には、本人の

同意がなければならない。  

         ・      ・      ・  

 

2-34  未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為を自ら取り消し  

た場合には、その未成年者は、その取消しの意思表示をすることについ

て法定代理人の同意を得ていないことを理由に、その取消しの意思表示

を取り消すことはできない。  

〔２７－４ア〕  

2-35  未成年者が法定代理人の同意を得ないで、贈与を受けた場合において、 

その贈与契約が負担付のものでないときは、その未成年者は、その贈与  

契約を取り消すことはできない。  

〔２７－４オ〕  
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2-32   ○   

被保佐人が、贈与等の一定の法律行為をするには、その保佐人の同  

意を得なければならない。これに対し、被補助人は、原則として行為  

能力が制限されず、単独で有効な法律行為ができる。ただし、家庭裁  

判所は、一定の請求権者からの請求によって、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。よって、贈与をすることについて補助人の同意を  

得なければならない旨の審判がなければ、補助人の同意を得ることを  

要しない。  

 

2-33   ○   

    保佐開始の審判には、本人以外の者の請求による場合であっても、本  

人の同意は要しない。これに対し、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。  

 

2-34  ○  極テキストⅠＰ２３  

    法定代理人の同意を得ないでした未成年者の法律行為を取り消すこと  

ができる取消権者には、未成年者自身も含まれ、当該取消しには、法  

定代理人の同意を要しない。よって、法定代理人の同意を得ていない  

ことを理由に、その取消しの意思表示を取り消すことはできない。  

 

2-35   〇  極テキストⅠＰ２４  

未成年者が負担付でない贈与を受ける場合は、単に権利を得る行為と  

して、法定代理人の同意を要しない。よって、法定代理人の同意を得  

ずに当該贈与契約がなされても、未成年者は、その贈与契約を取り消  

すことができない。  
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3-1     甲乙夫妻の子丙（１８歳）が丁から５０万円借金して、大学の入学金

の支払に充てたという事例に関して、丁が消費貸借契約を締結して１週

間後に、丙に対して、１ヵ月内に当該契約を追認するか否かを確答すべ

き旨を催告したにもかかわらず、１ヵ月経過後も丙からなんらの返答も

なかった場合は、追認したものとみなされる。  

〔２－１４ウ〕  

3-2    未成年者甲がその所有する土地について、法定代理人乙の同意を得な

いで、買主丙との間で売買契約を締結した場合に関して、甲が丙から土

地の所有権移転の登記手続をするよう催告されたのに対し、乙がそれを

知りながら直ちに異議を述べなかったときは、乙は、売買契約を取り消

すことができない。  

〔５６－１③〕  

3-3    Ａが未成年者Ｂに対して建物を売却し、Ｂが成年に達した後、ＡがＢ

に対し相当の期間を定めて催告したが、Ｂがその期間内に確答を発しな

かったときは、Ｂは追認したものとみなされる。  

                                               〔４－７ア〕  

3-4     未成年者甲がその所有する土地について、法定代理人乙の同意を得な

いで、買主丙との間で売買契約を締結した場合において、丙が乙に対し

て、１ヵ月以上の期間内に売買契約を追認するか否かを確答すべき旨を

催告したが、乙がその期間内に確答を発しないときは、乙は売買契約を

取り消すことができない。  

                                              〔５６－１⑤〕  

3-5    未成年者Ａが、Ａ所有のパソコン甲をＡの唯一の親権者Ｂの同意な  

く成年者Ｃに売る契約（以下「本件売買契約」という。）を締結した場  

合において、Ａが成年に達する前に、ＣがＢに対し１か月以上の期間を  

定めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもかかわらず、Ｂが  

その期間内に確答を発しなかったときは、Ａは、本件売買契約を取り消  

すことができない。                  

 〔２３－４オ〕  

3-6     銀行との間において金銭消費貸借契約を締結した被保佐人がその銀

行から２ヶ月以内に保佐人の同意を得てその契約を追認するか否かを

回答すべき旨の催告を受けたにもかかわらず、何らの回答をしなかった

ときは、その契約は、追認されたも のとみなされる。  

                                              〔６３－３③〕  

3-7    未成年者甲がその所有する土地について、法定代理人乙の同意を得な

いで、買主丙との間で売買契約を締結した場合において、甲が丙に詐術

を用い、自分が成年者であることを信用させたうえ、売買契約を締結し

たものであるときは、甲は、売買契約を取り消すことができない。  

                                              〔５６－１②〕  
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3-1    ×  極テキストⅠＰ５２  

    未成年者には受領能力がなく、その催告は無効である。よって、相手  

方の催告に対し、確答がなくても追認擬制の効果は生じない。  

 

 

3-2    ×  極テキストⅠＰ５２  

本肢の「登記手続をするよう催告された」というのは、民２０の「追  

認するかどうかを確答すべき旨の催告」とは別であり、これに対し異  

議を述べず、確答しなかったとしても、追認擬制の効果は生じない。        

また、民１２５条の「履行の請求」に該当するかについては、取消権  

者が債権者から請求を受けた場合は含まれない（ 大 判 明 ３ ９ ． ５ ． １ ７ ）ため、  

法定追認の効果も生じない。   

 

3-3    〇  極テキストⅠＰ５３  

    成年に達した後は、本人に催告でき、確答を発しなかった場合は、追  

認したものとみなされる。  

 

3-4    〇  極テキストⅠＰ５３  

    法定代理人が催告を受け、確答を発しなかった場合は、原則として、  

追認したものとみなされる。よって、本肢の場合、乙は、本件売買契  

約を取り消すことができない。  

 

3-5    ○  極テキストⅠＰ５３  

親権者が催告を受け、確答を発しなかった場合は、追認したものとみ  

なされる。よって、本肢の場合、Ａは、本件売買契約を取り消すこと

ができない。  

 

 

 

 

3-6    ×  極テキストⅠＰ５３  

被保佐人が催告を受け、確答を発しなかった場合は、取消したものと  

みなされるのであり、追認されたも のとみなされるのではない。  

 

 

3-7    〇  極テキストⅠＰ５４  

    未成年者が相手方に詐術を用いて、成年者であると誤信させた場合は、 

取消権を行使できない。  
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3-8    成年被後見人又は被保佐人が相手方に行為能力者である旨誤信させ

るため、詐術を用いた場合、後見人は、成年被後見人の行為を取り消す

ことはできるが、保佐人は被保佐人の行為を取り消すことができない。 

〔９－１④〕  

3-9    甲乙夫妻の子丙（１８歳）が丁から５０万円借金して、大学の入学

金の支払に充てたという事例に関して、丁が第三者の言葉により丙を成

年者と信用していた場合、丙は未成年を理由に消費貸借契約を取り消す

ことはできない。  

〔２－１４オ〕  

3-10   成年被後見人が契約を締結するに当たって、成年後見に関する登記記

録がない旨を証する登記事項証明書を偽造して相手方に交付していた

場合には、相手方がその偽造を知りつつ契約を締結したとしても、その

成年後見人は、当該契約を取り消すことができない。  

〔１９－６オ〕  

3-11    被保佐人は、第三者が銀行から融資を受けるにあたり自己が被保佐人

であることを告げないでその債務を保証したときは、当該保証契約を取

り消すことができない。  

〔６３－３⑤〕  

3-12  未成年者Ａが、Ａ所有のパソコン甲をＡの唯一の親権者Ｂの同意なく  

成年者Ｃに売る契約（以下「本件売買契約」という。）を締結するに際  

し、ＡとＣとの間でＡの年齢について話題になったことがなかったため、 

ＡはＣに自己が未成年者であることを告げず、ＣはＡが成年者であると  

信じて本件売買契約を締結した場合には、Ａは、本件売買契約を取り消  

すことができない。                 〔２３－４ア〕 

 

3-13   未成年者と契約をした相手方が、その契約締結の当時、その未成年者  

を成年者であると信じ、かつ、そのように信じたことについて過失がな  

かった場合には、その未成年者は、その契約を取り消すことはできない。 

〔２７－４ウ〕  
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3-8    ×  極テキストⅠＰ５４  

制限行為能力者が相手方に詐術を用いて、能力者であると誤信させた

場合は、制限行為能力者本人だけでなく、援助者の取消権も排除され

る。よって、本肢では、後見人及び保佐人いずれも取り消すことがで

きない。  

 

3-9    ×  極テキストⅠＰ５４  

    制限行為能力者と無関係な第三者が詐術を用いた場合は、制限行為能  

力者の取消権は制限されない。よって、丙は未成年を理由に消費貸借  

契約を取り消すことはできる。  

       

3-10   ×  極テキストⅠＰ５５  

              制限行為能力者が相手方に詐術を用いても、相手方が制限行為能力者  

であると誤信しなかった場合は、取消権は制限されない。  

 

3-11   ×  極テキストⅠＰ５６  

    単なる黙秘は、「詐術」にあたらない。よって、被保佐人は、当該保  

証契約を取り消すことができる。  

 

3-12   × 極テキストⅠＰ５６  

     単なる黙秘は、「詐術」にあたらない。よって、Ａは、本件売買契約  

を取り消すことができる。  

 

 

 

3-13   × 極テキストⅠＰ５６  

     単なる黙秘は、「詐術」にあたらない。また、契約締結の当時、相手  

方が当該未成年者を成年者であると信じ、かつ、そのように信じたこ  

とについて過失がなかった場合に、取消権を制限する旨の規定は存在  

しない。よって、当該未成年者は、本件売買契約を取り消すことがで  

きる。  
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4-1     一般社団法人であっても、収益事業を行うことができる。  

                                              〔６２－１①〕  

4-2    一般社団・財団法人は、行政庁による設立の許可により成立し、清算

結了により消滅する。              

〔５９－１①〕  

4-3    一般社団・財団法人の代表者が選任した代理人が、委任事務につき他

人に損害を与えた場合において、その代理人に故意又は過失があったと

きには、法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 78条・

197条の規定に基づく賠償責任を負う。  

〔６－３③〕  

4-4    一般社団法人の代表理事がした職務権限外の行為が外形からみてそ

の職務行為に属するものと認められる場合であっても、その行為が代表

理事の職務行為に属さないことを知らなかったことについて相手方に

重大な過失あるときは、法人はその行為について損害賠償責任を負わな

い。                           

〔１０－１③〕  

4-5    代表理事がその職務を行うにつき他人に損害を加えたため一般社団

法人の不法行為が成立する場合、その行為をした代表理事は個人として

は不法行為の責任を負わないが、故意又は重大な過失があったときは、

法人から求償権の行使を受けることがある。  

                      〔１０－１④〕  

4-6    法人の被用者がした取引行為が、その行為の外形から見て法人の事業

の範囲内に属するものと認められる場合であっても、その行為が被用者

の職務権限内において行なわれたものではなく、かつ、相手方が重大な

過失によってこれを知らずに取引をしたときは、法人は、その取引によ

って相手方が受けた損害につき、民法７１５条第１項の規定に基づく賠

償責任を負わない。  

                                               〔６－３⑤〕  

4-7    一般社団法人の被用者がその事業を行うにつき他人に損害を与えた場

合において、その選任および事業の監督につき相当の注意をしたときは、

一般社団法人は、その損害を賠償する責任を負わない。   

〔６２－１④〕  

4-8    法人の被用者がその事業の執行につき他人に損害を与えた場合には、

法人の代表者は、その被用者の選任・監督を担当していなかったときで

あっても、使用者に代わって事業を監督する者として、民法第７１５条

第２項の規定に基づく賠償責任を負う。  

                                                〔６－３④〕  
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4-1   ○  極テキストⅠＰ５８  

   目的を達成する手段として、収益事業を営むことは可能である。  

 

4-2   ×  極テキストⅠＰ５８     

登記をすることによって、成立する（成立要件）。清算結了により消滅  

する点は、正しい（明文規定はなし）。  

 

4-3   ×  極テキストⅠＰ６５  

一般社団・財団法人の代表者が選任した代理人が、委任事務につき他人  

に損害を与えた場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律  

第 78条・ 197条の規定に基づく賠償責任ではなく、民法７１５条の使用  

者責任の対象となる。  

 

4-4   ○  極テキストⅠＰ６５  

一般社団法人の代表理事がした職務権限外の行為が外形からみてその

職務行為に属するものと認められる場合であっても、その行為が代表理

事の職務行為に属さないことにつき、相手方が悪意又は重過失がある場

合は、  法人は責任を負わない。  

 

4-5   ×  極テキストⅠＰ６６  

代表理事がその職務を行うにつき他人に損害を加えたため一般社団法  

人の不法行為が成立する場合は、当該一般社団法人だけでなく、理事個  

人も法人と連帯して不法行為責任を負う。  

 

4-6   〇  極テキストⅠＰ６７  

法人の被用者がした取引行為が、その行為の外形から見て法人の事業の  

範囲内に属するものと認められる場合であっても、その行為が被用者の  

職務権限内において行なわれたものではないことにつき、相手方が悪意  

又は重過失がある場合は、法人は責任を負わない。  

 

4-7  ○  極テキストⅠ６７  

相当の注意をしていた又は相当の注意をしても損害が生ずべきであった  

場合は、法人は責任を負わない。  

 

4-8  ×  極テキストⅠＰ６８  

監督者（本肢では、法人の代表者）は、その被用者の現実に選任・監督  

している場合に限って責任を負う。  
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4-9   各社員は、一般社団法人の債務につき、その債権者に対して弁済の責

任を負わない。                    

〔６１－１⑤〕  

4-10   外国人は、法令又は条約に禁止又は制限が規定されている場合を除き、

我が国においても権利能力を有する。       

〔５－１①〕  

4-11   外国人の権利能力が制限される場合には、外国人は、信託法上の受益

者として、その権利を有すると同一の利益を享受することができない。                      

〔５－１②〕  

4-12    国、国の行政区画、外国会社又は法律若しくは条約により認許され

たもの以外の外国法人は、我が国においては、法人格が認められない。                                                                                                                 

〔５－１③〕  

4-13   我が国において認許された外国法人は、外国人が享有することができ  

ない権利であっても取得することができる。   

〔５－１⑤〕  

4-14   外国法人は、我が国において事務所設置の登記をするまでは、他人は

その法人の成立を否認することができる。    

〔５－１④〕  

4-15   権利能力なき社団の代表者が賃貸借契約を締結した場合において、社

団の構成員全員の承諾がなければ代表者は賃借権の処分をすることは

できない。                  

〔３－４ア〕  

4-16 教授：権利能力なき社団であるＡ団体の構成員の資格要件に関する規則  

を構成員の多数決で改正した場合には、承諾していない構成員も、 

これに拘束されますか。  

学生：構成員が意思に反してその地位を奪われることはありませんから、 

承諾していない構成員のうち、資格要件を改めたことにより構成

員の地位を奪われることになる者は、その決議に拘束されること

はありません。  

〔１６－４ウ〕  

4-17   一般社団法人が定款に「権利能力なき社団も社員となることができる」

旨の定めをした場合、当該定款の定めは無効となる。  

〔６３－２ア〕  
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4-9    〇  極テキストⅠＰ６９  

債務を負担するのは一般社団法人であり、その弁済の責任を負うのも、 

一般社団法人のみである（強制執行の対象となる財産は、一般社団法人  

の財産に限られる）。よって、一般社団法人の各社員は法人の債務につ  

き、債権者に対して弁済の責任を負わない。  

 

4-10   ○  極テキストⅠＰ７０  

   法令又は条約に禁止又は制限が規定されている場合を除き、原則として、 

外国人にも権利能力が認められる。  

 

4-11   ○  極テキストⅠＰ７０  

権利能力が制限される場合には、信託法上の受益者としても、制限を  

受ける。  

 

4-12   〇  極テキストⅠＰ７０  

    すべての外国法人に権利能力が認められるわけではなく、国、国の行

政区画、外国会社又は法律若しくは条約により認許されたもの以外の

外国法人は、我が国においては、法人格が認められない。  

 

4-13   × 極テキストⅠＰ７０  

    外国人
．．．

が享有できない権利  (日本船舶･日本航空機の所有権等 )は、我  

が国において認許された外国法人も取得できない。  

 

4-14   ○  極テキストⅠＰ７０  

    外国法人が初めて日本に事務所を設けた場合は、その登記がなされる

までは、誰でもその法人の成立を否認できる。  

 

4-15   ×  極テキストⅠＰ７１  

権利能力なき社団においては、多数決の原則が採用されるので、賃借  

権の処分も過半数の承諾で足り、構成員全員の承諾は要しない。  

 

4-16   ×  極テキストⅠＰ７１  

    権利能力なき社団において多数決で改正された規則は、承諾していな  

かった者にも適用され、これは資格要件を改めたことにより構成員の  

地位を奪われることになる場合であっても同様である。  

 

4-17   ×  極テキストⅠＰ７１  

    一般社団法人の社員の地位に関して、特に制限はなく、「権利能力な  

き社団も社員となることができる」旨の定款の定めは有効となる。  
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4-18 教授：権利能力なき社団の構成員が死亡した場合には、その相続人が当  

然にその地位を承継して構成員になる旨をＡ団体の規則で定める  

ことは可能ですか。  

学生：権利能力なき社団では、構成員の死亡は社団からの当然脱退事由

となりますから、Ａ団体がそのような規則を定めることはできま

せん。  

〔１６－４エ〕  

 

4-19 教授：権利能力なき社団のＡ団体の構成員は、Ａ団体を脱退するに当た  

って、自己の持分相当の財産を分割して払い戻すように請求する  

ことができますか。  

学生：権利能力なき社団の構成員には、財産の分割請求は認められませ

ん。ただし、構成員の間で特段の合意をしている場合には、財産

の分割請求も認められます。  

〔１６－４イ〕  

4-20   権利能力なき社団所有の不動産を登記する場合、代表者の個人名義で

登記するしか方法はない。        

〔３－４イ〕  

4-21 教授：権利能力なき社団であるＡ団体の代表者がＡ団体の創立１０周年  

記念大会の開催費用に充てるために、Ａ団体を代表して銀行から  

５００万円を借り入れました。Ａ団体がその返済をできなくなっ  

たときは、代表者や構成員に借入金の支払義務がありますか。  

学生：Ａ団体には法人格がないことから、債権者を保護する必要があり、 

代表者と構成員は、いずれも支払義務を負うことになります。  

〔１６－４ア〕  

4 -22   権利能力なき社団が第三者に対して債務を負っている場合において、

債権者は第一次的に社団の財産から弁済を受けることができ、各構成員  

からは補充的にその弁済を受けることができる。  

〔３－４ウ〕  

4-23   権利能力なき社団の代表者が、団体名を表示しかつ代表者資格を記載

して手形を振り出した場合、社団の他その代表者自身も手形の振出人と

しての責任を負う。               

〔３－４エ〕  
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4-18   ×  極テキストⅠＰ７２  

    権利能力なき社団の構成員が死亡した場合、原則として、その地位は  

相続されず、脱退事由となる（ 一 般 社 団 ２ ９ ③ 類 推 ） が、定款等の規則で別段の  

定めを設け、相続人が当然にその地位を承継して構成員になるとする  

ことはできる。  

 

 

 

4-19   ○  極テキストⅠＰ７３  

権利能力なき社団の財産帰属状態は総有であるため、原則として、そ  

の財産の分割請求は認められないが、総有廃止の定めに関する合意を  

している場合は、財産の分割請求が認められる。  

 

 

 

4-20   ×  極テキストⅠＰ７３  

権利能力なき社団の代表者の個人名義で登記する方法の他に代表者以  

外の構成員の個人名義で登記する方法や構成員全員の共同名義で登記す  

る方法が認められている。  

 

4-21   ×  極テキストⅠＰ７４  

債務も総有的に帰属しており、権利能力なき社団の構成員や代表者が  

個人として、直接に債務や責任を負うことはない。よって、代表者と  

構成員は、いずれも支払義務を負うことにならない。  

 

 

4-22   ×  極テキストⅠＰ７４  

債務も総有的に帰属しており、権利能力なき社団の構成員や代表者が

個人として、直接に債務や責任を負うことはない。よって、債権者は

社団の財産からのみ弁済を受けることができるだけであり、これによ

り債権全額の弁済を受けることができなかったときは、各構成員から

は補充的にも、その弁済を受けることはできない。  

 

4-23   ×  極テキストⅠＰ７４  

債務も総有的に帰属しており、権利能力なき社団の構成員や代表者が  

個人として、直接に債務や責任を負うことはない。よって、権利能力  

なき社団の代表者が、団体名を表示しかつ代表者資格を記載して手形  

を振り出した場合は、手形の振出人としての責任を負うのは、社団の  

みであり、代表者が個人として、その責任を負うものではない。  
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5-1   法人に対する意思表示を当該法人の使用人が受けた場合において、当

該意思表示が効力を生ずるためには、当該使用人が当該法人から当該意

思表示の受領権限を与えられていなければならない。  

〔２４－４ウ〕  

5-2   ＡＢ間の契約締結交渉において、ＡがＢに対して書面を郵送して申込  

みの意思表示をした。その際、Ａは承諾の通知を受ける期間の末日を２  

月５日と定めた。Ｂが承諾の通知を２月１日に郵送で発し、これが２月  

３日に到達した場合、契約は２月３日に成立する。  

  〔８－５ウ〕  

5-3  教授：  Ｂが、Ａの承諾の期間を定めた契約の申込みに対し、その期間  

内に到達するように郵便で承諾の通知を出した場合、契約は、ど  

の時点で成立しますか。  

学生：  意思表示は、到達しなければ効力が生じませんので、Ｂからの  

承諾の通知がＡに到達した時点で、ＡＢ間に契約が成立すること  

になります。  

〔１５－２０ウ〕  

5-4   隔地者に対する契約の解除の意思表示は、表意者が通知を発した後に  

死亡した場合でも、そのためにその効力を妨げられない。  

〔２４－４オ〕  

5-5    甲がその所有に係る土地を乙に騙されて売り渡し、その後契約を取り

消す旨の手紙を出したが、その到達前に甲が死亡した場合、取消の効果

は生じない。  

                                               〔３－８エ〕  

5-6   ＡＢ間の契約締結交渉において、ＡがＢに対して書面を郵送して申込  

みの意思表示をした。その際、Ａは承諾の通知を受ける期間の末日を２  

月５日と定めた。Ａが申込みの意思表示の到達前に死亡し、その事実を  

知ったＢがＡの単独相続人Ｃに承諾の通知を発し、これが２月５日まで  

に到達すれば、ＢＣ間に契約が成立する。  

〔８－５オ〕  
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5-1   × 極テキストⅠＰ８０  

隔地者に対する意思表示は、受取人の勢力範囲内に意思表示の書面が置

かれ、社会通念上、受取人の了知可能な状態にあると客観的に認められ

れば有効であるとされる。使用人の受領権限の有無は問われない。  

 

5-2  × 極テキストⅠＰ８０  

   隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時（２月１日）に成立する。  

 

5-3  ×  極テキストⅠＰ８０  

隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。  

⇒承諾期間の定めがある場合は、期間内の相手方への不到達を解除条件

として、発信時に契約は成立する（通説）。  

⇒承諾期間の定めがない場合は、到達・不到達に関係なく、承諾の意思

表示の発信時に契約は成立する（通説）。  

 

5-4   ○  極テキストⅠＰ８１  

意思表示の発信後に表意者が死亡した場合、その意思表示はなんら影響を  

受けない (97)。よって、解除の効果は生じる。  

 

5-5  ×  極テキストⅠＰ８１  

意思表示の発信後に表意者が死亡した場合、その意思表示はなんら影響を  

受けない (97)。よって、取消の効果は生じる。  

 

5-6   × 極テキストⅠＰ８１  

    相手方が、申込み者が発信後に死亡した事実を到達前に知っていた場合、

契約の申込みの効力は生じない（ 525）。よって、Ｂが単独相続人Ｃに

対して期間内に承諾の通知を発し、これが到達しても、契約は成立しな

い。  
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5-7    ＡＢ間の契約締結交渉において、ＡがＢに対して書面を郵送して申  

込みの意思表示をした。その際、Ａは承諾の通知を受ける期間の末日  

を２月５日と定めた。Ａは、Ｂが承諾の通知を発する前であれば、申  

込みを撤回することができる。  

                〔８－５ア〕  

5-8  教授：  東京に住むＡは、京都に住むＢに対し、「今月末までに返事  

をいただきたい。」との承諾の期間を定めて、売買契約の申込み  

をしたが、その申込みがＢに到達した後に気が変わって、その申  

込みを撤回する旨の通知を出した場合、Ａの申込みの効力は、ど  

うなりますか。  

学生：  承諾の期間を定めて契約の申込みをした場合には、その申込み  

を撤回することはできないので、Ａの申込みは、承諾の期間内は  

有効です。  

〔１５－２０ア〕  

5-9  教授： 東京に住むＡは、京都に住むＢに対し、承諾の期間を定めない  

で契約の申込みをした場合、Ａはその申込みを撤回することがで  

きますか。  

学生：  承諾の期間を定めないで契約の申込みをした場合には、Ａは、 

Ｂからの承諾の通知を受け取る前であればいつでも、その申込み  

を撤回することができます。  

〔１５－２０イ〕  

5-10  教授：  東京に住むＡは、京都に住むＢに対し、「今月末までに返事を  

いただきたい。」との承諾の期間を定めて、売買契約の申込み  

をしたが、Ｂの承諾の通知が承諾の期間を過ぎて到達した場合、 

契約は成立しますか。  

学生：  承諾の期間内にＢからの承諾が到達しなければ、原則として、 

Ａの契約の申込みは効力を失うので、契約は成立しないことにな  

ります。  

〔１５－２０エ〕  

5-11    ＡＢ間の契約締結交渉において、ＡがＢに対して書面を郵送して申  

込みの意思表示をした。その際、Ａは承諾の通知を受ける期間の末日

を２月５日と定めた。Ｂが申込みに変更を加えて承諾する旨の通知を

した場合、Ａがこれに対する承諾をすれば、変更後の内容の契約が成

立する。  

〔８－５エ〕  
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5-7  × 極テキストⅠＰ８２  

   承諾期間を定めてした契約の申込みは、その期間内は申込みを撤回する

ことができない。ゆえに、Ａは、Ｂが承諾の通知を発する前であれば、

申込みを撤回することができるわけではない。  

 

5-8  ○  極テキストⅠＰ８２  

 承諾期間を定めてした契約の申込  

    その期間内    ⇒撤回できない  

    承諾期間経過後  ⇒申込は当然に効力を失う  

 

5-9  ×  極テキストⅠＰ８２  

 承諾期間を定めないでした契約の申込  

      承諾の通知を受けるのに相当な期間  ⇒  撤回できない  

      相当な期間経過後          ⇒  撤回できる  

 

よって、Ａは、Ｂからの承諾の通知を受け取る前であればいつでも、そ  

の申込みを撤回することができるわけではない。  

 

 

5-10 ○  極テキストⅠＰ８２  

承諾期間を定めてした契約の申込は、承諾期間内に承諾が到達しなけれ  

ば効力を失う（ 521Ⅱ）ため、契約は成立しない。なお、申込者は遅れた

承諾を新たな申込みとみなすことができ（ 523）、申込者がこれに承諾

すれば、契約は成立するが、本肢では「原則として」と記載されている

ことから、民 523の内容は問われていないものと解する。  

 

 

 

5-11 ○  極テキストⅠＰ８３  

    承諾者が条件や変更を加えた上で承諾している場合、申込みを拒絶する

とともに、新たな申込みをしたものとみなされる。  

   よって、Ａがこれに対する承諾をすれば、変更後の内容の契約が成立す  

る。  
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5-12     ＡＢ間の契約締結交渉において、ＡがＢに対して書面を郵送して

申込みの意思表示をした。その際、Ａは承諾の通知を受ける期間の末

日を２月５日と定めた。Ｂが承諾の通知を２月４日に発し、これが２

月６日に到達した場合、Ａがこの承諾を新たな申込みとみなして、こ

れに対する承諾をすれば、契約は成立する。  

〔８－５イ〕  

5-13 教授： 東京に住むＡは、京都に住むＢに対し、「今月末までに返事を  

いただきたい。」との承諾の期間を定めて、売買契約の申込み  

をしたが、Ｂの承諾の通知が承諾の期間を過ぎて到達した。しか  

し、Ｂからの承諾の通知が郵便で出されており、Ａが、その消印  

を見て、承諾の通知が郵便事情で遅れたもので、通常であれば承  

諾の期限内に到達するはずのものであることを知った場合には、 

どうですか。  

学生： その場合、Ａは、Ｂに対し、承諾の通知が承諾の期間を過ぎて  

到達した旨の延着の通知を出すことが必要で、これを怠ると、承

諾の通知が延着しなかったものとみなされて、契約は成立したこ

とになります。  

〔１５－２０オ〕  

5-14  公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わ

る掲示を始めた日（以下「公示の日」という。）から２週間を経過した

ときは、公示の日に遡って相手方に到達したものとみなされる。     

〔２４－４ア〕 

5-15    未成年者甲の法定代理人乙から甲において土地を買い受ける旨の

申込を受けた丙が土地を売り渡す旨の意思表示を直接甲にしたときは、

契約の成立を主張することはできない。                                                          

〔３－８オ〕  

5-16   意思表示の相手方が当該意思表示を受けた時に未成年者であった場  

合でも、その法定代理人が当該意思表示を知った後は、表意者は、当該

意思表示をもってその相手方に対抗することができる。  

〔２４－４イ〕  
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5-12 ○  極テキストⅠＰ８３  

    承諾期間経過後は、申込みは当然に効力を失うが、申込者は遅れた承諾

を新たな申込みとみなすことができる。よって、申込者がこれに承諾す

れば、契約は成立する。  

 

 

5-13 ○  極テキストⅠＰ８３  

通常の場合は、その期間内に到達すべき時に発送したものであることを  

     知ることができた場合は、申込者は、遅滞なく相手方に対して、その延  

着の通知を発しなければならない (522Ⅰ )。申込者が、その通知を怠っ  

た場合、承諾の通知は、承諾期間内に到達したものとみなされ  (522Ⅱ )、 

結局、承諾の通知を発した時に契約が成立したことになる (526Ⅰ )。  

 

 

 

 

 

 

5-14  × 極テキストⅠＰ８５  

公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる

掲示を始めた日から２週間を経過したときに相手に到達したものとみ

なす (98③ )。よって、公示の日に遡って相手方に到達したものとみなさ

れるわけではない。  

 

5-15 〇  極テキストⅠＰ８６  

未成年者に対してなされた意思表示は、表意者からその意思表示の到達を  

主張することはできない。  

 

 

5-16  ○  極テキストⅠＰ８６  

意思表示の相手方がその意思表示を受けたときに未成年者又は成年被  

後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗するこ  

とができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後はこ  

の限りでない (98の 2)。               
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6-1    甲が真意では買い受けるつもりがなく、乙から土地を買い受ける契約

をした場合において、乙は注意すれば甲の真意を知ることができたとき

は、その契約は無効である。  

                                               〔３－８ア〕  

6-2    Ａの代理人Ｂが自己の利益を図るために権限内の行為をした場合に

おいて、相手方ＣがＢの意図を知ることができたときは、ＡはＣに対

しＢの行為について無効の主張をすることができる。  

〔９－２エ〕  

6-3    ＡはＢの代理人として、Ｃとの間で金銭消費貸借契約及びＢ所有の甲

土地に抵当権を設定する契約（以下両契約を合わせて「本契約」という）

を締結した。Ａが借入金を着服する意図でＣとの間で本契約を締結し、

Ｃから受領した借入金を費消したが、ＣもＡの意図を知っていた場合、

設定した抵当権は無効である。   

                                       〔１２－３③〕  

6-4    代理人が、自己又は第三者の利益を図るため、代理権の範囲内の行為

をした場合には、相手方が代理人のそのような意図を知らず、かつ知ら

なかったことにつき重大な過失がなかったときに限り、本人はその代理

人の行為につき、責任を負う。  

                                                〔６－４ア〕  

6-5    車の購入資金の調達のためにＣから 100万円を借り入れる旨の契約を

締結する代理権をＢから授与されたＡは、自己の遊興費として費消する

目的でＣから 100万円を借り入れ、これを費消した。この場合、ＣがＡ

の目的につき悪意であっても、ＢはＣからの貸金返還請求を拒むことは

できない。  

〔１８－４ア〕  

6-6    Ａの代理人であるＢは、Ｃに対し物品甲を売却した。Ｂが自己又は第

三者の利益を図るために物品甲を売却した場合であっても、それが客観

的にＢの代理権の範囲内の行為であり、ＣがＢの意図を知らず、かつ、

知らないことに過失がなかったときは、Ｂがした意思表示は、Ａに対し

て効力を生ずる。  

〔２２－５ア〕  
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6-1  〇  極テキストⅠＰ９１  

相手方が表意者の真意について、悪意又は有過失の場合は、無効とな

る。  

 

 

6-2  〇  極テキストⅠＰ９２  

代理人の権限濫用の意思について、相手方が悪意又は有過失の場合は無効

となる。  

 

 

6-3  〇  極テキストⅠＰ９２  

代理人の権限濫用の意思について、相手方が悪意又は有過失の場合は無効

となる。  

 

 

 

6-4  ×  極テキストⅠＰ９２  

        

相手方が                                      本人が責任を負うか？  

         善意・重大な過失がない      軽過失もない          ○  

 

                                    軽過失はある          ×  

 

         善意・重大な過失がある                           ×  

 

         悪意                                             ×  

 

      本肢では、相手方が善意で重大な過失がなければ、一律に本人が責任を  

負うとしているが、重大な過失はなくても、軽過失があれば本人は責任  

を負わないため、×となる。  

 

6-5  ×  極テキストⅠＰ９２  

代理人の権限濫用の意思について、相手方が悪意又は有過失の場合は無効

となる。  

 

6-6  ○  極テキストⅠＰ９２  

代理人の権限濫用の意思について、相手方が悪意又は有過失の場合は無効

となるが、善意かつ無過失であれば、有効である。  
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7-1   甲不動産はＡとＢの共有であるが、登記簿上はＡの単独所有とされて

いたところ、Ａは、Ｃとの間で甲不動産の売買契約を締結し、Ｃへの所

有権移転登記を経由した。ＡとＢの合意に基づいてＡ単独所有の登記が

経由された場合において、甲不動産がＡとＢの共有であることをＣが知

らなかったときは、Ｂは、Ｃに対し、自己の持分を主張することができ

ない。  

〔９－１０②〕  

7-2    甲・乙間で甲の土地を乙に売り渡す契約を仮装したのち、乙が事情を

知らない丙に転売した場合、甲は乙から請求されたときは、その土地を

引き渡さなければならない。  

               〔３－８イ〕  

7-3    土地が甲から乙へ、乙から丙へと順次売買された場合において、甲乙

間の売買契約が甲乙の通謀による仮装のものである場合には、丙は、た

とえ善意であっても、所有権移転の登記を受けていない以上、甲に対し

てその土地の所有権を主張することができない。  

                                            〔５７－１９④〕  

7-4    売主甲が買主乙との売買契約に基づく代金債権を丙に譲渡し、その旨

を乙に通知をした場合において、売買契約が甲と乙の通謀によってされ

た虚偽のものであるときは、丙が善意で代金債権を譲り受けたとしても、

乙は、丙に対する代金債務を負わない。                         

〔５６－３③〕  

7-5    債権の発生原因である契約が虚偽表示である場合、当該債権の譲渡に

ついて通知を受けた債務者は、虚偽表示であることを善意の譲受人に主

張することができない。  

〔１４－１７ア〕  

7-6    ＡとＢとが通謀して、Ａ所有の土地をＢに売却したかのように仮装し

たところ、Ａは、売買代金債権を善意のＣに譲渡した。Ｂは、土地の売

買契約が無効であるとして、Ｃからの代金支払請求を拒むことはできな

い。                    

〔１５－５エ〕  

7-7    Ａは、Ｂに対して貸金債権を有していたところ、ＡとＣとが通謀して、

当該貸金債権をＣに譲渡したかのように仮装した。異議をとどめないで

その債権譲渡を承諾したＢは、債権譲渡が無効であるとして、Ｃからの

貸金債権の支払請求を拒むことはできない。              

〔１５－５ウ〕  

7-8  相手方と通じて指名債権の譲渡を仮装した場合において、仮装譲渡人  

が債務者に譲渡の通知をしたときは、仮装譲渡人は、当該債権につき弁  

済その他の債務の消滅に関する行為がされていない場合でも、当該債権  

譲渡が虚偽であることを知らない債務者に対して当該債権譲渡が無効で  

あることを主張することができない。               〔２４－４エ〕  
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7-1    〇  極テキストⅠＰ９４  

    通謀虚偽表示の無効をもって、善意の第三者には対抗できない (94Ⅱ )。 

よって、甲不動産がＡとＢの共有であることをＣが知らなかったとき  

は、Ｂは、Ｃに対し、自己の持分を主張することができない。  

 

7-2    × 極テキストⅠＰ９５  

善意の第三者が出現した後も、当事者間では無効主張ができる。よっ  

て、乙が事情を知らない丙に転売した場合、甲は乙から請求されても、  

その土地を引き渡す必要はない。  

 

7-3    × 極テキストⅠＰ９５  

善意の第三者が登記を具備している必要はない。よって、丙が善意で  

あれば、所有権移転の登記を受けていなくても、甲に対してその土地  

の所有権を主張することができる。     

 

7-4    × 極テキストⅠＰ９６  

通謀虚偽表示の無効をもって、善意の第三者には対抗できない。よっ  

て、丙が善意で代金債権を譲り受けたときは、乙は、丙に対する代金  

債務を負うことになる。  

 

7-5    〇  極テキストⅠＰ９６  

通謀虚偽表示の無効をもって、善意の第三者には対抗できない。よっ  

て、当該債権の譲渡について通知を受けた債務者は、虚偽表示である  

ことを善意の譲受人に主張することができない。  

 

7-6    〇  極テキストⅠＰ９６  

通謀虚偽表示の無効をもって、善意の第三者には対抗できない。よっ  

て、Ｂは、土地の売買契約が無効であるとして、Ｃからの代金支払請  

求を拒むことはできない。                    

  

7-7    × 極テキストⅠＰ９７  

ＡＣ間の債権譲渡は通謀であり、無効であるため、債務者ＢはＣからの

支払請求を拒むことができる。また、異議なき承諾（ 468Ⅰ）があって

も、無効な債権譲渡が有効になるわけではないため、結論は異ならない。 

 

7-8    × 極テキストⅠＰ９７  

債権の仮装譲渡人が債務者に譲渡通知をした場合でも、債務者は仮装

譲渡の前からその地位にあり、民９４Ⅱの第三者には該当しないため、

仮装譲渡人は善意の債務者に対して債権譲渡が無効であることを対抗

できる (大判昭 8.6.16)。  



-  37 -  

 

7-9    Ａは、Ｂと協議の上、譲渡の意思がないにもかかわらず、その所有す

る甲土地をＢに売渡す旨の仮装の売買契約を締結した。Ｂに対して金銭

債権を有する債権者Ｃが、Ａ・Ｂ間の協議の内容を知らずに、その債権

を保全するため、Ｂに代位して、Ｂへの所有権移転登記をＡに請求した。

この場合、ＡはＣに対し、Ａ・Ｂ間の売買契約の無効を主張できる。  

                                            〔１１－３ア〕  

7-10   Ａは、Ｂと協議の上、譲渡の意思がないにもかかわらず、その所有す

る甲土地をＢに売渡す旨の仮装の売買契約を締結した。Ｂに対して金銭

債権を有する債権者Ｅが、Ａ・Ｂ間の協議の内容を知らずに、その債権

に基づき、甲土地を差し押えた。この場合、ＡはＥに対し、Ａ・Ｂ間の

売買契約の無効の主張が認められる。  

                                             〔１１－３ウ〕  

7-11  Ａ所有の甲建物について、ＡＢ間の仮装の売買契約に基づきＡからＢ  

への所有権の移転の登記がされた後にＢの債権者Ｃが、ＡＢ問の売買契  

約が仮装のものであることを知らずに甲建物を差し押さえた場合であ  

ってもＣのＢに対する債権がＡＢ間の仮装の売買契約の前に発生した  

ものであるときは、ＡはＣに対し、ＡＢ問の売買契約が無効である旨を  

主張することができる。  

〔２７－５ウ〕  

7-12   Ａ所有の土地について売買契約を締結したＡとＢとが通謀してその

代金の弁済としてＢがＣに対して有する金銭債権をＡに譲渡したかの

ように仮装した。Ａの一般債権者であるＤがＡに帰属するものと信じて

当該金銭債権の差押えをした場合、Ｂは、Ｄに対し、当該金銭債権の譲

渡が無効であることを主張することはできない。  

〔１５－５オ〕  

7-13  Ａから土地を賃借したＢがその土地上に甲建物を建築し、その所有権  

の保存の登記がされた後に、甲建物についてＢＣ間の仮装の売買契約に  

基づきＢからＣへの所有権の移転の登記がされた場合において、ＢＣ間  

の売買契約が仮装のものであることを知らなかったＡが賃借権の無断  

譲渡を理由としてＡＢ間の土地賃貸借契約を解除する旨の意思表示を  

したときは、Ｂは、Ａに対し、ＢＣ聞の売買契約は無効であり、賃借権  

の無断譲渡には当たらない旨を主張することができる。  

〔２７－５オ〕  

 

 

 

 

-  38 -  

 

7-9   〇  極テキストⅠＰ９８  

Ｃは、仮装譲渡の前から債権を有しており､仮装譲渡を前提に新たな利

害関係を取得したとはいえない。また、当該目的物たる甲土地に個別

的な利害関係を有しない。  

 

7-10   ×  極テキストⅠＰ９９  

     Ｅは、差押をしたという点において､新たな利害関係を取得したといえ  

る。また､この不動産に対する個別的利害関係も有しているため、民  

９４Ⅱの第三者として保護される。よって、ＡはＥに対し、Ａ・Ｂ間  

の売買契約の無効を主張できない。  

 

7-11  ×  極テキストⅠＰ９９  

  ＣのＢに対する債権がＡＢ間の仮装の売買契約の前に発生したもの  

であったとしても、Ｃは、当該売買契約後に差押をしており､新たな利  

害関係を取得したといえる。また､この不動産に対する個別的利害関  

係も有しているため、民９４Ⅱの第三者として保護される。よって、 

ＡはＣに対し、ＡＢ間の売買契約の無効を主張できない。  

 

7-12   〇  極テキストⅠＰ９９  

     Ｄは、差押えをしたという点において、新たな利害関係を取得したと  

いえる。また､代物弁済としてなされた債権譲渡の目的物たる当該債  

権に対する個別的利害関係も有しているため、民９４Ⅱの第三者とし  

て保護される。よって、Ｂは、Ｄに対し、当該金銭債権の譲渡が無効  

であることを主張することはできない。  

 

        Ｄ  

 

            売 買 代 金 債 権   

        Ａ        Ｂ  

                 金 銭 債 権  

          代 物 弁 済 （ 通 謀 ）  

                Ｃ  

7-13 ○  極テキストⅠＰ９９  

賃借地上の建物売買は、土地賃借権の譲渡に該当する。そこで、賃借権  

の無断譲渡を理由として、賃貸人Ａが、ＡＢ間の土地賃貸借契約を解除  

することができるかが問題となるが、賃貸人Ａは、ＢＣ間の仮装譲渡が  

なされる前から賃貸人の地位にあり、「新たな利害関係人」ではないた  

め、民９４Ⅱの第三者として保護されない。よって、Ｂは、Ａに対し、 

ＢＣ聞の売買契約は無効であり、賃借権の無断譲渡には当たらない旨を  

主張することができる。  
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7-14   Ａの代理人Ｂの代理行為が相手方Ｃとの通謀虚偽表示に基づくもの

であった場合において、Ａがそのことを知らなかったときは、Ｃは、Ａ

に対しその行為について無効の主張をすることができない  

                                                 〔９－２オ〕  

7-15   Ａは、Ｂと協議の上、譲渡の意思がないにもかかわらず、その所有す

る甲土地をＢに売渡す旨の仮装の売買契約を締結した。Ｂは、甲土地上

に乙建物を建築し、Ａ・Ｂ間の協議の内容を知らないＤに乙建物を賃貸

した。この場合、Ａは、Ｄに対し、Ａ・Ｂ間の売買契約の無効の主張が

認められる。  

                                              〔１１－３イ〕  

7-16    ＡとＢが通謀して、Ａ所有の土地をＢに売却したかのように仮装し

たところ、Ｂは、その土地上に建物を建築してその建物を善意のＣに賃

貸した。この場合、Ａは、Ｃに対し、土地の売却が無効であるとして建

物からの退去による土地の明渡しを求めることはできない。  

〔１５－５ア〕  
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7-14   ×  極テキストⅠＰ１００  

この問題は通謀虚偽表示の善意の第三者 (94Ⅱ)の論点として処理して  

よい。ただし、Ａは、ＢＣ間の通謀の前から本人の地位にあり、新た  

な利害関係人に該当せず、保護されない。   

 

7-15   〇  極テキストⅠＰ１０１  

Ｄが利害関係を有するのは､建物であって､仮装譲渡の目的物たる土地には、 

直接の利害関係がなく、民９４Ⅱの第三者として保護されない。よって、  

Ａは、Ｄに対し、Ａ・Ｂ間の売買契約の無効の主張が認められる。  

 

7-16   ×  極テキストⅠＰ１０１  

Ｃが利害関係を有するのは､建物であって､仮装譲渡の目的物たる土地には、 

直接の利害関係がなく、民９４Ⅱの第三者として保護されない。よって、  

Ａは、Ｃに対し、土地の売却が無効であるとして建物からの退去によ

る土地の明渡しを求めることはできる。  
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■  民法第９４条第２項の規定によって保護される善意の第三者からの転得者

の地位について、次の二つの考え方があり、下記の記述は、その一方の考え

方から他方の考え方に対する批判である。各記述における「この説」が第１

説を指すものはどれか。  

                                              〔１２－４〕  

 

第１説  善意の第三者が絶対的・確定的に権利を取得するので、転得者は、 

通謀虚偽表示について悪意であっても、有効に権利を所得する。  

 

第２説  処分行為の効力は当事者ごとに相対的・個別的に判断すべきであり、 

転得者は、通謀虚偽表示について悪意であれば、権利を取得しない。 

 

7-17   この説では、取引関係について綿密に調査した者が保護されず、逆に、

調査を怠った者が保護される結果となる。  

 

7-18   この説では、権利の譲渡性・流通性が大幅に制限される。  

 

7-19   この説では、善意の第三者は追奪担保責任を問われることになり、善

意の第三者を保護した実質が失われることになる。  

 

7-20   この説では、原権利者はいったん権利を喪失したにもかかわらず、そ

の後に、その権利が復活することになる。  

 

7-21   この説では、他人を「隠れみの」として利用することを回避すること

ができない。  
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7-17   ×  極テキストⅠＰ１０１  

       綿密に調査をすればするほど悪意となり、相対的に判断するなら、そ  

の綿密に調査した者が保護されないことになる。  

       「第１説」から「第２説」への批判。  

 

7-18   ×  極テキストⅠＰ１０１  

第２説では悪意の転得者は保護されないので、善意の第三者は善意の  

転得者を探して譲渡しなければならない。よって、譲渡性・流通性が  

大幅に制限される。  

       「第１説」から「第２説」への批判。  

 

7-19   ×  極テキストⅠＰ１０１  

    転得者に権利を取得させなければ、善意の第三者に追奪担保責任を追  

及することになる。  

「第１説」から「第２説」への批判。  

 

7-20   ×  極テキストⅠＰ１０１  

第２説の場合  

            Ａ             Ｂ             Ｃ                     

                                        善意                    

             権利を失う  

                           ↓  

            Ａ             Ｂ             Ｃ              Ｄ   

                                        善意            悪意  

             権利を復活する                                               

      「第１説」から「第２説」への批判  

 

7-21   〇  極テキストⅠＰ１０１  

第１説の場合は悪意の者が自分の前に善意者を介在させることによっ  

て、容易に保護されてしまう。「第２説」から「第１説」への批判。  
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■  虚偽表示によって権利者として仮装された者から直接に権利を譲り受け  

た第三者が善意であった場合において、その「善意の第三者」からの転得  

者等も民法第９４条第２項によって保護されるか否かという問題について  

は、「転得者等が善意の場合にのみ保護する」という見解がある。次の記  

述のうち、この見解に対する批判として適切なものはどれか。  

〔２０－４〕  

 

7-22     この見解によれば、転得者が前主である善意の第三者に対して担

保責任を追及することができることとなって、善意の第三者に不利

益が生じる可能性がある。  

 

7-23     この見解によれば、悪意の転得者も、いったん善意の第三者に権利

を取得させた上で、この善意の第三者から権利を譲り受ければ、当

該権利を取得することができることになる。  

 

7-24     この見解によれば、善意の第三者が、悪意の第三者のために虚偽表

示の対象となった財産に抵当権を設定した場合に、法律関係が複雑

になるおそれがある。  
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絶対的構成説：いったん「善意の第三者」が確定的に所有権を取得した以上、 

       その後の転得者は悪意であっても有効に権利を取得する。  

 

相対的構成説：転得者が民法９４条第２項によって保護されるかどうかは個別

的、相対的に判断すべきであり、いったん「善意の第三者」が

出現しても、転得者が悪意であれば、原権利者はその転得者に

対して虚偽表示の無効を主張できる。  

 

設問は相対的構成説からの見解である。  

 

7-22   ○  極テキストⅠＰ１０１  

   設問の見解に対しては、悪意の転得者が原権利者から目的物を追奪さ

れ、その結果、善意の第三者が転得者から追奪担保責任（民 561）を

問われることになり、善意の第三者を保護しようとした同条の趣旨に

反すると批判がなされる。  

 

7-23   × 極テキストⅠＰ１０１  

   絶対的構成説は、善意の第三者からの転得者は悪意であっても保護さ

れるとするので、悪意の者であっても、いったん善意の第三者に取得

させ、その後に譲り受ければ有効に権利を取得できることになる。本

肢は絶対的構成説への批判である。  

 

7-24   ○  極テキストⅠＰ１０１  

   相対的構成説を採った場合は、原権利者は、善意の第三者の所有権取

得を否定できず、ゆえに、その善意の第三者との関係では、その者が

設定した抵当権の効力を否定できない。しかし、悪意の抵当権者に対

しては、直接にその抵当権の効力を否定できることになり、法律関係

が複雑となる。よって、本肢は設問の見解に対する批判となる。  

                              Ｄ（ 悪 意 ）  

                         抵 当 権  

 

 

            Ａ                 Ｂ             Ｃ                     

                                            善 意                    
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7-25      この見解によれば、善意の第三者が虚偽表示の対象となった財産

を処分したり、当該財産に担保権を設定したりすることが、事実上

大幅に制約されることになる。  

 

7-26      この見解によれば、保護の対象から第三者を例外的に除外するこ

とを検討しなければならなくなるが、その識別基準にあいまいなと

ころがある。  

 

・        ・       ・  

 

7-27   Ａは、Ｂと協議の上、譲渡の意思がないにもかかわらず、その所有す

る甲土地をＢに売渡す旨の仮装の売買契約を締結した。Ｂは、Ａ・Ｂ間

の協議の内容を知っているＦに甲土地を転売し、さらに、Ｆは、その協

議の内容を知らないＧに甲土地を転売した。この場合、Ａは、Ｇに対し、  

Ａ・Ｂ間の売買契約の無効を主張することが認められる。                                               

 〔１１－３エ〕  

7-28   ＡとＢとが通謀して、Ａ所有の土地をＢに売却したかのように仮装し

たところ、Ｂは、その土地を悪意のＣに売却し、その後、Ｃは、その土

地を善意のＤに売却した。この場合、Ａは、Ｄに対し、ＡＢ間の売買が

無効であるとして土地の明渡しを求めることはできない。  

〔１５－５イ〕  

7-29   Ａは、Ｂと協議の上、譲渡の意思がないにもかかわらず、その所有す

る甲土地をＢに売渡す旨の仮装の売買契約を締結した。Ｂは、Ａ・Ｂ間

の協議の内容を知らないＨに甲土地を転売し、さらに、Ｈは、その協議

の内容を知っているＩに甲土地を転売した。この場合、Ａは、Ｉに対し、

Ａ・Ｂ間の売買契約の無効を主張することが認められる。  

〔１１－３オ〕 

7-30  Ａ所有の甲建物について、ＡＢ間の仮装の売買契約に基づきＡからＢ

への所有権の移転の登記がされた後にＢがＣに対して甲建物を譲渡し、

更にＣがＤに対して甲建物を譲渡した場合においてＣがＡＢ間の売買

契約が仮装のものであることを知っていたときは、Ｄがこれを知らなか

ったときであっても、ＤはＡに対し、甲建物の所有権を主張することが

できない。  

〔２７－５イ〕 
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7-25   ○  極テキストⅠＰ１０１  

   相対的構成説を採ると、善意の第三者が有効に転売するためには、善

意の転得者に転売する他なく、権利の譲渡性・流通性が大幅に制限さ

れることとなる。よって、本肢は設問の見解に対する批判となる。  

 

7-26   × 極テキストⅠＰ１０１  

   絶対的構成説では、悪意の転得者であっても保護されるが、善意の第

三者をわら人形的に介在させる等、信義則に照らし保護に値しない

ような悪意の転得者については、これを保護の対象から除外する構

成をとることもできるが、その識別基準にあいまいなところがあると

批判される。  

 

7-27   ×  極テキストⅠＰ１０１  

    Ｆが悪意であっても、転得者Ｇが善意であれば保護される。よって、  

Ａは、Ｇに対し、Ａ・Ｂ間の売買契約の無効を主張すること  

ができない。  

 

               Ａ                Ｂ               Ｆ                 Ｇ  

                                             悪意        善意  

 

7-28   〇  極テキストⅠＰ１０１  

 Ｃが悪意であっても、転得者Ｄが善意であれば保護される。よって、  

Ａは、Ｄに対し、ＡＢ間の売買が無効であるとして土地の明渡しを求  

めることはできない。  

 

               Ａ                Ｂ               Ｃ                Ｄ  

                                             善意               悪意  

 

7-29   ×  極テキストⅠＰ１０１  

    Ｈが善意であれば、転得者Ｉが悪意であっても、Ｉは保護される。よ  

って、Ａは、Ｉに対し、Ａ・Ｂ間の売買契約の無効を主張できない。  

 

7-30  ×  極テキストⅠＰ１０１  

Ｃが悪意であっても、転得者Ｄが善意であれば、Ｄは保護される。よ  

って、ＤはＡに対し、甲建物の所有権を主張することができる。  
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7-31  Ａ所有の甲建物について、ＡＢ間の仮装の売買契約に基づきＡからＢ

への所有権の移転の登記がされた後に、ＢがＣに対して甲建物を譲渡し、

ＡがＤに対して甲建物を譲渡した場合には、Ｃは、ＡＢ間の売買契約が

仮装のものであることを知らなかったときであっても、ＢからＣへの所

有権の移転の登記をしなければ、Ｄに対し、甲建物の所有権を主張する

ことができない。  

〔２７－５ア〕 

7-32   甲不動産はＡとＢの共有であるが、登記簿上はＡの単独所有とされて

いたところ、Ａは、Ｃとの間で甲不動産の売買契約を締結し、Ｃへの所

有権移転登記を経由した。ＡがＢに無断でＡ単独所有の登記を経由した

が、Ｂはその事実を知りながら長期間これを放置していた場合において、

甲不動産がＡＢの共有であることをＣが知らなかったときは、ＢはＣに

対し自己の持分を主張することができない。  

〔９－１０④〕  

7-33   甲不動産はＡとＢの共有であるが、登記簿上はＡの単独所有とされて

いたところ、Ａは、Ｃとの間で甲不動産の売買契約を締結し、Ｃへの所

有権移転登記を経由した。ＡがＢに無断でＡ単独所有の登記を経由し、

直ちにＣに売却した場合には、甲不動産がＡとＢの共有であることをＣ

が知らなかったときでも、ＢはＣに対し、自己の持分を主張することが

できる。  

〔９－１０⑤〕  

7-34  Ａ所有の甲建物について、ＡＢ間の仮装の売買予約に基づきＢを仮登  

記の登記権利者とする所有権移転請求権保全の仮登記がされた後、Ｂが  

Ａに無断で当該仮登記に基づく本登記をした場合において、その後にＢ  

から甲建物を譲り受けたＣが、その当時、当該本登記が真実に合致した  

ものであると信じ、かつ、そのように信じたことについて過失がなかっ  

たときは、Ｃは、Ａに対し、甲建物の所有権を主張することができる。 

〔２７－５エ〕  
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7-31 〇  極テキストⅠＰ１０２  

   本肢の場合、ＣとＤは、民法 177条の対抗関係に立つため、Ｃは、ＡＢ  

間の売買契約が仮装のものであることを知らなかったときであっても、 

ＢからＣへの所有権の移転の登記をしなければ、Ｄに対し、甲建物の所  

有権を主張することができない。  

 

 

7-32   〇  極テキストⅠＰ１０４  

    不当な登記を長期間放置しているので、事後的な承諾をしているもの  

として、民９４Ⅱ条を類推適用する。よって、甲不動産がＡＢの共有  

であることをＣが知らなかったときは、ＢはＣに対し自己の持分を主  

張することができない。  

 

 

7-33   〇  極テキストⅠＰ１０４  

    直ちに第三者に売却しているので、事後的な承諾をしているものと扱  

うことはできない。よって、甲不動産がＡとＢの共有であることをＣ  

が知らなかったときでも、ＢはＣに対し、自己の持分を主張すること  

ができる。  

 

 

 

7-34  ○  極テキストⅠＰ１０５  

第２の外形である本登記には、Ａは関与していないため、第三者Ｃに  

は、善意のほか、無過失であることを要件として、その保護が認めら  

れる（最判昭 43.1.17）。よって、ＢがＡに無断で当該仮登記に基づく  

本登記をした場合において、その後にＢから甲建物を譲り受けたＣが、 

その当時、当該本登記が真実に合致したものであると信じ、かつ、そ  

のように信じたことについて過失がなかったときは、Ｃは、Ａに対し、  

甲建物の所有権を主張することができる。  
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8-1    甲乙間の売買契約において、甲の錯誤が要素の錯誤であるときに関し

て、売買契約が無効とされる場合には、甲の錯誤がその過失によるもの

であっても、乙は損害賠償請求をすることはできない。  

                                              〔３－２１オ〕  

8-2    甲乙間の売買契約において、甲の錯誤が要素の錯誤であるときに関し

て、甲の錯誤が重大な過失に基づくものである場合、甲は売買契約の無

効を主張できないが乙は無効の主張ができる。     

 〔３－２１ア〕  

8-3    錯誤による意思表示をした者に重大な過失があった場合には、その表

意者は、無効を主張することができないが、その意思表示の相手方は、

無効を主張することができる。  

                                                〔１７－４ウ〕  

8-4    甲乙間の売買契約において、甲の錯誤が要素の錯誤であるときに関し

て、甲が錯誤無効を主張する意思がない場合、乙から無効を主張するこ

とはできない。                       

〔３－２１ウ〕  

8-5  学生Ａ :「無効」と「取消し」を主張することができる者の範囲に、違  

いはあるかな。  

学生Ｂ :「取消し」が可能な法律行為は、取消権者によってのみ取り消

すことができるので、だれからでも「取消し」を主張すること

ができるものではないよ。これに対して、「無効」である法律

行為は、何人の主張も待たず、絶対的に効力のないものと扱わ

れるから、「無効」を主張することができる者や「無効」を主

張することができる相手方が限定される場合はないよ。  

    上記下線部分は、判例の趣旨に照らし正しい。  

〔１６－６ウ〕 

8-6    高名な画家によるとされた絵画がＡからＢへ、ＢからＣへと順次売却

されたが、その後に、これが偽物と判明した場合において、無資力であ

るＢがその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、

Ｃは、Ｂに対する売買代金返還請求権を保全するため、Ｂにはその意思

表示の無効を主張する意思がなくても、Ｂの意思表示の無効を主張して、

ＢのＡに対する売買代金返還請求権を代位行使することができる。  

〔１２－７ウ〕  

8-7    手形の裏書人が、額面 1,000万円の手形を額面 100万円の手形と誤信し、 

100万円の手形債務を負担する意思で裏書をした場合には、その裏書人は、 

裏書人に額面どおりの手形債務負担の意思がないことを知って手形を取  

得した悪意の取得者に対し、その手形金のうち 100万円を超える部分に限  

り、錯誤を理由に手形金の償還義務の履行を拒むことができる。                                         

〔１７－４イ〕  
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8-1    ×  極テキストＰⅠ１１０  

｢契約締結上の過失(信義則) 」又は「不法行為(709)  」を根拠に損害賠償請  

求ができる。  

 

8-2    ×  極テキストⅠＰ１１１  

表意者甲には重大な過失があるため、無効主張できない。また、錯誤  

無効につき、相手方又は第三者は、原則として無効主張できない。よ  

って、乙は無効の主張ができない。   

 

8-3    ×  極テキストⅠＰ１１１  

    表意者には重大な過失があるため、無効主張できない。また、錯誤無  

効につき、相手方又は第三者は、原則として無効主張できない。  

 

8-4    〇  極テキストⅠＰ１１１  

錯誤無効につき、相手方又は第三者は、原則として無効主張できない。よ  

って、甲が錯誤無効を主張する意思がない場合、乙から無効を主張する  

ことはできない。  

 

8-5   ×  極テキストⅠＰ１１１  

原則として無効は誰からでも主張できるが、たとえば、錯誤による無  

効を主張できるのは表意者に限られ、相手方又は第三者は、原則として  

無効主張できないため、「無効」を主張することができる者や「無効」  

を主張することができる相手方が限定される場合はある。  

 

 

 

 

8-6    〇  極テキストⅠＰ１１１  

債権保全の必要性があり、かつ、表意者自身が錯誤を認めている場合は、 

例外的に表意者以外の者が無効主張できる。よって、Ｃは、Ｂに対する  

売買代金返還請求権を保全するため、Ｂにはその意思表示の無効を主  

張する意思がなくても、Ｂの意思表示の無効を主張して、ＢのＡに対  

する売買代金返還請求権を代位行使することができる。  

 

 

8-7    〇  極テキストⅠＰ１１２  

錯誤無効にも、一般の無効と同様に一部無効が認められる。よって、  

100万円の範囲では錯誤はないので、手形金のうち 100万円を超える部  

分に限り、錯誤を理由に手形金の償還義務の履行を拒むことができる。 
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■  錯誤によって意思表示をした者が、その意思表示を前提として新たな法律

関係を有するに至った第三者に対してその意思表示の無効を主張することが

できるかどうかについては、詐欺に関する民法第 96条第 3項の類推適用を肯定

する考え方と否定する考え方とがある。次の記述のうち、同項の類推適用を肯

定する考え方の根拠となるものとして適切なものはどれか。  

 

8-8 民法第 96条第 3項の規定は、取消しの遡及効を制限したものである。  

 

8-9 錯誤によって意思表示をした者の中には、詐欺によらず自ら錯誤に陥っ

た者も含まれているところ、だまされて錯誤に陥った者より、だまされてい

ないのに自ら錯誤に陥った者の方が帰責性は大きい。  

 

8-10 錯誤によって意思表示をした者がその意思表示の無効を主張した後に、

第三者がその意思表示を前提として新たな法律関係を有するに至った場合

と、詐欺によって意思表示をした者がその意思表示の取消しを主張した後に、

第三者がその意思表示を前提として新たな法律関係を有するに至った場合

とを区別する必要はない。  

 

8-11 同一の事案が錯誤と詐欺の双方に該当することも少なくなく、意思表示

をした者がいずれを主張するかによって第三者の地位が左右されることは

望ましくない。  

 

8-12 法律行為の要素に錯誤があることや錯誤によって意思表示をした者に

重大な過失がないことなど、錯誤による無効を主張するための厳格な要件を

満たした場合には、意思表示をした者の要保護性が高い。  

 

(参考）  

民法  

第 96条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。  

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、

相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことが

できる。  

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗

することができない。  
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8-8  肯定説の根拠とならない。  極テキストⅠＰ１１３  

錯誤は当初から無効であり、遡及効はない。そこで、民法第 96条第３

項の規定が、取消しの遡及効を制限したものであることを強調すると、

錯誤に対する類推適用を肯定する考え方の根拠とはならない。  

 

8-9    肯定説の根拠となる。  極テキストⅠＰ１１３  

だまされていないのに、自ら錯誤に陥った者の帰責性が大きい、とい

うのであれば、第三者の保護を重視すべきである。そして、帰責性の

小さい詐欺の場合でさえ、第三者保護規定が存在するのであるから、

錯誤の場合における第三者の保護の必要性は、より大きいといえる。

よって、民法第 96条第３項の類推適用を肯定する考え方の根拠となる。 

 

8-10   いずれの説の根拠ともならない。  極テキストⅠＰ１１３  

民法第 96条第３項は、取消前の第三者の保護を定めた規定である（大

判大 17.9.30）。よって、錯誤無効の主張後の第三者、詐欺の取消後の

第三者とを同視したとしても、取消前の第三者を対象とする民法第 96

条第３項とは無関係であり、その類推適用を肯定又は否定する根拠と

はならない。  

 

8-11   肯定説の根拠となる。  極テキストⅠＰ１１３  

錯誤に陥った者が、錯誤と詐欺のいずれを主張するのかによって第三

者の地位が左右されることは望ましくない、というのであれば、錯誤

の場合にも詐欺の場合の第三者と同様に扱うべきということになり、

民法第 96条第３項の類推適用を肯定する考え方の根拠となる。  

 

8-12   肯定説の根拠とならない。  極テキストⅠＰ１１３  

錯誤無効を主張できる場合の要件（要素の錯誤・無重過失）を満たす

場合は、意思表示をした者の要保護性が高い、というのであれば、こ

の場合は、第三者の保護は考慮すべきでないことになり、民法第 96条

第３項の類推適用を否定する考え方の根拠となる。  
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8-13    相手方が資産家であると誤信し、それを動機として婚姻をした場合

には、その動機が表示され、意思表示の内容となっていたときであって

も、その婚姻について、錯誤による無効を主張することはできない。  

〔１７－４ア〕  

 

8-14    家屋の賃貸人が自ら使用する必要があるとの事由で申し立てた家屋

明渡しの調停が成立した場合において、その後にその事由がなかったこ

とが明らかになったとしても、その事由の存否が調停の合意の内容とな

っていないときは、その調停について、錯誤による無効を主張すること

はできない。  

〔１７－４エ〕  
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8-13   〇  極テキストⅠＰ１１６  

婚姻・養子縁組については、人違い等以外は動機が明示又は黙示に表示  

されていても、無効主張できない。  

 

8-14   〇  極テキストⅠＰ１１７  

その事由が合意解除又は明渡しの合意の内容となっていない以上､そ  

の調停は要素に錯誤があるということはできない。よって、その調停に  

ついて、錯誤による無効を主張することはできない。  
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9-1   ＡがＢからＣ社製造の甲薬品を購入した際にＢは、Ｃ社の従業員から

甲薬品はガンの予防に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け、これを

信じてＡに同様の説明をし、Ａもこれを信じて甲薬品を購入した場合、

Ａは、Ｂとの間の売買契約を取り消すことができる。  

〔１３－１イ〕  

9-2    ＡがＢに欺罔されてＡ所有の土地を善意のＣに売却した場合、Ａは、

ＡＣ間の売買契約を詐欺を理由として取り消すことはできない。  

〔１８－６オ〕  

9-3    ＡがＢに対して金銭を貸し付け、この金銭債権の担保のため、Ｃ所有

の不動産に抵当権が設定されてその登記がされた後、Ａがその貸金債権

をＤに譲渡した。Ｂの詐欺によってＣが抵当権を設定した場合には、Ａ

及びＤがそのことを知らないときであっても、Ｃは、Ａとの間の抵当権

設定契約を取り消して、Ｄに対して抵当権の無効を主張することができ

る。  

〔７－７エ〕  

9-4   ＡがＢからＣ社製造の甲薬品を購入した際にＡが、Ｃ社の従業員から

甲薬品はガンの予防に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け、これを

信じて甲薬品を購入した場合、Ｂがその事情を知り得なかったときでも、

Ａは、Ｂとの間の売買契約を取り消すことができる。  

〔１３－１ウ〕  

 

9-5    Ａの代理人Ｂが相手方Ｃとの間で売買契約を締結した場合、Ｃの意思

表示がＡの詐欺によるものであったときでも、Ｂがその事実を知らなか

った場合には、Ｃは、その意思表示を取り消すことができない。  

                       〔９－２ア〕  

9-6    相手方の欺罔行為により錯誤に陥って贈与の意思表示をした者は、そ

の相手方が贈与を受けた物を善意の第三者に譲渡した後であっても、そ

の意思表示を取り消すことができる。  

                                              〔５９－２②〕  

9-7    ＡがＢの詐欺により、Ｂとの間で、Ａ所有の甲土地を売渡す契約を締

結したという事例に関して、Ａは、詐欺の事実に気づいて売買契約の意

思表示を取消した場合において、Ｂへの所有権移転登記を経由していた

ときは、Ｂが第三者に転売した後であっても、Ｂに対し、その登記の抹

消を請求できる。  

                                           〔１０－４エ〕  

9-8    ＡがＢに欺罔されてＡ所有の土地をＢに売却した後、善意のＣがＢか

らこの土地を買い受けた場合、Ａは、詐欺を理由としてＡＢ間の売買契

約を取り消すことはできない。  

〔１８－６エ〕  
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9-1    ×  極テキストⅠＰ１１８  

    「詐欺者の故意」には①相手方を欺いて錯誤に陥れようという意思  ②

その錯誤によって意思表示をさせようとする意思の二重の故意が必

要である。本肢では、ＢはＣ社の従業員からの虚偽の説明を受け、こ

れを信じていたので、①の意思さえ認められず、詐欺は成立しない。 

 

9-2    〇  極テキストⅠＰ１１９  

第三者による詐欺は、相手方が詐欺の事実を知っていた（悪意）とき  

に限って取消すことができる。本肢では、相手方Ｃが善意であるため、 

Ａは、ＡＣ間の売買契約を詐欺を理由として取り消すことはできない。 

 

9-3    ×  極テキストⅠＰ１１９  

第三者による詐欺は、相手方が詐欺の事実を知っていた（悪意）とき  

に限って取消すことができる。よって、Ｃは、Ａとの間の抵当権設定  

契約を取り消して、Ｄに対して抵当権の無効を主張することはできな  

い。  

 

9-4    ×  極テキストⅠＰ１１９   

    第三者による詐欺は、相手方（Ｂ）がその事実を知っていたときに限

り取消すことができる。よって、Ａは、Ｂとの間の売買契約を取り消

すことができない。  

 

9-5    ×  極テキストⅠＰ１１９  

「第三者による詐欺」にあたらず、Ｂが善意であっても取消すことが

できる。  

 

9-6    〇  極テキストⅠＰ１２１  

    善意の第三者が出現した後も、当事者間では取消しを主張できる。    

 

   

9-7    〇  極テキストⅠＰ１２１  

    善意の第三者が出現した後も、当事者間では取消しを主張できる。よ  

って、Ｂが第三者に転売した後であっても、Ａは、Ｂに対し、その登  

記の抹消を請求できる。  

 

9-8    ×  極テキストⅠＰ１２１  

    善意の第三者が出現した後も、当事者間では取消しを主張できる。  

 



-  57 -  

 

9-9    第三順位の抵当権者の欺罔行為により第一順位の抵当権者が錯誤に

陥って、その抵当権を放棄する旨の意思表示をしたときには、第二順位

の抵当権者が善意であったとしても、第一順位の抵当権者は、その意思

表示の取消をもって第二順位の抵当権者に対抗することができる。                  

〔５９－２⑤〕  

9-10    Ａ所有の土地にＢの１番抵当権、Ｃの２番抵当権が設定されており、

ＢがＡに欺罔されてその１番抵当権を放棄した後、その放棄を詐欺を理

由として取り消した場合、Ｂは、善意のＣに対してその取消しを対抗す

ることができる。  

〔１８－６ア〕  

9-11    Ａは、Ｂに欺罔されてＡ所有の土地をＢに売却した後、この売買契

約を詐欺を理由として取り消したが、その後に悪意のＣがＢからこの土

地を買い受けた場合、Ａは、登記無くしてその取消しをＣに対抗するこ

とができる。  

〔１８－６イ〕  

9-12   ＡがＢの詐欺により、Ｂとの間で、Ａ所有の甲土地を売渡す契約を締

結したという事例に関して、Ａが詐欺の事実に気づいた後に、ＢがＡに

対し、相当の期間を定めて売買契約を追認するかどうかを確答するよう

催告した場合、Ａがその期間内に確答しなければ、Ａは、売買契約の意

思表示を取消したものとみなされる。          

 〔１０－４ア〕  

9-13   相手方の強迫行為により完全に意思の自由を失って贈与の意思表示

をした者は、その意思表示の取消をしなくても、相手方に対して贈与し

た物の返還を請求することができる。  

                                              〔５９－２③〕  

9-14   金銭の借主の強迫行為によって貸主との間でその金銭債務について

の保証契約をした者は、貸主がその強迫の事実を知らなかったときには、

保証契約の意思表示を取り消すことができない。  

                                              〔５９－２④〕  

9-15   ＡはＢの代理人として、Ｃとの間で金銭消費貸借契約及びＢ所有の甲

土地に抵当権を設定する契約（以下両契約を合わせて「本契約」という）

を締結した。本契約が第三者ＤのＡに対する強迫に基づくものである場

合、Ｃがこれを過失なく知らなくても、Ｂは本契約を取消すことができ

る。                                                            

〔１２－３⑤〕  

9-16   甲が土地を乙に強迫されて譲渡し、更に乙が事情を知らない丙に転売

し、それぞれ所有権移転登記を経由した場合、甲は乙に取消しの意思表

示をすれば、丙に対し、その登記の抹消を請求することができる。  

〔３－８ウ〕  

9-17   ＡがＢに強迫されてＡ所有の土地をＢに売却し、善意のＣがＢからこ

の土地を買い受けた後、ＡがＡＢ間の売買契約を強迫を理由として取り

消した場合、Ａは、Ｃに対してその取消しを対抗することができる。  

〔１８－６ウ〕  
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9-9    〇  極テキストⅠＰ１２１  

反射的に利益を受けた者は、「善意の第三者」に含まない。よって、第

二順位の抵当権者が善意であったとしても、第一順位の抵当権者は、

その意思表示の取消をもって第二順位の抵当権者に対抗することがで

きる。  

 

9-10   ○  テキストⅠＰ１２１  

反射的に利益を受けた者は、「善意の第三者」に含まない。よって、Ｂ  

は、善意のＣに対してその取消しを対抗することができる。  

 

9-11   ×  極テキストⅠＰ１２２  

取消後の第三者との関係は、民１７７の対抗関係となる。よって、Ａは、  

登記無くしてその取消しをＣに対抗することができない。  

 

 

9-12   ×  極テキストⅠＰ１２３  

詐欺による意思表示をした者の相手方からの「催告」という制度はなく、

確答しなくても、何らの効果も生じない。  

 

 

 

9-13   〇  極テキストⅠＰ１２４  

完全に意思の自由を失っていた場合は、無効となる。よって、その意  

思表示の取消をしなくても、相手方に対して贈与した物の返還を請求  

することができる。  

 

9-14   ×  極テキストⅠＰ１２４  

「第三者による強迫」の場合は、相手方が善意であっても取消すこと  

ができる。よって、保証人は、貸主が借主による強迫の事実を知らな  

かったときであっても、保証契約の意思表示を取り消すことができる。 

 

9-15   〇  極テキストⅠＰ１２４  

「第三者による強迫」の場合は、相手方が善意であっても取消すこと

ができる。よって、Ｃが第三者ＤのＡに対する強迫を過失なく知らなく

ても、Ｂは本契約を取消すことができる。  

 

9-16   〇  極テキストⅠＰ１２５  

強迫の場合は、第三者保護規定がない。よって、甲は乙に取消しの意  

思表示をすれば、丙に対し、その登記の抹消を請求することができる。  

 

9-17   〇  極テキストⅠＰ１２５  

強迫の場合は、第三者保護規定がない。よって、Ａは、Ｃに対してそ  

の取消しを対抗することができる。  
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■   売買契約における当事者の一方Ａの意思表示が錯誤によって無効である

場合（以下「錯誤の場合」という）と、詐欺を理由として取り消すことがで

きる場合（以下「詐欺の場合」という）に関して。  

 

10-1    錯誤の場合と詐欺の場合とが競合するときは、Ａは、錯誤による無

効のみを主張することができる。  

                                               〔６－５ア〕  

10-2    錯誤の場合には、誰でも無効を主張することができるが、詐欺の場

合には、取消権を行使することができる者は限定されている。  

                                               〔６－５イ〕  

10-3   錯誤の場合には、Ａの追認によって有効な意思表示に転換させる余地

はないが、詐欺の場合には、Ａの追認によって確定的に有効な意思表示

にすることができる。  

                                                〔６－５ウ〕  

10-4    民法上、錯誤の場合には、無効を主張することができる期間につい

ての定めはないが、詐欺の場合は、取消権を行使できる期間については

定めがある。  

                                               〔６－５エ〕  

10-5    錯誤の場合には、Ａは、すべての第三者に対して、無効を主張する

ことができるが、詐欺の場合には、Ａは、すべての第三者に対して取消

を主張することができるわけではない。  

                                               〔６－５オ〕  

・       ・      ・  

10-6    成年被後見人が締結した契約をその成年後見人が取り消すには、そ

の行為を知った時から５年以内にする必要があるが、意思無能力を根拠

とする無効であれば、その行為を知った時から５年を過ぎても主張する

ことができる。  

〔１９－６イ〕  

10-7    学生Ａ : ある法律行為の効力が否定される場合として、「無効」と  

「取消し」とがある。「無効」である法律行為は、その効果  

が当初から生じないから、既に給付をした場合には、相手  

方に対して不当利得返還請求をすることができる。これに

対して、「取消し」が可能な法律行為は、取り消されない

限り一応有効とされるから、取り消されるまでは不当利得

返還請求権は発生しない。ここに違いがあることになる。  

上記下線部分は、判例の趣旨に照らし正しい。  

〔１６－６ア〕 
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10-1   ×  極テキストⅠＰ１２６  

    錯誤の場合と詐欺の場合とが競合するときは、いずれを主張することも  

できる。  

 

10-2   ×  極テキストⅠＰ１２６  

詐欺の取消権者は限定されており、錯誤無効の主張も一般の無効と  

は異なり、原則として表意者のみが無効主張できる。  

 

10-3   ×  極テキストⅠＰ１２６  

錯誤無効であっても、無効であることを承知した上で追認した場合は、

これによって有効な意思表示に転換させる余地はある。  

詐欺の場合は、追認によって確定的に有効な意思表示とすることがで

きる。  

 

10-4   〇  極テキストⅠＰ１２６  

無効主張に期間限定なし。取消には行使期間に制限がある。  

 

10-5   〇  極テキストⅠＰ１２６  

錯誤の場合には、Ａは、すべての第三者に対して、無効を主張するこ  

とができるが、詐欺の場合は、善意の第三者に対して、取消の効果を  

主張することはできない。  

 

10-6   〇  極テキストⅠＰ１２６  

無効主張に期間限定なし。取消には、追認することができる時から５  

年又は行為の時から 20年という行使期間の制限がある。  

 

 

10-7  ○  極テキストⅠＰ１２６  

無効な法律行為は、当初から効力を生じておらず、直ちに不当利得返

還請求をすることができる。取消しが可能な法律行為は、取消しによ

り初めて効力を失い、そこから不当利得返還請求権が生じる。  

 

 

 

 

 



-  61 -  

 

10-8 教授：Ａは、Ｂが営む骨董屋の店内に陳列されていた彫刻甲を著名な彫  

刻家Ｃの真作であると信じて購入した。ところが、実際には、甲  

はＣの真作ではなかった場合において詐欺を主張するか、錯誤を  

主張するかで、他に異なる点はありますか。  

    学生：詐欺による取消しについては、  ＡＢ間の売買契約を前提として  

        新たに法律関係に入った善意の第三者を保護する規定や取消権の  

行使についての期間の制限の規定があるのに対して、錯誤につい  

ては、このような明文の規定がないことが挙げられます。  

〔２３－５オ〕 

10-9    当事者が無効な行為を追認したときは、当該追認は、当該行為の時  

に遡ってその効力を生じる。  

〔２５－５ア〕  

10-10    未成年者Ａが、Ａ所有のパソコン甲をＡの唯一の親権者Ｂの同意な  

く成年者Ｃに売る契約（以下「本件売買契約」という。）を締結した。 

Ａが甲の引渡し後に自ら本件売買契約を取り消した場合には、その取消  

しがＢに無断であったときでもＢは、当該取消しを取り消すことができ  

ない。  

  〔２３－４イ〕  

10-11ａ  被保佐人が銀行から金銭を借り受けた場合において、その債務を保証

した者は、その当時債務者が保佐開始の審判を受けていることを知って

いたかどうかにかかわらず、被保佐人が締結した金銭消費貸借契約を取

り消すことができない。  

                                              〔６３－３④〕  

10-11ｂ  主たる債務者が行為能力の制限によってその債務を生じさせた行為  

を取り消すことができる場合であっても、当該債務の保証人が当該行為  

を取り消すことはできない。  

〔２５－５ウ〕  

10-12   ＡがＢの詐欺により、Ｂとの間で、Ａ所有の甲土地を売渡す契約を

締結したという事例に関して、Ａは詐欺の事実に気づいて売買契約の意

思表示を取消した場合において、Ｂへの所有権移転登記を経由していた

ときは、Ｂに対し、受領済の代金及びこれに対する受領時以後の法定利

率による利息を返還しなければならない           

〔１０－４オ〕  
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10-8  ○  極テキストⅠＰ１２６  

詐欺による取消しについては、  当事者間の売買契約を前提として新た  

に法律関係に入った善意の第三者を保護する規定 (96Ⅰ・Ⅲ )や取消権の  

行使についての期間の制限の規定 (追認することができる時から５年又  

は行為の時から 20年  126)があるのに対して、錯誤については、このよ  

うな明文の規定がない。  

 

10-9   ×  極テキストⅠＰ１２６  

原則として、無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。  

ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたとき  

は、その追認の時から新たな行為をしたものとみなされる（ 119）。そ  

の効力を無効な行為がなされた時に遡及させる旨の特約も可能との解  

釈がなされているが（通説）、当然に遡及効が認められるわけではな  

いため、×となる。  

 

10-10   ○  極テキストⅠＰ１３０  

未成年者Ａは法定代理人の同意を得ずに単独で有効な取消しの意思表  

示ができ、その取消しがＢに無断であったときでもＢは、当該取消し  

を取り消すことができない。  

 

 

10-11ａ  〇  極テキストⅠＰ１３２  

保証人は、民法 120条の取消権者として規定されていない。よって、債  

務者が保佐開始の審判を受けていることを知っていたかどうかにかか  

わらず、保証人は、被保佐人が締結した金銭消費貸借契約を取り消す  

ことができない。  

 

10-11ｂ  ○   極テキストⅠＰ１３２   

制限行為能力者の債務を保証した者は、民法 120条の取消権者に含ま  

れておらず、制限行為能力者の債務負担行為につき取消権を有しない  

（大判昭 20.5.21）。  

 

10-12  ×  極テキストⅠＰ１３３  

契約時には詐欺に気づかず、善意であったので、返還の範囲は現存  

利益で足り、受領時以後の法定利率による利息は現存利益にあたらず、 

返還を要しない。なお、解除では、金銭を返還する場合は、受領時か

らの利息を付さなければならない旨の規定が存在する（ 545Ⅱ）。  
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10-13   成年被後見人甲は、単独で、その所有する建物を代金４００万円で

乙に売却し、この代金のうち、３０万円を丙に対する債務の返済に充て

たうえ、２００万円を遊興費に、１２０万円を生活費にそれぞれ使い、

残りの５０万円を所持している。この場合において、甲の後見人が乙に

対し建物の売買契約を取り消した時に、甲が乙に返還すべき金額を述べ

よ。  

                                               〔６２－３〕  

10-14   甲乙夫妻の子丙（１８歳）が丁から５０万円借金して、大学の入学

金の支払に充てたという事例に関して、丙が未成年を理由に消費貸借契

約を取り消した場合、丙は丁に対して５０万円を返還しなければならな

い。  

   〔２－１４エ〕  

10-15   未成年者Ａは、単独の法定代理人である母親Ｂの所有する宝石を、

Ｂに無断で自己の物としてＣに売却し引き渡した上、代金５０万円のう

ち３０万円を受け取り、そのうち１０万円を遊興費として消費してしま

った。他方、Ｃは、Ａに対し、残代金を支払わない。この場合に  Ａが、

未成年者であることを理由にＡ・Ｃ間の売買を取り消した場合には、Ａ

は、Ｃに対し、２０万円を返還すれば足りる。  

〔６－７ウ〕  

10-16   未成年者が買主としてした高価な絵画の売買契約を取り消した場合

において、その絵画が取消し前に天災により滅失していたときは、当該

未成年者は、売主から代金の返還を受けることができるが、絵画の代金

相当額を不当利得として売主に返還する必要はない。  

〔１９－６ア〕  

10-17   甲は、未成年者であるが、親権者丙の同意を得ないで、乙に壺を売

却した。その後、丙がその売買契約を追認したときは、当該売買契約は

追認のときから有効となる。               

〔５－８④〕  

10-18 教授：Ａは、Ｂの詐欺により錯誤に陥り、Ｂから、ある動産を買い受け  

る旨の売買契約を締結しましたが、その売買契約の締結後に、Ｂ  

が売買代金請求権をＣに譲渡し、その旨をＡに通知したとします。 

ＡとしてはＢの詐欺にもかかわらず、売買契約を追認しようと考  

えている場合、追認の意思表示は誰に対して行うことになります  

か。  

学生：追認とは、取消うべき法律行為の効力を有効に確定する旨の意思

表示であり、その意思表示は、取消しうべき法律行為の相手方に

対してするものですので、設例の場合には、Ｃに対してではなく、

Ｂに対してしなければなりません。  

〔１２－１イ〕  
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10-13  ２００万円   極テキストⅠＰ１３３  

制限行為能力を理由に取消した場合は、現存利益での返還で足りる。  

そして、遊興費として支出したものは、現存利益に該当しない。よっ  

て、本肢では、現存する 50万円及び生活費として支出した 120万円は、 

現存利益に該当するが、遊興費として支出した 200万円は、現存利益に  

該当しないため、甲が乙に返還すべき金額は、 200万円である。  

 

10-14  〇  極テキストⅠＰ１３３  

制限行為能力を理由に取消した場合は、現存利益での返還で足りる。

大学の入学金として支出したものは、現存利益に該当するため、丙は

丁に対して５０万円を返還しなければならない。  

 

10-15  〇  極テキストⅠＰ１３３  

制限行為能力を理由に取消した場合は、現存利益での返還で足りる。  

そして、遊興費として支出したものは、現存利益に該当しない。よっ  

て、本肢では、遊興費として消費した 10万円は、現存利益に該当しな

いため、Ａは、Ｃに対し、２０万円を返還すれば足りる。  

 

10-16  〇  極テキストⅠＰ１３３  

制限行為能力を理由に取消した場合は、現存利益での返還で足りる。  

    本肢では、売買契約の取消前に天災により絵画が滅失しているため、

現存利益はなく、絵画の代金相当額を不当利得として売主に返還する

必要はない。なお、売買契約が取り消された以上、売主は未成年者か

ら受領している絵画が代金相当額の金銭については、不当利得となる

ため、未成年者は、売主から代金の返還を受けることができる。  

 

 

10-17  ×  極テキストⅠＰ１３４  

追認は、確定的に有効にするものであり、追認前から、一応有効であ

るため、×となる。  

 

10-18  〇  極テキストⅠＰ１３４  

追認の意思表示は、追認することができる行為の直接の相手方である  

譲渡人に対して行う。よって、Ｃに対してではなく、Ｂに対してしな  

ければならない  
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10-19  制限行為能力者が行為能力の制限によって取り消すことができる行為

によって生じた債務を行為能力者となった後に承認した場合であっても、

当該行為が取り消すことができるものであることを当該制限行為能力者

が知らないときは、当該行為を追認したものとはならない。  

〔２５－５エ〕  

10-20 学生Ａ : 取消権者が義務を履行した場合には、相手方は、その法律行為

はもはや取り消されないものと考えるだろうから、その信  

頼を保護する必要があるね。  

学生Ｂ : その場合には、追認をしたものとみなされて、取り消すことが  

できなくなるよ。ただ、相手方が信頼を抱くのは、取消権者が  

積極的な行為をした場合に限られるから、相手方が履行をして  

取消権者がこれを受領しても、それだけでは追認とはみなされ  

ないよ。  

上記下線部分は、判例の趣旨に照らし正しい。  

〔１６―６オ〕  

10-21 教授：Ａは、Ｂの詐欺により錯誤に陥り、Ｂから、ある動産を買い受け  

る旨の売買契約を締結しましたが、Ａが売買代金を弁済する前に  

Ｂから売買の目的物である動産の引渡を受けた場合は、どうです  

か。  

学生：この場合も、Ａは、Ｂによる債務の履行を受領しただけであり、 

自らの債務を履行したわけではないので、法定追認には当りませ  

ん。  

〔１２－１エ〕  

10-22  取り消すことができる行為について追認をすることができる取消権

者が当該行為から生じた債務の債務者として履行をした場合には、法定

追認の効力が生ずるが、当該行為について当該取消権者が債権者として

履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない。  

〔２５－５オ〕  

10-23  甲は、乙に家屋を購入する代理権を与え、乙は、丙との間で、甲のた   

   めにすることを示して特定の家屋の購入契約を締結したが、実は、その

家屋は丁所有のものであった。その契約が丙の詐欺による場合でも、甲

がそのことを知った後、丙に対してその契約の履行を請求したときは、

甲は、詐欺を理由としてその契約を取り消すことはできない。   

〔５７－３③〕          

10-24   未成年者甲がその所有する土地について、法定代理人乙の同意を得  

ないで、買主丙との間で売買契約を締結した場合に関して、乙が丙に対  

して、売買代金の支払を請求したときは、乙は、売買契約を取り消すこ  

とができない。      

〔５６－１④〕  
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10-19  ○  極テキストⅠＰ１３５  

成年後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、 

その了知をした後でなければ、追認をすることができない。（ 124Ⅱ）。  

当該規定は、成年後見人以外の他の制限行為能力者についても適用さ  

れると解されている。  

 

10-20  ×  極テキストⅠＰ１３６  

全部又は一部の履行は、法定追認事由である（ 125）。履行には、取  

消権者が債務者として履行する場合のみならず、債権者として履行を  

受領する場合も含む（大判昭 8.4.28）。  

 

10-21  ×  極テキストⅠＰ１３６  

全部又は一部の履行は、法定追認事由である（ 125）。履行には、取  

消権者が債務者として履行する場合のみならず、債権者として履行を  

受領する場合も含む（大判昭 8.4.28）。  

 

 

10-22 × 極テキストⅠＰ１３６   

全部又は一部の履行は、法定追認事由である（ 125）。履行には、取  

消権者が債務者として履行する場合のみならず、債権者として履行を  

受領する場合も含む（大判昭 8.4.28）。  

 

10-23  ○  極テキストⅠＰ１３６  

取消権者による履行の請求は、法定追認となる。よって、詐欺の事実  

を知った後、丙に対してその契約の履行を請求したときは、甲は、詐  

欺を理由としてその契約を取り消すことはできない。   

 

        甲  

 

 

 

        乙        丙     丁  

 

10-24  〇  極テキストⅠＰ１３６  

    取消権者である法定代理人による履行の請求は、法定追認となる。よ  

って、乙が丙に対して、売買代金の支払を請求したときは、乙は、売  

買契約を取り消すことができない。                
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10-25 教授：Ａは、Ｂの詐欺により錯誤に陥り、Ｂから、ある動産を買い受け  

る旨の売買契約を締結しましたが、Ａが代金債権の譲渡を受けた

Ｃから売買代金の弁済を請求された場合、この請求を受けたとい

う事実をもってＡは追認をしたものとみなされますか。  

      学生：取消権者であるＡが、履行の請求をされただけでは、法定追認が  

あったことにはなりません。  

〔１２－１ウ〕  

10-26  ＡがＢからＣ社製造の甲薬品を購入した際にＡがＢから甲薬品を１

００箱以上購入しないと店から出さないと脅されて、これを購入した場

合でも、ＢがＡＢ間の売買代金債権をＤに譲渡し、その旨の通知をＡに

したときは、Ａは、Ｂとの間の売買契約を取り消すことができない。  

〔１３－１ア〕  

10-27  未成年者甲がその所有する土地について、法定代理人乙の同意を得な

いで、買主丙との間で売買契約を締結した場合に関して、甲が成年に達

した後、売買代金債権を他人に譲渡したときは、甲は、売買契約を取り

消すことができない。  

〔５６－１①〕  

10-28  Ａが被保佐人Ｂに対し金銭を貸し付け、Ｂの保佐開始の審判が取り消

された。その後、Ｂが新たに担保を提供したときは、Ｂは追認したもの

とみなされる。                          

〔４－７イ〕  

 

10-29  未成年者Ａは、単独の法定代理人である母親Ｂの所有する宝石を、Ｂ

に無断で自己の物としてＣに売却し引き渡した上、代金５０万円のうち

３０万円を受け取り、そのうち１０万円を遊興費として消費してしまっ

た。他方、Ｃは、Ａに対し、残代金を支払わない。Ａが、Ｂの同意を得

て、Ｃに対し代金残額２０万円の履行請求をした場合には、Ａは、未成

年者であることを理由にＡ・Ｃ間の売買を取り消すことができない。  

                                               〔６－７オ〕  

10-30  Ａの詐欺により、ＢがＡから旧式の小型乗用車を高額で買い受けたが、

Ｂがその詐欺に気づかないままそれをＣに譲渡したときは、追認したも

のとみなされる。                      

〔４－７エ〕  

10-31  未成年者Ａが、Ａ所有のパソコン甲をＡの唯一の親権者Ｂの同意なく

成年者Ｃに売る契約（以下「本件売買契約」という。）を締結した。

Ａが、成年に達する前に本件売買契約の代金債権を第三者に譲渡した

場合には、本件売買契約及び代金債権の譲渡につきＢの同意がなく、

かつ、追認がなかったときでもＡ  は、本件売買契約を取り消すことが

できない。  

 〔２３－４ウ〕  
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10-25  〇  極テキストⅠＰ１３６  

取消権者である債務者が債権者から請求を受けても、法定追認とはなら  

ない。  

  

10-26  ×  極テキストⅠＰ１３６  

    取消権者であるＡが取得した権利の一部又は全部を譲渡したときは法  

定追認事由にあたるが、Ｂが当該行為をしても、法定追認とはならず、  

Ａは取消すことができる。  

          代 金 債 権  

       Ａ        Ｂ  

 

                債 権 譲 渡  

 

               Ｄ  

 

10-27  〇  極テキストⅠＰ１３７  

成年に達した後の「取得した権利の全部又は一部の譲渡」は、法定追  

認となる。よって、甲が成年に達した後、売買代金債権を他人に譲渡  

したときは、甲は、売買契約を取り消すことができない。        

 

10-28  〇  極テキストⅠＰ１３７  

保佐開始の審判が取り消された後の取消権者による担保提供は、法定  

追認となる。  

 

 

 

10-29  〇  極テキストⅠＰ１３７  

未成年の間であっても、法定代理人の同意を得て、履行を請求した場  

合は、法定追認となる。よって、Ａは、未成年者であることを理由に  

Ａ・Ｃ間の売買を取り消すことができない。  

 

 

 

10-30  ×  極テキストⅠＰ１３７  

詐欺を脱した後の譲渡でなければ、法定追認とならない。  

 

 

10-31  × 極テキストⅠＰ１３７  

     未成年の間に法定代理人の同意を得ることなくなされた代金債権の

譲渡は法定追認とはならない。よって、本肢の場合、Ａは、本件売買

契約を取り消すことができる。  
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10-32   未成年者Ａが、Ａ所有のパソコン甲をＡの唯一の親権者Ｂの同意な

く成年者Ｃに売る契約（以下「本件売買契約」という。）を締結した。

本件売買契約の締結後に契約締結の事実を知ったＢが、Ａが成年に達

する前に、Ｃに対して甲を引き渡した場合には、当該引渡しがＡに無

断であったときでも、Ａは、本件売買契約を取り消すことができない。  

 〔２３－４エ〕 

10-33  ＡがＢの詐欺により、Ｂとの間で、Ａ所有の甲土地を売渡す契約を締

結したという事例に関して、Ａは、詐欺の事実に気づいた後に、売買代

金の支払請求をした場合であっても、その際に異議をとどめていれば、 

なお売買契約の意思表示を取消すことができる。   

〔１０－４イ〕  

10-34  未成年者Ａは、単独の法定代理人である母親Ｂの所有する宝石を、Ｂ  

に無断で自己の物としてＣに売却し引き渡した上、代金５０万円のうち  

３０万円を受け取り、そのうち１０万円を遊興費として消費してしまっ  

た。他方、Ｃは、Ａに対し、残代金を支払わない。この場合にＡは、成  

年者となった後は、未成年者であったことを理由にＡ・Ｃ間の売買を取  

り消すことができない。  

〔６－７エ〕  

10-35 教授：Ａは、Ｂの詐欺により錯誤に陥り、Ｂから、ある動産を買い受

ける旨の売買契約を締結しましたが、その後に、Ｂの詐欺が発

覚したため、Ａは、売買契約を取消したいと考えています。Ａ

はいつまでに取消さなければなりませんか。  

      学生：売買契約を締結した時から５年を経過すると、取消権は時効によ  

り消滅してしまいますので、それまでに取消す必要があります。                             

〔１２－１ア〕  

10-36  ＡがＢの詐欺により、Ｂとの間で、Ａ所有の甲土地を売渡す契約を締

結したという事例に関して、売買契約の締結後、２０年が経過した後に

Ａが初めて詐欺の事実に気づいた場合、Ａは売買契約を取消すことがで

きない。  

                                              〔１０－４ウ〕  

10-37 学生Ｂ : 「無効」は、永久に主張することができるけれど、「取消し」 

は、行為の時から５年が経過すると主張することができなく  

なるという点は、「無効」と「取消し」で違うね。  

上記下線部分の発言は、判例の趣旨に照らし正しい。  

〔１６－６イ〕 

10-38   甲は、乙の詐欺により壺を売却したが、その数日後に詐欺を理由に

売買契約を取り消した。その後、６年が経過した場合でも、甲は、乙に

対して壺の返還を請求することができる。  

                                                〔５－８①〕  

-  70 -  

 

10-32  ○  極テキストⅠＰ１３７  

     法定代理人は追認権者であり (120・ 122)、本肢の場合、法定代理人Ｂ

がＣに対して甲を引き渡す行為は法定追認にあたる。これについては、

未成年者Ａの承諾や認識は要しない。よって、当該引渡しが未成年Ａ

に無断であったときでも、 Ａは、本件売買契約を取り消すことができ

ない。  

 

10-33  〇  極テキストⅠＰ１３７  

法定追認に該当する行為がなされた後であっても、異議をとどめてい  

た場合は、法定追認とならない。よって、Ａは売買契約の意思表示を  

取消すことができる。  

 

10-34  ×  極テキストⅠＰ１３７  

成年者となったと同時に取消権が消滅するわけではない。よって、Ａは、 

成年者となった後であっても、取消権が時効消滅等しない間は、未成年  

者を理由にＡ・Ｃ間の売買を取り消すことができる。  

 

10-35  ×  極テキストⅠＰ１３８  

取消権を行使できる期間は、追認することができるときから５年又は行  

為の時から２０年である。本肢の場合は、「追認することができるとき」 

とは、詐欺に気づいた時であり、売買契約を締結した時ではない。  

 

10-36  〇  極テキストⅠＰ１３８  

取消権を行使できる期間は、追認することができるときから５年又は行  

為の時から２０年である。本肢では、行為（売買契約締結）の時から  

２０年が経過しており、Ａは売買契約を取消すことができない。  

 

10-37  ×  極テキストⅠＰ１３８  

    取消権を主張できる期間は、追認をすることができる時から５年又は  

    行為の時から２０年である。「行為の時から５年」としている点で× 

となる。なお、無効には、主張期間の制限はない。  

 

10-38  〇  極テキストⅠＰ１３８  

取消自体は数日後に有効に行われており、その後の所有権に基づく返  

還請求は、時効にかからない。また、不当利得に基づく返還請求は、  

１０年の時効となる。よって、その後、取消権を行使した後、６年が  

経過した場合でも、甲は、乙に対して壺の返還を請求することができ  

る。  

 

 


