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§１ 意思表示 

 

１ 意思表示：一定の法律効果に向けられた意思の外部への表明 

 

【意思表示の過程】 

動機→内心的効果意思→表示意思→表示行為（→表示上の効果意思：相手方が推認） 

 

・意思主義：表意者の内心と表示とがくい違う場合に，表意者の内心の意思（内心的効果意 

思）を重視する＝表意者保護の要請 

・表示主義：表意者の内心の意思がどうあれ，実際に表示されたもの（表示行為，表示上の効

果意思）を重視する＝相手方，第三者保護（取引の安全）の要請 

※民法では，心裡留保（93）を除き，原則として意思主義が採用され，相手方・第三者保護の必要がある

場合に，例外的に表示主義による調整が図られる 

 

２ 心裡留保：表意者が真意でないことを知りながらする意思表示 

・原則：有効（93Ⅰ本文） 

相手方が悪意又は有過失の場合，無効（93Ⅰ但書） 

・無効の場合→善意の第三者に対抗できない（93Ⅱ） 

※94条２項の「第三者」と同様に考える 

 

３ 通謀虚偽表示：相手方と通謀してする真意でない意思表示 

⑴ 要件・効果 

・通謀虚偽表示（94Ⅰ）の要件：①相手方と通じてした（通謀），②虚偽の，③意思表示 

・原則：無効（94Ⅰ） 

・無効の場合→善意の第三者には対抗できない（94Ⅱ） 

※身分行為には，94 条２項の適用はない（∵当事者の真意を尊重すべき，判例） 

 

⑵ 94 条２項に関する事項 

ア 94 条２項の趣旨＝権利外観法理 

 

イ 「善意の第三者に対抗することができない」（94Ⅱ） 

 善意：第三者としての地位を取得した時に，虚偽表示の事実を知らないこと 

※無過失は不要，登記も不要 

  第三者：虚偽表示の当事者およびその包括承継人以外の者であって，虚偽表示に基づいて新

たにその当事者から独立した利益を有する法律関係に入ったために，虚偽表示の有効・無

効につき法律上の利害関係を有するに至った者（＝「新たな」・「独立の」・「法律上の」利

害関係人） 

対抗することができない：権利・法的地位を主張することができない→表意者側から，第三

者に対し，通謀虚偽表示を理由とした無効を主張することができない  



ＬＥＣ入門講座（田中クラス）・民法・講義メモ 
 

ＬＥＣ東京リーガルマインド           2             無断複製・頒布を禁じます 
 

ウ 94 条２項の「第三者」 

［肯定例］ 

・不動産の仮装譲受人からさらに譲り受けた者（転得者） 

・仮装譲受人の不動産につき抵当権の設定を受けた者 

・仮装債権の譲受人 

 ［否定例］ 

・一番抵当権が仮装放棄された場合に一番抵当権者となったと誤信した二番抵当権者 

・土地の仮装譲受人がその土地上に建物を建築し，それを賃貸した場合の建物賃借人 

 

エ 第三者からの転得者：「第三者」に含まれる 

Ａ…………Ｂ → Ｃ → Ｄ 

（通謀虚偽表示） 

※Ｃ悪意，Ｄ善意でもＯＫ（Ⅾは保護される） 

※Ｃ善意，Ｄ悪意でもＯＫ（Ⅾは保護される，絶対的構成） 

 

オ 94 条２項の適用場面：主として，「前主・後主」の関係に立つ場合 

対抗関係に立つ場合→177 条の問題 

 

カ 要物契約においても，要物契約の成立を信じさせるに足る外形が存在し，第三者がそれを信

頼した場合には，94 条２項により完全な要物契約と同様の効力が認められる（判例） 

∵94条２項の趣旨＝権利外観法理 

※問題の所在 

要物契約→目的物の交付を欠く場合には契約は不成立（587）→意思表示の有効性以前の問題であり，94

条２項は適用されないのでは？ 

 

キ 94 条２項類推適用 

①意思外形対応型（94 条２項類推適用）：第三者の主観的要件は善意 

②意思外形非対応型（94 条２項，110 条法意併用の場合と，94 条２項，110 条類推適用の場

合がある）：第三者の主観的要件は善意・無過失  
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４ 錯誤 

：表示行為から推測される意思（表示上の効果意思）と内心的効果意思とが一致しない意思

表示であって，その一致しないことを表意者が知らないこと（狭義の錯誤，表示行為の錯

誤） 

⑴ 要件・効果 

・原則：取消原因となる（95Ⅰ柱書） 

・要件①「法律効果の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」であるとき（95Ⅰ 

柱書） 

②「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されて」いたとき（95Ⅱ） 

 

・意思表示に対応する意思を欠く錯誤の場合 

表示行為の錯誤＝内容の錯誤，表示上の錯誤（95Ⅰ①） 

→要件①のみでＯＫ 

 

・表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤の場合 

動機の錯誤（95Ⅰ②） 

  →要件①＋②が必要 

  ※黙示的な動機の表示でもよい（判例） 

 

⑵ 表意者の重過失＝錯誤取消し×（95Ⅲ柱書） 

相手方が，表意者の錯誤につき悪意又は重過失＝錯誤取消し○（95Ⅲ①） 

共通錯誤の場合＝錯誤取消し○（95Ⅲ②） 

 

⑶ 錯誤取消し→善意・無過失の第三者に対抗できない（95Ⅳ） 

「第三者」（95Ⅳ）＝取消前の第三者（取消後の第三者は対抗関係として処理），登記は不要 

※96条３項の「第三者」と同様に考える 

 

５ 詐欺＝人を欺罔して錯誤に陥らせる行為 

強迫＝他人に畏怖を与え，かつその畏怖によって意思を決定，表示させようとして害悪を告

知する等の行為 

・原則：取消原因となる（96Ⅰ） 

・第三者による詐欺＝相手方が詐欺につき悪意又は有過失の場合に限り，取消し○（96Ⅱ） 

（第三者による強迫は，無条件に取消し○） 

・詐欺取消し→善意・無過失の第三者に対抗できない（96Ⅲ） 

（強迫の場合には 96 条３項の適用はない） 

「第三者」（96Ⅲ）＝詐欺取消前の第三者（取消後の第三者は対抗関係として処理），登記は

不要 
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６ 意思表示の到達と受領 

・意思表示の効力発生時期＝到達主義（97Ⅰ）    cf）発信主義 

※到達＝一般取引上の通念により相手方の了知しうるようにその勢力範囲に入ること 

→相手方が了知することは不要（判例） 

・相手方が，正当な理由なく通知到達の妨害をした場合：到達したものとみなす（97Ⅱ） 

 

・意思表示の通知発出後，表意者が死亡・意思能力喪失・行為能力制限を受けた場合でも，到

達すれば効力は発生する（97Ⅲ） 

※97 条３項の例外：契約の申込みの場合 

①申込者が，自身の死亡・意思能力喪失・行為能力制限の事由が生じれば申込みの効力を生じない旨の意

思表示を事前にしていた場合，又は，②相手方が，承諾通知発出前に，申込者の死亡・意思能力喪失・行

為能力制限の事実を知った場合 

→申込み通知が相手方に到達したとしても，申込みは効力を生じない（526） 

 

※ 公示による意思表示（98Ⅰ）：相手方が不明，所在が不明の場合 

・民事訴訟法の規定に従った裁判所での掲示＋官報公告（98Ⅱ本文） 

・官報掲載日から２週間経過→相手方に到達したとみなされる（98Ⅲ本文） 

   相手方不明，所在不明につき表意者に過失ある場合は到達の効力は×（98Ⅲ但書） 

・管轄裁判所→「相手方不明＝表意者の住所地」，「所在不明＝相手方の 後の住所地」（98Ⅳ） 

・公示費用は表意者が予納（98Ⅴ） 

 

※ 意思表示の受領能力がない者（＝意思無能力者，未成年者，成年被後見人）が相手方の場合 

原則：到達を対抗できない（98 の２本文） 

例外：相手方の法定代理人（98 の２①），受領能力回復後の相手方（98 の２②）が意思表示を知った後は対

抗○（98 の２但書） 
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§１ 意思表示 

 

１ Ａ所有の土地につき，ＡからＢへ仮装譲渡が行われた後，仮装譲受人ＢからＣへ，Ｃ

からＤへと転々譲渡がなされた。ＡＢ間の仮装譲渡につき，譲受人Ｃは善意であったが，

転得者Ｄは悪意であった。 

 

２ ＡＢ間の虚偽表示によって，Ｂ所有であるかのような外観を有し，かつ，登記名義も

Ｂになっている甲土地が，Ｂから善意のＣに転売された。ところが，真の所有者である

Ａは，甲土地をＤに譲渡していた。 

 

３ ＡＢ間の虚偽表示によって，Ｂ所有であるかのような外観を有し，かつ，登記名義も

Ｂになっている甲土地を，Ｂが，ＣとＤに二重に譲渡した。 

 

４ Ａは税金対策として，自己所有の建物を息子のＢ名義で保存登記し放置しておいたと

ころ，Ｂが勝手にこれをＣに売却してしまった。 

 

５ Ｂは，Ａに内緒で，Ａ所有の土地の名義をＡからＢに変更した。Ａは，土地の名義が

Ｂに変更された事実に気付いていたものの，登記名義を自己名義に回復することなく長

期間放置していたところ，ＢはこれをＣに売却してしまった。 

 

６ Ａは自己所有の建物をＢ名義の仮登記にしておいたところ，Ｂはこれを奇貨として勝

手に当該建物の仮登記を本登記に変更した上で，これをＣに売却してしまった。 

 

７ Ａは，Ｂに言われるがまま，Ａ所有の土地の登記済証や自己の印鑑登録証明書等を渡

すなどしたところ，Ｂがこれらの必要書類を悪用して勝手に当該土地を自己名義に所有

権移転登記した上で，これをＣに売却してしまった。 

 

８ Ａ所有の甲土地につき，順次ＡからＢ，ＢからＣへと譲渡された後，Ａは錯誤を理由

としてＡＢ間の売買契約の取消しを主張した。 

 

９ Ａ所有の甲土地につき，ＡからＢへと譲渡された後，Ａは錯誤を理由としてＡＢ間の

売買契約の取消しを主張した。その後，Ｂは甲土地をＣに譲渡した。 

 

10 事例８，９において，Ａによる取消しの原因がＢの詐欺であった場合はどうか。 

 

 

§２ 代理 

 

１ Ａの代理人であるＢが法律行為を直接Ａ名義で行ったところ，相手方ＣはＢをＡであ

ると誤解していた。 
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§１ 

１（意思表示） 善意の第三者からの悪意の転得者（９４条２項） 民法Ⅰ p114 

 
【事 例】 
ＡＢ間で土地の仮装譲渡が行われた後，仮装譲受人ＢからＣへ，ＣからＤへと転々譲渡

がなされた。ＡＢ間の仮装譲渡につき，譲受人Ｃは善意であったが，転得者Ｄは悪意であ

った。 
 
【解 説】 

 

 ＜94 条２項の第三者－善意の第三者からの転得者＞ 
 
        94Ⅰ          第三者      転得者 

     Ａ      Ｂ  譲渡   Ｃ   譲渡   Ｄ 

                   （善意）     （悪意） 

 

絶対的構成（判例） 

→ 善意の権利取得者からの転得者が悪意の場合にも，有効に権利取得できる 

 

（理由） 

・転得者は前主（直接の「第三者」）の地位を主張することもできる 

・法律関係の早期確定の要請 

・有効にＤが権利取得できない場合，悪意転得者（Ｄ）は，真の権利者（Ａ）から追奪

され，その結果として前主たる善意者（Ｃ）が担保責任（561）を追及されることにな

り，善意者を保護しようとした 94条２項の趣旨に反する 

 

（批判） 

・悪意者が，わら人形（善意者）を介在させて不当に保護を受けるおそれがある 
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２（意思表示） 虚偽表示と二重譲渡 民法Ⅰ p118 

 
【事 例】 
ＡＢ間の虚偽表示によって，Ｂ所有であるかの外観を有し，かつ，登記名義もＢになっ

ている土地が，Ｂから善意のＣに転売された。ところが，真の所有者であるＡは，同じ土

地をＤに譲渡していた。 
 
【解 説】 

  

 

＜虚偽表示と二重譲渡の事例＞ 

     Ａ   ①    Ｂ   ②   Ｃ 

         94Ⅰ   ○;ト        94Ⅱ 

     ③                 

 

 

     Ｄ               対抗関係？ 

 

☆ ＣＤは対抗関係に立つ（判例，通説）→ 登記の先後で決せられる（１７７条） 

 

（理由） 

94 条２項が適用される結果，所有権はＡからＣが直接に取得するのであり，Ａ→Ｂ→Ｃ

と移転したことになるわけではないから（法定承継取得説），ＡからＣＤへと二重譲渡

されたことになり，ＣＤは対抗関係に立つ 

→ Ａ→Ｃへの直接の権利移転であると構成するのがポイント 

（∵Ａ→Ｂの権利移転は９４条１項により無効） 
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３（意思表示） 虚偽表示の相手方による二重譲渡 民法Ⅰ p119 

 
【事 例】 
ＡＢ間の虚偽表示によってＢ所有のような外観を有している土地を，Ｂが，ＣとＤに二

重に譲渡した 
 
【解 説】 

  

＜虚偽表示の相手方からの二重譲渡の事例＞ 

     Ａ   ①    Ｂ   ②   Ｃ（善意） 

         94Ⅰ     ○;ト       94Ⅱ 

              ③           

 

 

           94Ⅱ Ｄ      対抗関係 

（善意） 

 

ＣとＤは，ともに典型的な９４条２項の「第三者」であり，善意であれば同条で保護さ

れる →ＣＤ間は対抗関係といえ、その優先関係は登記の先後で決する 
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４（意思表示） ９４条２項類推適用論① 民法Ⅰ p121 

 
【事 例】 
Ａは税金対策として，自己所有の建物を息子のＢ名義で保存登記し放置しておいたとこ

ろ，Ｂが勝手にこれをＣに処分してしまった。 
 
【解 説】 
 

【94 条２項類推適用】 

 94 条２項の趣旨＝権利外観法理（①虚偽の外観の存在，②外観作出に対する本人の帰

責性，③第三者の信頼を要件に，取引安全の観点から第三者を保護する考え方） 

  →94 条２項の直接適用ができない事例においても，上記趣旨があてはまるのであれ

ば，類推適用によって善意の第三者を保護すべき 

 

事例４＝意思外形対応型‐外形自己作出型（権利者Ａが，Ｂの承諾を得ずに不実の登記

を作出したところ，Ｂが勝手にＣに処分した場合） 

（考え方） 

  本事例では，①通謀がない，②登記は意思表示ではないとの点で 94条２項の直接

適用はできない 

→しかし，①虚偽の外観（Ｂ名義の登記），②本人の帰責性（Ａが勝手に虚偽の登

記名義を作出），③第三者の信頼（ＣはＢ名義の登記を信頼して取引）がある以

上，94 条２項の趣旨に適し，類推の基礎がある 

→よって，94 条２項類推適用により，処分時にＣが善意であれば，Ａは虚偽の登記

をもってＣに対抗することはできない（＝Ｃが所有権を確定的に取得する） 
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５（意思表示） ９４条２項類推適用論② 民法Ⅰ p122 

 
【事 例】 
Ｂは，Ａに内緒で，Ａ所有の土地の名義をＡからＢに変更した。Ａは，土地の名義がＢ

に変更された事実に気付いていたものの，登記名義を自己名義に回復することなく長期間

放置していたところ，ＢはこれをＣに売却してしまった。 
 
【解 説】 
  

事例５＝意思外形対応型‐外形他人作出型（他人が不実の登記を作出したが，真実の権

利者が，他人名義の登記の存在を知っても，明示・黙示に承認していた場合） 

 

※ 黙示の承認によっても 94条２項の類推適用を肯定し得る（判例） 

 

判昭 45.9.22，百選Ⅰ〔21〕 

「およそ，不動産の所有者が，真実その所有権を移転する意思がないのに，他人と通謀

してその者に対する虚構の所有権移転登記を経由したときは，右所有者は，民法 94条２

項により，登記名義人に右不動産の所有権を移転していないことをもって善意の第三者

に対抗することをえないが，不実の所有権移転登記の経由が所有者の不知の間に他人の

専断によってされた場合でも，所有者が右不実の登記のされていることを知りながら，

これを存続せしめることを明示または黙示に承認していたときは，右 94 条２項を類推適

用し，所有者は，前記の場合と同じく，その後当該不動産について法律上利害関係を有

するに至った善意の第三者に対して，登記名義人が所有権を取得していないことをもっ

て対抗することを得ないものと解するのが相当である。けだし，不実の登記が真実の所

有者の承認の下に存続せしめられている以上，右承認が登記経由の事前に与えられたか

事後に与えられたかによって，登記による所有権帰属の外形に信頼した第三者の保護に

差等を設けるべき理由はないからである」 

 

 
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



ＬＥＣ入門講座（田中クラス）・民法・事例問題解説集 
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６（意思表示） ９４条２項類推適用論③ 民法Ⅰ p123 

 
【事 例】 
Ａは自己所有の建物をＢ名義の仮登記にしておいたところ，Ｂはこれを奇貨として勝手

に当該建物の仮登記を本登記に変更した上で，これをＣに売却してしまった。 
 
【解 説】 
  

事例６＝意思外形非対応型‐法意併用型（真実の権利者Ａの意思に基づいて虚偽の第一の

外形が作られた後，名義人Ｂの責任行為により虚偽の第二の外形が作られ，その

外形に基づいてＢが処分したが，第二の外観を作出することについてはＡの承諾

がない場合） 

 

＜94 条２項の類推適用－意思外形非対応型‐法意併用型＞ 

     Ａ        Ｂ        Ｃ 

       ＡはＢ名義の仮登記にしておいた（Ａの帰責性） 

          ↓ 

       Ｂが勝手に本登記に変更 

          ↓ 

       その上でＢがＣに売却 → Ｃは善意無過失まで必要 

 

★ 意思外形非対応型の場合……94 条２項と 110 条を併用し，「第三者」の主観的要件と

して，善意無過失まで要求 

∵① 本人の帰責事由が意思外形対応型に比べて小さい（＝真の権利者の承認した外形

以上の権利を第三者が取得する）ため，本人保護の観点から，第三者の主観的要件

を加重する必要がある 
② 事実関係として，民法 110 条の適用場面（代理人の権限外の行為）に共通する部

分が多い 
 

判昭 43.10.17 

「94 条２項，110 条の法意に照らし，外観尊重および取引保護の要請に応ずるために，

善意無過失の第三者を保護すべきである」 

 

                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



ＬＥＣ入門講座（田中クラス）・民法・事例問題解説集 
 

ＬＥＣ東京リーガルマインド 7 無断複製・頒布を禁じます 

７（意思表示） ９４条２項類推適用論④ 民法Ⅰ p124 

 
【事 例】 
Ａは，Ｂに言われるがまま，Ａ所有の土地の登記済証や自己の印鑑登録証明書等を渡す

などしたところ，Ｂがこれらの必要書類を悪用して勝手に当該土地を自己名義に所有権移

転登記した上で，これをＣに売却してしまった。 
 
【解 説】 
  

事例７＝意思外形非対応型‐類推適用型（真実の権利者甲の積極的な関与はないが、そ

の不注意により虚偽の外観が作出された場合） 

 

＜94 条２項の類推適用－意思外形非対応型‐類推適用型＞ 

     Ａ        Ｂ        Ｃ 

       Ａは言われるがままに登記済証を渡すなどした（Ａの帰責性） 

          ↓ 

       Ｂが勝手に自己名義に登記を移転 

          ↓ 

       その上でＢがＣに売却 → Ｃは善意無過失まで必要 

 

判平 18.2.23，百選Ⅰ〔22〕＝ 民法 94 条２項，110 条の類推適用を根拠とした 

（当事者の表記は事例７に準じる）                

「Ｂが本件登記手続きをすることができたのは，Ａの余りにも不注意な行為によるも

のであり，Ｂによって虚偽の外観（不実の登記）が作出されたことについてのＡの帰

責性の程度は，自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放

置した場合と同視し得るほど重いものというべきである。そして，ＣはＢが所有者で

あるとの外観を信じ，また，そのように信じることについて過失がなかった」 

→Ａは，Ｂが本件不動産の所有権を取得していないことを善意無過失のＣに対し主

張することができない 

 

                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                                 

                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



ＬＥＣ入門講座（田中クラス）・民法・事例問題解説集 
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８（意思表示） 取消しと第三者（取消前の第三者） 民法Ⅰ p129,134 

 
【事 例】 
Ａ所有の甲土地につき，順次ＡからＢ，ＢからＣへと譲渡された後，Ａは錯誤を理由と

してＡＢ間の売買契約の取消しを主張した。 
 
【解 説】 
 
 ＜取消前の第三者＞ 

 
         Ａ   ①    Ｂ   ②    Ｃ  

          

 ③Ａが錯誤（詐欺）取消し     

 

取消しの主張が譲渡後の場合…Ｃは取消前の第三者にあたる 

  ・錯誤の場合：95条４項による処理 

→ 「善意でかつ無過失の第三者に対抗することができない」 

→ 譲渡時において，Ｃが錯誤（詐欺）の事実につき善意・無過失であれば保護され

る（対抗関係ではないので登記は不要） 

 

☆ ９６条３項の「第三者」……取消前に利害関係に入った者をいう（判例，通説） 

∵９６条３項の趣旨＝取消しの遡及効（121）を制限することによって，これに

よって特に害される第三者を保護する 

（なお，９５条４項（改正民法で新設）の第三者も，同様に考えてよい） 
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９（意思表示） 取消しと第三者（取消後の第三者） 民法Ⅰ p129,134 

 
【事 例】 
Ａ所有の甲土地につき，ＡからＢへと譲渡された後，Ａは錯誤を理由としてＡＢ間の売

買契約の取消しを主張した。その後，Ｂは甲土地をＣに譲渡した。 
 
【解 説】 
 

＜取消後の第三者＞ 

 

         Ａ   ①    Ｂ   ③    Ｃ（取消後の第三者） 

  

         ②Ａが錯誤（詐欺）取消し     

 

取消しの主張が譲渡前の場合…Ｃは取消後の第三者にあたる 

 ・詐欺，錯誤の場合ともに対抗関係として処理する（判例，通説） 

  ＝復帰的物権変動説（大判昭 17.9.30，百選Ⅰ〔55〕） 

意思表示後に利害関係に入った第三者との関係は，二重譲渡の原則に従って解

決する。すなわち，取消しによる所有権の復帰も登記によって公示しなければ，

第三者に対抗することはできない（177） 

【理由】 

・取消しの遡及効は法的な擬制であり，取り消されるまでは取り消し得る行為も有効

なのであるから，取消しの時点で復帰的物権変動があったかのように扱うことがで

きる 

・取消しの意思表示をした後であれば，表意者に対し，速やかに自己への所有権移転

登記を行うことを要求しても酷ではない 
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10（意思表示） 取消しと第三者（錯誤と詐欺） 民法Ⅰ p129,134-135 

 
【事 例】 
事例８，９において，Ａによる取消しの原因がＢの詐欺であった場合はどうか。 

 
【解 説】 
 

①事例８（取消前の第三者）の場合 

・詐欺の場合：96条３項による処理  

・錯誤の場合：95条４項による処理 

いずれの場合も，「善意でかつ無過失の第三者に対抗することができない」 

（なお，対抗関係ではないため，登記は不要） 

 

②事例９（取消後の第三者）の場合 

・詐欺，錯誤の場合ともに対抗関係として処理する（判例，通説） 

 

※ 結論として，取消原因（錯誤か詐欺か）によって処理が異なる部分は，取消前の第

三者保護のための適用条文（錯誤：９５条４項，詐欺：９６条３項）のみである 
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§１ 意 思 表 示 

Ａ 権利外観法理とは何か ①虚偽の外観の存在，②外観作出に対する本人の帰

責性，③第三者の信頼を要件に，取引安全の観点か

ら第三者を保護する考え方 

120-

121,

198 

Ａ ９４条２項の「第三者」

の意義 

虚偽表示の当事者及びその包括承継人以外の者で

あって，虚偽表示に基づいて新たにその当事者から

独立した利益を有する法律関係に入ったために，虚

偽表示の有効・無効につき法律上の利害関係を有す

るに至った者 

（＝①新たな，②独立の，③法律上の利害関係人） 

112 

Ａ ９４条２項の「善意の第

三者」として保護される

ためには，①無過失であ

ることを要するか，また，

②登記を備える必要はあ

るか 

①無過失は不要 

（∵本人の帰責性が大きい上，条文上も要求されて

いない） 

②登記も不要（判例・通説） 

（∵前主後主の関係に立ち，対抗関係ではない） 

116-

117 

Ｂ ９４条２項の「第三者」

の範囲（悪意の第三者か

らの転得者も含まれる

か） 

悪意の第三者からの転得者も「第三者」に含まれる

（∵転得者であっても外観を信頼して取引関係に

入った以上，保護の必要性が高い） 

114 

Ｂ 虚偽表示を信じた第三者

からの悪意の転得者は保

護されるか 

保護される（絶対的構成・大判昭 6.10.24） 

∵①転得者は前主（直接の「第三者」）の地位を主

張することもできる 

②法律関係の早期確定の要請 

③有効に転得者が権利取得できない場合，転得者

は，真の権利者から追奪され，その結果として前

主たる善意者が担保責任（561）を追及されるこ

とになり，善意者を保護しようとした 94 条２項

の趣旨に反する 

114-

115 

Ａ 虚偽表示を信じた第三者

と，真の所有者からの土

地の譲受人との関係 

対抗関係に立ち，登記の先後で決せられる（ 判昭

42.10.31） 

118-

119 

Ａ 虚偽表示の相手方が，第

三者に土地を二重譲渡し

た場合の第三者間の関係 

対抗関係に立ち，登記の先後で決せられる 119 

Ｃ 要物契約における目的物

の交付を欠く場合の９４

条２項適用の可否 

要物契約の成立を信じさせるに足る外形が存在し，

第三者がそれを信頼した場合には肯定（判例） 

120 
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Ａ ９４条２項類推適用① 

意思外形対応型－外形自

己作出型（具体例と処理

方法，以下同じ） 

（例）権利者Ａが，Ｂの承諾を得ずに不実の登記を

作出したところ，Ｂが勝手にＣに処分した場合 

→９４条２項類推適用を肯定（ 判昭 41.3.18） 

121-

122 

Ａ ９４条２項類推適用② 

意思外形対応型－外形他

人作出型 

（例）他人が不実の登記を作出したが，真実の権利

者が，他人名義の登記の存在を知っても，これを

明示，黙示に承認していた場合 

→黙示の承認によっても 94 条２項の類推適用を

肯定し得る（ 判昭 45.9.22，百選Ⅰ〔21〕） 

122-

123 

Ａ ９４条２項類推適用③ 

意思外形非対応型－法意

併用型 

（例）真実の権利者Ａの意思に基づいて虚偽の第一

の外形（仮登記など）が作られた後，名義人Ｂの

責任行為により虚偽の第二の外形（本登記など）

が作られ，その外形に基づいてＢが処分したが，

第二の外観を作出することについてはＡの承諾

がない場合 

 →94 条２項，110 条の法意に照らし，外観尊重お

よび取引保護の要請に応ずるために，善意無過失

の第三者を保護すべき（ 判昭 43.10.17） 

123-

124 

Ａ ９４条２項類推適用④ 

意思外形非対応型－類推

適用型 

（例）真実の権利者Ａの積極的な関与はないが，そ

の不注意（言われるがままに登記済証を渡すな

ど）により虚偽の外観が作出された場合 

 →94 条２項，110 条の類推適用により，善意無過

失の第三者を保護（∵Ａの帰責性の程度は，自ら

外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知り

ながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い

ものというべき（ 判平 18.2.23，百選Ⅰ〔22〕）） 

124 

Ａ 

 

表意者が動機の錯誤を理

由に意思表示を取り消す

ことができる要件 

①「表意者が法律行為の基礎とした事情についての

その認識が真実に反する錯誤」（95Ⅰ②）であるこ

と（95Ⅰ柱書） 

②「その事情が法律行為の基礎とされていることが

表示されていた」（95Ⅱ）こと 

③「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通

念に照らして重要なもの」（95Ⅰ柱書）であること 

④表意者に重過失がないこと（95 条３項１号２号

の場合を除く，95Ⅲ柱書） 

127 
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Ａ 

 

錯誤取消の取消権者 （原則）瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人

若しくは承継人（120Ⅱ） 

（例外）①債権保全の必要があり，かつ，②表意者

が錯誤を認めている場合，債権者である第三者は，

債権者代位権（423Ⅰ本文）を行使して錯誤取消を

主張することができる（ 判昭 45.3.26 参照） 

129 

Ｂ 

 

錯誤取消と第三者保護

（第三者が，①錯誤取消

前，②錯誤取消後での処

理の違い） 

①錯誤取消前の第三者→95 条４項で保護 

②錯誤取消後の第三者→対抗問題として処理 

（詐欺取消の場合と同様に考える） 

129 

Ａ ９６条３項の「第三者」

の意義 

取消前に利害関係に入った者（判例・通説） 

（∵96 条３項の趣旨は，取消しの遡及効（121）を

制限することによって，これによって特に害される

第三者を保護することにある） 

※①新たな，②独立の，③法律上の利害関係人であること

を要する点は 94 条２項の第三者と同様である 

134 

Ｂ ９６条３項の「善意でか

つ過失のない第三者」と

して保護されるためには

登記を備える必要はある

か 

登記は不要（判例・通説） 

（∵取消権者と取消前の第三者は，前主後主の関係

に立ち，対抗関係ではない） 

132-

133 

Ａ 詐欺取消後の第三者を保

護するための法律構成 

対抗問題として処理（復帰的物権変動説・判例（大

判昭 17.9.30，百選Ⅰ〔55〕）） 

（ただし，有力説として 94 条２項類推適用説） 

134-

136 
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