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入門講座（武山クラス）・オリジナルレジュメ・民法総則 

ＬＥＣ東京リーガルマインド 1 無断複製・頒布を禁じます 

第１編 民法総則 
第１章 私権の主体 ⇒セブンサミット P42 
第１節 権利能力・意思能力・行為能力 ⇒セブンサミット P42 

１．権利能力 

⑴ 意味  

・権利能力…私法上の権利・義務の帰属主体となる地位・資格 

→全ての人にある  

＝全ての人は財産を持てる！ 

 

⑵ 権利能力の始期  

・いつから，人（自然人）は権利能力を得るか？  

 →出生時から（３Ⅰ）（母体から全部露出した時） 

理由）基準の明確性 

注）刑法では一部露出説が判例。 

 

・但し，次の場合は，胎児でも既に生まれたものとみなされる 

①不法行為に基づく損害賠償請求（721） 

②相続（886） 

③遺贈（965） 

 ※遺贈＝法定相続人以外に財産を与えるイメージ（これ以外もある） 

 

注）現行法上，胎児の財産を管理する法定代理人制度は存在しないので， 

胎児中は権利能力はないが，出生すると胎児の時に遡って権利能力があっ

たものとして扱われる（停止条件説，判例）論点Ｂ－ 
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Case Ａ男はＢ女と婚姻をし、Ｘを懐胎した。しかし、Ｘが出生する前に、

Ａ男は、Ｙがよそ見運転をした車にはねられ、死亡してしまった。 

→Ａは、Ｙに対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有する（７０９条）

が、Ａが死亡したため、その債権は、Ｂ女(890)とＸ(887Ⅰ)が相続する。

また、子Ｘは、Ｙに対し固有の慰謝料請求（子として親を失った精神的苦

痛の慰謝料）を請求できる権利を有する(711)。 

 しかし、現実に請求できるのは、Ｘが出生した後。ＸがＢを代理して請

求する。 

 

⑶ 権利能力の終期  

・死亡時に権利能力が消滅する 

→財産は相続の問題になる 

※三兆候(心臓拍動停止、呼吸停止、瞳孔散大・対光反射停止)をもって死

亡と解する。臓器移植法は、移植の場面に限って、脳死した者を「死体」

として取り扱えるとしただけで、一般的には脳死は人の死ではない。 

 

２．意思能力 

⑴ 意味  

・意思能力…自己の行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力 

・意思能力がない者がなした契約は無効（3の 2） 

例) 意思能力がない者 

→泥酔者・幼児・重度の精神病者・強迫されて意思の自由が全くない者 

注）強迫による意思表示は取消し得るだけ（96Ⅰ）だが、強迫が強度で意

思の自由が全くないと意思無能力として無効になる（3の 2） 

 

３．行為能力 

⑴ 意味  

行為能力…自ら単独で確定的に有効な法律行為をすることができる能力 

・この能力が制限されているのが，制限行為能力者 

→未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人の４つある 
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＜趣旨＞ 

 本来，意思能力のない者が締結した契約は無効（3の 2）。 

しかし，意思能力があるか否かの判断は容易でない場合もある。また，

意思能力がないことの立証も困難。 

 そこで，行為能力という概念をつくり，一定の要件に該当すると行為能

力が制限され，行為を取り消し得るものとした。 

 

制限行為能力者 要件 保護者 

未成年者 20 歳未満の者 

（婚姻したものを除く） 

親権者または未成年後

見人 

成年被後見人 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＋後見開始の審判 

成年後見人 

被保佐人 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な

者＋保佐開始の審判 

保佐人 

被補助人 精神上の障害により事理を弁

識する能力が不十分な者 

＋補助開始の審判 

補助人 

※審判の請求権者は本人，一定の近親者，検察官（７，11，15） 

・制限行為能力者のなした行為は，保護者も制限行為能力者本人も，取り

消すことができる（120Ⅰ） 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

＜先取り学習＞ 

物権とは  

・物権…物を支配する権利。誰にでも主張できる（絶対性） 

例 所有権 

 

☆不動産と動産  

 物権の対象となる物には，不動産と動産がある。 

不動産…土地，建物  

動産…不動産以外のもの  

※土地と建物は，日本では別個の不動産！  

  

所有権の移転時期  

⑴ 所有権の移転時期  

・物権（所有権含む）は，特約がない限り，契約の時に移転する  

Case  ＡはＢとの間で，Ｂの土地を 1000 万円で購入する契約をした。 

→契約の瞬間に，土地の所有権が Ｂ から Ａ へ移転する。  

  

⑵ 不動産登記  

・物権は目に見えない。そこで，登記によって，所有権などの物権を公

示する（皆に示す）ことにしている。  

  

※登記の所在と所有権の所在は別の問題 

Case  ＡはＢから，平成 29 年３月１日に土地を買った。 

 土地の登記は，平成 29年３月２日に，Ｂ名義からＡ名義に移転された。 
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Case  ＡはＢから，土地を買った。この土地は，登記名義がＢになって

いたが，実はＣのものであった。  

→Ａは，無権利者Ｂから土地を買ったので，所有権を取得できない。  

  

⑶ 二重譲渡  

・土地の所有権は，契約の瞬間に移転する。しかし，登記と所有権の所

在が一致しないことがあるので，次のような現象が起こりうる。  

Case  Ａは，Ｂに自分の土地を売った。しかし，登記はＡのもとにある。

Ａはその土地をさらにＣに売ってしまい，Ｃは所有権移転登記をした。

尚，Ｃは，Ａが同じ土地をＢに売っていたことを知っていた。  

＜図＞  

  

  

  

  

   

民法 177 条 

不動産に関する物権の得喪及び変更は，不動産登記法（平成十六年法律

第百二十三号）その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登

記をしなければ，第三者に対抗することができない。 

 →二重譲渡では，登記がなければ第三者に対抗できない  

＝登記がなければ自分の権利を主張できない＝勝てない  

  

・では「第三者」とは？  

＝当事者及び包括承継人以外の者で，登記の欠缺を主張する正当な利益

を有する者  

例）不動産の直接の売主，不法占拠者等は該当しない  
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・「第三者」は，別に不動産の譲受人がいることを知っていても（＝悪意）

よいか？  

→悪意であってもよい。但し背信的悪意者なら×  
  

 

☆知識の補充  

民法では，知っていることを「悪意」，知らないことを「善意」とい

う。  

  

 ・動産では「引渡」が対抗要件となる  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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・制限行為能力による取消しは（取消前の）善意の第三者にも対抗可能 

論点Ｂ 

理由）取消すとその行為は遡及的無効（121）。また，第三者を遡及効から

保護する特別の条文がない。 

例）未成年者Ａは甲土地をＢに売った。その後，Ｂは何も事情を知らない

Ｃに甲土地を売った。その後，ＡはＢとの売買契約を取り消した。 

 

 

 

 

 

・取消後の第三者とは対抗関係に立つ 

理由）復帰的物権変動論 

 

【論証１ 制限行為能力取消しと第三者 Ｂ】 

 未成年者ＸがＢに土地を売ったところ，Ｘの保護者がＸＢ売買を取消し

た。しかし，Ｘが登記を復帰させる前に，ＢはＣに土地を売却し，Ｃが登

記を備えた。Ｃは所有権を取得できるか。 

 この点，実質的にみると，いったんＢに移転した物権が取消しによりＸ

に復帰したと見ることができる。従って，Ｂを起点とした，Ｂ→Ｘ，Ｂ→

Ｃとの二重譲渡類似の関係が生じている。また，未成年者Ｘも登記を復帰

できるのに復帰しなかった点に落ち度があり，無制限に保護する必要はな

い。 

 従って，ＸＣは対抗関係（177）にあり，先に登記を備えた方が確定的

に所有権を取得すると解する。 

 

※この論証は【論証 16 96 条３項の「第三者」】，【論証 17 詐欺取消後の

第三者】（オリジナルレジュメ P48～49）を参考にして書く。 
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⑵ 未成年者  

ア）意味 

・未成年者…20 歳未満の者（４） ※改正法が施行されると１８歳となる。 

※20 歳未満の者でも，婚姻をした場合，成年者とみなされる（婚姻擬制，

753。改正法が施行されるとこの制度はなくなる） 

→これは民事関係のみ！ 

・未成年者の行為は，法定代理人の同意を得ない場合，原則，取り消すこ

とができる（５Ⅱ）。 

 

イ）取り消すことができない行為 

・保護者が同意した行為（５Ⅰ，Ⅱ） 

・保護者から渡された一定の財産の処分 （５Ⅲ） 

・単に権利を得または義務を免れる行為（５Ⅰ） 

・保護者が未成年者に営業を許可した場合，その営業に関する行為（６） 

・遺言（満 15歳に達した場合，961），嫡出でない子の認知（780） 

 

ウ）保護者の権限 

・法定代理人は，通常は親権者（818，819） 

→親権者がいないとき，または親権を行う者が子の財産を管理する権限を

有しないときは後見人がなる（838）。複数可（840Ⅱ），法人可（840Ⅲ） 

Case  

①未成年者は，保護者の同意を得ずに，100 万円で車を買う契約を締結し

た。保護者は何ができるか？ 

②未成年者が有効に契約を締結するためには，何をすればよいか？ 

 

①の答え 

・保護者は，売買契約を取り消すことができる（取消権，５Ⅱ） 

・保護者は，売買契約を追認することができる（追認権，122） 

→追認すると，売買契約が確定的に有効になり，その後取り消せなくなる

（122）。 
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②の答え 

・保護者の同意を得る（同意権，５Ⅰ） 

 ※包括的同意も可，黙示の同意も可（判例） 

・保護者に代理して契約を結んでもらう（代理権，824） 

 

⑶ 成年被後見人  

ア）意味 

・成年被後見人…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

る者で後見開始の審判を受けた者（７，８） 

※審判の申立てがなされ，審判の要件を備えるときは，家庭裁判所は必ず

審判しなければならない 

・要件が消滅したときは，請求により，家裁が審判を取り消す（10） 

→宣告は将来に向かって消滅する 

・成年被後見人の行為は，一定の行為を除き，取り消すことができる（９） 

 

イ）取り消すことができない行為 

・日用品の購入その他日常生活に関する行為（９Ⅰ但） 

・婚姻，離婚など身分法上の行為（本人の意思を尊重すべき） 

※ 保護者の同意は無効！  

 

ウ）保護者（成年後見人）の権限 

→代理権(859Ⅰ)・取消権（９）・追認権(122) 

 ※同意権はない！ 

 ※保護者は，裁判所が選任する。複数可（843Ⅲ），法人可（843Ⅳ）。 

  夫婦の一方が当然に成年後見人になるわけではない。 

 

⑷ 被保佐人 

ア）意味 

・被保佐人...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な

者で保佐開始の審判を受けた者（11） 
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・被保佐人のなした行為は，以下の重要な行為に限って（保佐人の同意が

ない場合）取り消すことができる（13Ⅰ，Ⅳ） 

①元本を領収し，又は利用すること 

 ※利息・賃料の領収については同意不要 

②借財又は保証をすること 

 ※時効更新の債務承認には同意不要 

③不動産の売買，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 

④訴訟行為 

⑤贈与，和解，仲裁合意 

⑥相続を承認，放棄，遺産分割をすること 

⑦贈与の申込みの拒絶，遺贈の放棄，負担付贈与の申込みを承諾，負担付

遺贈を承認 

⑧建物の新築・改築・増築・大修繕を注文すること 

⑨土地について５年，建物について３年を超える賃貸借契約をすること  

⑩その他家庭裁判所の定める行為（13Ⅱ） 

 

イ）取り消すことができない行為 

・上のリストに該当しても，日用品の購入その他日常生活に関する行為は

取り消せない(13Ⅰ但) 

 

ウ）保護者の権限 

→同意権・取消権・追認権(13Ⅰ，120Ⅰ，122) 

 ※一定の者の請求により，代理権を付与できる（本人の申立て又は同意

必要，876 の 4） 

 ※保佐人が被保佐人の利益を害する恐れがないにもかかわらず同意し

ない場合，家庭裁判所が同意に代わる許可を与えることができる（13Ⅲ） 

 

⑸ 被補助人 

ア）意味 

・被補助人...精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者で補



入門講座（武山クラス）・オリジナルレジュメ・民法総則 

ＬＥＣ東京リーガルマインド 11 無断複製・頒布を禁じます 

助開始の審判を受けた者（15Ⅰ） 

 ※本人以外の請求により補助開始の審判をする場合は，本人の同意が必

要（15Ⅱ）→同意を要する行為の審判（17Ⅰ）又は代理権付与審判（876

の９Ⅰ）とともにする 

・取り消すことができる行為は，被保佐人のリスト①～⑨の中で家庭裁判

所が認めたものだけ（17Ⅰ） 

 

イ）保護者の権限 

→（同意権・取消権・追認権）・代理権ともに家庭裁判所が認めたものの

み認められる（17Ⅰ，876 の９Ⅰ） 

 

⑹ 審判相互の関係  

 より重い方の審判をするときは，軽い方の審判を取り消す（19） 

例）成年後見開始の審判をするときには，保佐開始の審判を取り消す 

 

※保護者の権限のまとめ 

 親権者・ 

未成年後見人 

成年後見人 保佐人 補助人 

同意権 ○ × ○ △ 

取消権 ○ ○ ○ △ 

追認権 ○ ○ ○ △ 

代理権 ○ ○ △ △ 

※家庭裁判所が認めた場合のみ→△ 

 

⑺ 制限行為能力者の相手方の保護  

ア）催告権  

・制限行為能力者の相手方は，１ヶ月以上の期間を定めて，期間内に追認

するかどうかを確答するように求めることができる（20Ⅰ） 

・確答がない場合 

 a)追認できる者（保護者，能力者となった後の本人）に催告した場合 
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→追認したものとみなされる（20Ⅰ） 

 b)追認できない者（被保佐人・被補助人）に，保護者の追認を得るよう

催告した場合 

 →取り消したものとみなされる（20Ⅳ） 

※未成年者，成年被後見人に対する催告は無効（98 の２） 

 

イ）詐術を用いた場合   

第 21 条（制限行為能力者の詐術） 

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。 

 

※単なる黙秘は含まないが，黙秘と他の言動があいまって相手方の誤信を

強めた場合は詐術にあたる（判例）論点Ｂ－ 

理由）相手方の信頼保護と未成年者保護の調和の観点 

★最判昭 44.2.13 ⇒セブンサミット P57 

 

ウ）時効  

 取消権は，追認できる時から５年で時効，行為の時から 20 年で除斥期

間にかかる（126） 
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第２節 失踪 ⇒セブンサミット P59 

１．失踪の意味 

・失踪…一定期間生死不明の者の死亡を擬制して，法律関係を確定させる

制度（30）→死亡したことになるので，相続が始まる！ 

 

※遠くで生存していた場合，権利能力まで奪うものではない 

 →本人が遠くで，契約をした場合，契約は有効  

 

２．失踪の要件と効果 

第 30条（失踪の宣告） 

① 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。 

※検察官は請求できない cf. 後見開始審判の申立 

 

第 31 条（失踪の宣告の効力） 

 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。 

 

 普通失踪 特別失踪 

起算点 生存が確認された最後

の時 

危難が去った時 

失踪期間 ７年 １年 

死亡の認定時期 失踪期間の満了時 危難が去った時 
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３．失踪宣告の取消し 

ア）概要 

・①失踪者が生存すること，または失踪宣告により死亡したとみなされた

時期と異なった時に死亡したこと＋②利害関係人ないし本人の請求があ

れば，失踪宣告は取り消される（32Ⅰ） 

→取り消されると，初めから失踪宣告がなかったことになる（32Ⅱ） 

 ※家裁による取消しが必要。生存が確認されても当然には失踪宣告は無

効にならない 

 

イ）取消しの効果の制限 

・失踪宣告の取消しは，取消前の善意の第三者の行為に影響しない（32Ⅰ

後） 

→契約の場合は，両当事者が善意であることが必要（判例） 

 

【論証２ 32Ⅰ後段の「善意」の意義 Ｂ】 

例）失踪者Ａの土地を相続した悪意のＢが，善意のＣに土地を売ったが，

その後失踪宣告が取り消された。善意のＣは 32 条１項により保護される

か。 

32 条 1 項後段は「善意」とのみ規定するが，処分行為が契約である場合，

契約の両当事者とも善意であることを要するのか。 

 この点，契約の両当事者とも善意であることが必要である（判例同旨）。

32 条 1 項後段が適用されると，真の権利者の権利が奪われることになるの

で，かかる強力な効果との均衡上，両当事者の善意を要求するのが妥当で

あるからである。 

従って，Ｂが悪意である以上，ＢＣ間売買は無効となる結果，Ｃは土地

をＡに返還しなければならない。但し，ＣはＢに対し追奪担保責任（561）

を追及することができる。 

 

・残留配偶者が善意で再婚した後に失踪宣告が取り消された場合，32条１

項後段が適用されるか 論点Ｂ－ ※通説なし 
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a)かつての通説（我妻） 

→両当事者が善意の場合適用される。身分行為に適用されないとする規定

がないから。 

Case  Ａ男とＢ女は婚姻していたが，Ａ男が失踪宣告の審判を受けた。そ

の後Ｂ女はＣ男と再婚したが，Ａ男が生きていることが判明し，失踪宣告

が取り消された。なお，Ｂ女はＡ男が生きていることにつき善意であった

が，Ｃ男は悪意であった。 

→32Ⅰ後の適用がないから，失踪宣告の取消しによって前婚が復活する。

後婚は重婚状態となり，取り消しうることになる（744） 

 

b)近時の有力説 

→ＢＣの善意悪意にかかわらず，ＡＢの前婚は復活しない。常にＢＣの後

婚のみが有効。長期不在のＡとの婚姻にＢを拘束すべきでない（770Ⅰ②

③参照） 

 

・失踪宣告によって財産を得た者の返還義務の範囲は現存利益に限られる

（32Ⅱ） 

 

・では，受益者が悪意の場合，32Ⅱと 704 のどちらが優先するか？ 

論点Ｂ－ ※通説なし 

a)かつての通説 

32 条２項が適用される 

理由）32条２項が善意と悪意を区別していないことを重視すべき 

b)現在の有力説 

 悪意者には 32 条２項が適用されず，704 条が適用される。その結果 32

条２項但書きは確認規定となる 
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４．同時死亡の推定 

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。 

※ＡとＡの子Ｂが同時に死亡した場合，ＡＢ間で相続は起こらない。但し，

同時死亡の場合でも代襲相続（887，「以前」に「同時」が含まれる）は起

こる。 

Case  夫Ａ，妻Ｂ，息子Ｃ，娘Ｄの家族において，ＡＣが搭乗した航空機

が墜落し，ＡＣは死亡した。 

→ＡＣは同時死亡推定。Ａの遺産は，ＢとＤが相続 

 

Case  夫Ａ，妻Ｂ，息子Ｃ，娘Ｄ，孫Ｅ（息子Ｃの子），ＡＣが搭乗した

航空機が墜落し，ＡＣは死亡した。 

 →ＡＣは同時死亡推定。Ａの遺産は，ＢとＤとＥ（代襲相続）が相続 
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第３節 法人 ⇒セブンサミット P61 

１．法人制度の意義 

⑴ 法人の意義  

ア）意義 

 自然人以外で，法人格を認められたもの（権利義務の主体たりうるもの）  

 

Case  Ａは，飲食店を開こうと思ったが何かあったときにＡ個人の責任が

生じるのは嫌だと思っている。 

 

※飲食店をＡ株式会社にすることのメリット 

・Ａ株式会社名義の預金通帳が作れる 

・Ａ株式会社の債務は，Ａ個人に追及できない（この点は法人の種類によ

る） 

→これは，Ａ株式会社がＡ個人と別の権利主体だから 

 

イ）有限責任と無限責任 

・有限責任＝法人の構成員がその出資額以上に責任を負わないこと 

例) 株式会社（会 104） 

→第三者を保護するための仕組み（財産状態の開示や，利益分配の制限な

ど）が重要になってくる。 

・無限責任＝法人の構成員が，法人の債務について無制限に責任を負う 

例）合名会社，合資会社の無限責任社員（会 576ⅡⅢ） 

 

※法人学説 

 法人の行為能力に関しては様々な学説がある。法人は実質的に法的主体

たりうる実体を有するところの１つの社会的実在であると考える見解（法

人実在説）が有力である ⇒セブンサミット P62 参照 
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⑵ 法人の分類  

ア）社団法人と財団法人  

・社団法人…人の集まり，構成員が存在する 

 例) 株式会社，一般社団法人 

・財団法人…財産の集まり，○○基金 

 例) 一般財団法人 

 

イ）営利法人と非営利法人 

・営利法人…構成員への利益分配を目的とする 

 例) 株式会社 

・非営利法人…構成員への利益分配を目的としない 

 例) 一般社団法人，一般財団法人，特定非営利法人（ＮＰＯ法人） 

 

 

⑶ 一般社団法人，一般財団法人の成立要件  

・準則主義…法定の要件を備えれば役所の許認可不要，登記で成立 

 →定款作成・公証人の認証・登記で成立する  

 

※定款＝法人内部のルール。一般財団法人でも（寄付行為といわず）定款

という。 

※会社については，会社法に規定がある。民法（と一般社団財団法人法。

正式名称は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律）では，一般社

団法人，一般財団法人について規定している 

→一般社団財団法人法は会社法をモデルに作られている 

 

・公益法人 

公益目的事業を行っている一般法人（一般社団法人と一般財団法人）は，

公益認定委員会・内閣総理大臣の判定・認定を受けると，公益法人になる

ことができる（税制上の優遇措置がある）。 
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２．一般社団法人の機関 

⑴ 一般社団法人の機関（機関＝内部的及び対外的な事務を処理する者） 

・社員総会，理事は必ず置かなければならない（一般法人 35，60Ⅰ） 

・社員総会…社員全員で構成され，根本的な意思決定を行う。定款を改定

する 

・理事…法人を代表し，実際の業務を執行する 

 理事会非設置一般社団法人では，理事が業務を執行し（一般法人 76Ⅰ），

各理事が法人を代表する（一般法人 77Ⅰ）。 

 理事会設置一般社団法人では，理事会が業務執行を決定し（一般法人 90

Ⅱ①），業務執行は代表理事が行う（一般法人 91Ⅰ）。 

※理事の代表行為は法人に帰属する＝代理に類似 

※その他に，理事会（非設置の場合），監事，会計監査人を置くことがで

きる 

 

 権限 社団 財団 

社員総会 抜本的な意思決

定機関 

必要的 評議員及び評議

員会の設置が必

要的 

理事 代表権・業務執行

権 

必要的 必要的 

理事会 業務執行の決定,

理事の監督 

任意的 必要的 

監事 職務執行・会計の

監査 

任意的 必要的 

会計監査人 会計の監査 任意的 大規模一般財団

法人は必要的 

※機関についての規律は会社法に類似（社員総会＝株主総会，理事＝取締

役，理事会＝取締役会，監事＝監査役など） 

・理事会設置一般社団法人は，理事が３人以上（一般法人 65Ⅲ），監事を

必ず置く（一般法人 61） 
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・理事会非設置一般社団法人は，各理事がそれぞれ法人を代表する（一般

法人 77）。社員総会は万能の機関（一般法人 35Ⅰ） 

・理事会設置一般社団法人は，代表理事のみが法人を代表する。社員総会

は法律又は定款に定めた事項に限り，決議できる（一般法人 35Ⅱ） 

 

⑵ 理事についての様々な規定 ⇒セブンサミット P72 

・理事の代表権の制限は，善意の第三者に対抗できない（一般法人 77Ⅴ） 

・過失は不要，条文にないから。 

Case  一般社団法人Ａには，社団の建物を売却するには，理事会の決定が

必要だという制限があった。しかし，理事会の決定なしに，理事Ｂは

建物をＣに売却した。 

→Ｃが制限につき善意なら，社団ＡはＣに対抗できない。その結果、Ｂ

Ｃ間で締結した売買契約の効果は、ＡＣに帰属し、Ｃは（代金を支払えば）

Ａに対し建物の引渡しを請求できる。 

 

仮に，代表権の制限につき悪意であっても，代表権があると信じるにつ

き正当な理由がある場合には，民法110条類推適用によって保護される（判

例） 

Case  上記の Case で，Ｃが制限の存在は知っていたが，理事会の決定が

あると考えていた場合 

【論証３ 一般法人法 77条５項と法令上の制限 Ｂ】 

 理事の代表権の制限が，定款ではなく法令上なされている場合に，一般

法人法 77条５項の適用があるか。 

 この点，法令は誰にでも公表されている以上第三者の信頼を保護する必

要はなく，法令による制限は一般法人法 77 条５項の代表権に「加えた制

限」に該当しない。 

 但し，相手方が法令上の要件を満たしているものと信じ，そのように信

じることに正当の理由がある場合には，民法 110 条類推適用により相手方

を保護すべきである。 
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