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意思の不存在 
作成者：A.K.（1 年） 

例文 

A：「君は前日、私にゲーム機をくれると言ったよね。」 

B：「いや、あの時は酔っていたから意思の不存在でできないよ。」 

 

意思の不存在という言葉は、民法の教科書の中で出てきた。民法では人びと同 

士の関係を規律するが、人間関係では脅されたり酔っていたり混乱していたり

と、自分の意志に反することを言ってしまう状況もあるだろう。 

私がこの言葉を選んだのは、民法の講義の中で出てきた例が面白く、特に私の

記憶に残っていたからだ。―とあるアクセサリー店で客がホワイトゴールドの

指輪が欲しいと注文した。店員は客の要望通りホワイトゴールドの指輪を製作

した。しかしその指輪を受け取った客は、プラチナとホワイトゴールドを間違え

て注文していたと、意思の不存在を主張した。―プラチナの日本語での言い方は

白金であるが、この白金の英語の直訳になるホワイトゴールドはプラチナとは

全くの別物なのである。 
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意思の不存在とは 

法律行為には意思表示が必要になる。しかし意思表示をした者が意思能力を

欠いていた場合はその意思表示、すなわち法律行為は無効になる。意思能力とは、

自分の行為の利害や損得を判断する知的能力を意味する。つまり、意思表示をし

た者が、行為をしたらどうなるかということを理解していない・できない状態で

意思表示をしていた場合には、法律行為は無効になり権利義務は発生しない。無

効になるということは、行われた意思表示を法的には行われなかったものと扱

われることとなる。 

 意思能力を欠く者のことを意思無能力者と言うが、この意思無能力者には例

えば精神に重度に障害のある者や幼児、泥酔者などが含まれる。 

また、法律行為の要素の中に錯誤があった場合も、意思の不存在であるとして

意思表示を取り消すことができる。書き違いや言い違い、行為の持つ意味を誤解

していた場合がこれにあたる。例文は前者の意思能力が無い場合であるが、その

後に記したプラチナとホワイトゴールドの話は後者の場合である。しかし、後者

の表示者に重大な過失（不注意）があった場合には意思表示の取り消しが認めら

れない。表示者がその職業、知識、経験を有する者でありながら、取引で必要な

ことをしていなければ認められないということだ。 

また、強迫による意思表示も取り消すことができる。強迫者が故意（分かって
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てわざと）であり、違法な強迫行為によって相手に畏怖を与えていた場合がこれ

に当てはまる。この表示の取り消しは、当事者間での強迫だけでなく、第三者に

よる強迫の場合にもすることができる。 

 

参考文献 

 佐久間毅『民法の基礎１〔第４版〕』（有斐閣、2018 年 4 月 20 日）p. 80, p. 

144, p. 165, p. 174 
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危険負担 
作成者：R.M.（3 年） 

例文 

X：｢この腕時計、もう使わないから安く売るよ。5000 円でどうだ

い？｣ 

Y：｢5000 円なら買いたいな。｣ 

X：｢じゃあ契約成立！次遊ぶとき持っていくね。｣ 

～数日後～ 

X：｢ごめん！前に言ってた腕時計なんだけど、地震で棚から落ちて

壊れたから渡せなくなった。だけど、売買契約は成立してるから代金

は渡してくれるよね？｣ 

Y：｢え～！お金は払わないよ。危険負担の条文に基づいてこの契約

は解除するね。｣ 

 

皆さんは｢危険負担｣という言葉を聞いたことがありますか？ 

私は大学 2 年生の時に受けていた民法の授業で初めてこの言葉を知りました。

危険負担と聞いて私は、何かよく分からないけれど責任が重そう…というイメ
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ージを持ちました。実際に学んでみると、危険負担は不動産売買契約の際など

によく扱われている問題であり、想像していたより身近なものであることがわ

かりました。ぜひこの機会に、皆さんにも危険負担について知ってもらえたら

嬉しいです。 

 

●危険負担とは 

危険負担とは、売買契約が成立してから対象物の引渡しまでの間に、対象物

が売主･買主いずれの責任ともいえない原因によって消滅･損失した場合、その

リスクをどちらが負担するのかという問題のことである。 

例文でいうと、｢地震｣という売主や買主の責任といえない原因で腕時計が壊

れ、X の｢腕時計の引渡し｣という債務が履行出来なくなったとき、X と Y どち

らが 5000 円を負担するのかということである。 

これについて民法では、債務者である「売主がリスクを負担する」というル

ールになっている。なぜなら、買主からすれば、対象物の引渡しを受けていな

いのに代金だけ支払わなければならないというのは不公平だからである。 

●「反対給付の履行拒絶権」と「契約解除」 

民法 536 条は、債権者である買主が代金の支払いを拒むことができると規定

している。これを｢反対給付の履行拒絶権｣という。 
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注意すべきなのは、代金の支払いは拒むことが出来るが、履行不能となった

債務が消滅するというわけではないということだ。そのため、買主は契約を解

除することにより、代金支払い債務を確定的に消滅させることが出来る。 

●危険の移転時期 

民法 567 条 1 項は、売買契約の危険の移転時期について、対象物の引渡し時

点であると規定している。これはつまり、引渡し時をもって、対象物の消失･損

失のリスクが売主から買主へ移転するということである。 

●まとめ 

例文に当てはめると、買主 Y は腕時計の引渡しを受けておらず、かつ引渡し

が不可能であるため、代金支払いを拒絶でき、X に 5000 円を支払わなくて良

いということになる。そして、Y は契約の解除により代金支払債務を消滅させ

ることが出来る。 

 

参考文献 

 デイリー法学選書編修委員会(2018)『ピンポイント民法』三省堂 pp. 136-

137 
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 契約 Watch「【民法改正(2020 年 4 月施工)に対応】危険負担条項のレビュ

ーポイントを解説！」、危険負担に関する主要改正ポイント、(2021 年 8 月

5 日閲覧) 

URL https://keiyaku-watch.jp/media/keiyakuruikei/minpo202004_kikenfutan 
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債権者代位権 
作成者：Y.A.（2 年） 

例文 

A:「返済期限が過ぎているので貸したお金を返してください。」 

B:「今お金がないのでもう少し待ってください。」 

A:「それでは B さんがＣさんに貸したお金を返してもらえば良いの

では？」 

Ｂ:「でもそうするとＣさんに返してもらったお金はＡさんに返済す

ることになり、私の手元には残らないのでＣさんからお金を返して

もらう気になりません。」 

Ａ:（困ったな・・・。これでは消滅時効の期間が経過してしまう。

そうだ、債権者代位権を行使しよう。） 

 

債権者代位権という制度を使うと、事例の場合、ＡがＢに代わってＢの権利で 

ある金銭債権について権利行使できる。つまりＢが有する金銭債権についてＡ

がＣに対して訴えを起こすことが認められる。私は、債権者代位権という制度を

知った時、便利な制度だと思った。上記の事例の場合、Ａはお金を返して欲しい



10 

 

し、Ｂはお金をＡに返そうと思えば返せないことはないが事例のような理由で

そうしない。こんな時に、Ａが債権者代位権を行使すれば、問題は解決できる。

しかし、この権利行使にはいくつかの要件があり、それを満たさなければならな

いのでよく確認するべきであると感じた。 

 

要件 

債権者代位権の要件は民法第 423 条に定められている。要件は大きく分けて

３つに分けられる。１つ目は、被保全債権（上記の事例ではＡがＢに対して有し

ている金銭債権）に関するもの。２つ目は、債務者（上記の事例ではＢ）に関す

るもの。３つ目は、被代位権利（上記の事例ではＢがＣに対して有している権利）

に関するものである。 

１、被保全債権についての要件 

 まず債権者代位権を行使するためには、被保全債権が存在していることが必

要である。次に、被保全債権は履行期が到来している必要がある。ただし、保存

行為の場合は、履行期が到来していなくても債権者代位権を行使することが可

能である。保存行為とは、債務者の財産を維持するための行為である。さらに、

被保全債権は強制執行によって実現することができないものでないことが必要

である。 
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２、債務者についての要件 

 債務者についての要件は２つあり、１つ目は保全の必要性で、２つ目は権利を

行使していないことである。保全の必要性とは、債権者代位権を行使しなければ

債務者の責任財産が減少し、債権者が弁済を得られなくなることであり、債務者

が無資力であるということを意味する。２つ目は、債権者は債務者が自身の権利

を行使する前に債権者代位権を行使する必要があるという事である。 

３、被代位権利についての要件 

 被代位権利は一身専属の権利でないことや差押えが禁止されていないもので

ある必要がある。 

 

参考文献 

 内田貴『民法Ⅲ第 4 版債権総論・担保物権』東京大学出版会, 2020 年, 335 項

-342 項。 
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使用貸借 
作成者：M.T.（2 年） 

例文 

A「C の奴、この前買っていたのとは違う車を運転しているぞ。買い

換えたのかな？」 

B「あれは C のお兄さんの車らしいよ。自分の車は今修理に出してい

るから、その間は必要に応じて貸してもらうんだって。」 

A「いわゆる使用貸借だな。」 

 

「貸借」という言葉を聞くと、何かしらの利用目的に基づいて、物やお金の貸 

し借りが行われ、その目的の為に使用されるというイメージがあったため、初

めてこの単語を聞いた時は、通常の賃貸借契約とどう異なるのか想像できなか

った。しかし実際は、数ある契約の類型の中でも、日常生活との関わりが特に深

いものであり、皆さんもほぼ毎日行っているといっても過言ではないものであ

った。ここでは使用貸借の概要や、どのように日常生活に関わっているのか等を

論じていく。 
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１．使用貸借とは 

使用貸借とは、貸主が借主に対し、自身の所有物を無償で貸し、借主がそれを

無償で使用して利益を得て、契約終了時に貸主に返還する、賃貸借契約の一種で

ある。その性質上、家族あるいは親戚、もしくは友人間で行われるものが殆どで

ある。 

例文のケースに当てはめてみると、それぞれ C が借主、C のお兄さんが貸主

にあたる。C の兄が自身の自動車を、無償で C に貸し出すという形で、賃貸借

契約が成立している。この例の場合、C の兄は善意に基づき自動車を C に与え

ており、C にはそれに対する対価を支払う義務は発生していない。もっと身近な

例を挙げると、友人から次の授業に使用する教科書を貸してもらう、ゲームソフ

トを借りて遊ばせてもらう等といった行為も、使用貸借にあたる。 

民法第五九三条 

使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取

った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をするこ

とを約することによって、その効力を生ずる。 

 

２．成立のための要件 

使用貸借の成立には、貸主から借主に対する対象物の引き渡しが無償で行わ
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れること、借主が対象物を使用し収益を上げ、契約が終了した時にその対象物を

借主に返還すると約束することが求められる。そして借主は、その性質によって

定まった用法に従った上で対象物を使い、収益を得なければいけない。例文のよ

うな場合、当事者達にはそれぞれ次のような義務が発生する。 

                    

           

 

 

３．その他 

当事者によって意識的に締結されない場合にも、使用貸借は成立することが

ある。例えば、親が所有する土地の上に、その子供が家を建てた場合、その土地

を利用する権利（『土地利用権』と呼ばれる）についての合意が、他者の目から

見てわかるようなはっきりとした形で行われていない事が多く、その際「これは

使用貸借である」と説明することで、子供の土地利用権が根拠づけられるのであ

る。 

 

参考文献 

 大村 敦志『新基本民法 ５ 契約編』第 2 版（有斐閣、2020 年 4 月 10 日

C  

（借主） 

車を引き渡す義務 

用法に従い借りた物

を使用する義務 
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出版）p. 191, p. 192 
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自力救済 
作成者：C.M.（2 年） 

例文 

A：「我が一族が正当に所有するその宝物、返してもらうよ」 

B：「……あれは我が一族の物だ」 

A：「覚悟しな！」 

C：「待て！怪盗 A！自力救済はダメだ！！」 

 

A：B と宝物の正当な所有権を巡って、争っている一族の娘であり、怪盗。 

B：A と宝物の正当な所有権を巡って争っている一族の人。 

C：A を追う刑事 

 

正当に所有するはずの物を自力で取り返すために、表社会で生きてきた娘が 

一転、闇夜を駆ける怪盗となる。秘密裏に支援してくれるパトロンや、怪盗を追

う刑事の登場、数々の艱難辛苦を乗り越えて、遂に因縁の相手と対決！という場

面。そこに C の「自力救済はダメだ！！」である。A が C の言葉に耳を貸すは

ずもない。これは正当な権利なのである。やられたら、やり返すのだ！A はそう
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主張するだろう。しかし、これは民法の原則である。その名も「自力救済の禁止

の原則」。 

自力救済とは、自分の権利が侵害されたとき、司法手続きによらず自分の力で

自分の権利を実現することをいう。所有権に争いがあるものを実力行使で手に

入れたり、盗まれた物を自力で取り返したり、売買契約で商品は引き渡したのに

一向に代金をよこしてくれないからといって、代金を玄関先から黙って取って

いってはいけない。そういうものである。問題が解決できるのであればよいでは

ないか。そう思わなくもない。 

一族の無念を晴らすため、怪盗として取り返す。ロマンではないか。なぜダメ

なのか。いや、ダメである。司法手続に則って取り返し給へ。そういう原則であ

る。 

 

民法における自力救済 

自力救済とは先に述べたとおり、民法上、自分の権利が侵害されたとき、司法

手続きによらず、自己の権利を実現することである。前段では散々押し問答をし

たわけだが、自力救済の禁止の原則の理由は、これを広く認めると、社会秩序が

混乱するおそれがあるからである。ゆえに国家権力が確立した今の日本では、私

人の権利は司法手続によって実現されるべきであり、自力救済は許されないの
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だ。 

 自力救済に対して、相手の私人は「占有訴権」に基づいて、元の状態に戻す

ことを請求できる。また、その不法行為を理由として、損害賠償責任を追及する

ことができる。例文で言えば、怪盗 A は宝を盗み出したとしても、B が「占有

の訴え」をすればそれを返さなければならない上に、盗み出した不法行為を原因

に損害賠償金も支払わなければいけなくなる可能性があるということだ。「占有

権」は民法 180 条に規定され、「自己のためにする意思をもって物を所持する」

ことによって得られる。ここでいう「自己のためにする意思」というのは、物の

所持によって事実上の利益を受けようとする意思をいう。この意思は一般的・潜

在的に存在すれば足り、売買契約の買い主、賃貸借契約の賃貸人はもちろんのこ

と、盗みや無断借用した者にもその意思は存在すると認められる。盗みや無断借

用する者はその物を利用・処分しようとしてその行為に及んでいるからである。 

「占有訴権」は、占有者がその占有を侵害された場合やそのおそれがある場合

に、その占有が正当な権限に基づくものであるかを問わずに、占有の回復や妨害

の予防措置を求める権利である。よって、盗みや無断借用した者も使える権利な

のである。占有の訴えは、3 種類ある。民法 198 条に規定された、占有を妨害さ

れた占有者が、その妨害停止を求める訴えである占有保持の訴え。民法 199 条

に規定された、占有を妨害される恐れのある占有者が、その妨害の予防措置を求
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める占有保全の訴え。民法 200 条に規定された、占有を奪われた占有者が、物

の返還を求める占有回収の訴え。この 3 つである。例文の場合は、B は占有回収

の訴えでもって、宝を A から取り返そうとできるわけである。しかし、201 条 3

項に「占有回収の訴えは、占有を奪われた時から１年以内に提起しなければなら

ない。」との制限がある点には注意しなければならない。 

さて、ここでもし、A と B がお互いに宝を実力行使で奪い合った場合、どう

なるのであろうか。例文では A が B から宝を奪おうとしている一幕だが、A が

宝を手に入れたのち間を空けて、今度は B が A から宝を奪った場合である。そ

うしたら、A は占有回収の訴えをできるのであろうか。占有回収の訴えをする権

利は A が B から宝を奪った時点で得ているようにみえる。しかし、もとは B が

宝の占有者であり、それを A が奪った。そのため、B は A から奪われた 1 年以

内に A を相手に訴えを提起すれば、宝を取り戻せる。そこから、A は占有回収

の訴えができないと解することができる。学説には、A による侵奪から 1 年以

内であれば、A の請求は否定されるべきであるという見解もある。しかし、一方

大審院判決には、このような場合には A による占有回収の訴えができるとする

ものがある（大判大正 13・5・22 民集 3 巻 p.224）。これは自力救済の禁止に重

きを置いた判決である。このように自力救済は原則、禁止なのである。 

しかし、民法上でも、例外的に自体が急迫しており、かつ後になっては回復が
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困難な事情にある場合には自力救済は許され、その場合には不法行為責任も阻

却される。刑法上でも、自力救済は限定された範囲内で違法性が阻却される可能

性を認めていたりする。 

 

参考文献 

 高橋和之＝伊藤眞＝小早川光郎＝能見善久＝山口厚『法律学小辞典［第 5

版］』（有斐閣、2016 年 3 月 20）p. 330, p. 517, p. 518, p. 712 

 佐久間毅『民法の基礎 2 物権〔第２版〕』（有斐閣、2019 年 3 月 30 日）p. 

257, p. 263, p. 264, pp. 294-301  

 コトバンク「コトバンク 自力救済」、百科事典マイペディア「自力救済」

の解説、（2021/08/20 閲覧）自力救済とは - コトバンク (kotobank.jp) 
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心裡留保 
作成者：T.O.（3 年） 

例文 

A「やる気がないなら帰れ！」 

B「なら帰ります」 

A「は？」 

B「なんスか」 

A「なんで帰るんだ？」 

B「だってそっちが帰れって」 

A「そういうことじゃないだろ。あれは心裡留保だ。一種の冗談だ。」 

 

民法の教科書でも初めのほうに習ったこの言葉。まだよく意味も分からなか 

った法律用語がたくさんある中で、要するにこの心裡留保は「冗談」のことだと

考えればよいと思えたため気楽に考えられたことがかなり印象に残っている。

上の A と B はおそらく先生と生徒の関係なのだろう。部活なのかそれとも授業

中なのかは定かではないが、A のやる気のなさを見かねた B が A を呼びつけて

叱っているのだろう。小中高時代、もしかしたら大学時代にこのような経験をし
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たことがあるという人も中にはいるのではないだろうか。私自身もその一人で

ある。もっとも、経験者の一人として言わせてみれば、上記で言えば A（先生）

がなぜ怒っているのかは本当に理解できなかったし、また A（先生）の「やる気

がない」という発言には、怒られている間なかなか共感できるものではなかった。

「帰れって言ったのはそっちだろうが！」今になって考えれば随分と幼稚な精

神であるが、内心そう思いながら当時叱りの続きを受けていた。中学、高校時代

の少し嫌な思い出であり、今回の執筆に際して大切なネタの素材になった。当時

の先生には、今なお少し残っている恨み節と懐かしさを感じるとともに、貴重な

法律関係のネタを提供してくれたことに感謝の念を捧げたい。 

 

民法における心裡留保 

心裡留保とは、表意者が本心（真意）ではないことを知りながらなした意思表

示のことをいう。民法 93 条に規定されており、上記でも言ったように冗談など

で相手に「この絵を君にあげよう」と嘘を言った場合がこれにあたる。しかし、

本題からはそれるが「この絵を無料であげよう」といった場合には、贈与にあた

るため、この口約束だけでは原則履行の終了前までにどちらからでも自由に解

除できることに注意しておきたい。 

この心裡留保における取引は、93 条 1 項より、「効力を妨げられない」つまり
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有効だとしているため、上記の例文では B は帰ってもよいことになる。しかし、

B が A の言っていることが本心ではないと知っている場合には B は帰ってはな

らない（無効ということになる）のである。また、心裡留保には第三者に対する

効力が定められており、第三者が、心裡留保をした者と心裡留保をされた者の事

情を知らなかった場合に行った行為には対抗（文句を言うことが）できないので

ある。 

 

参考文献 

 コトバンク「コトバンク 心裡留保」、ブリタニカ国際大百科事典小項目事

典「心裡留保」の解説、（2021 年 8 月 22 日閲覧） 

https://kotobank.jp/word/%E5%BF%83%E8%A3%A1%E7%95%99%E4%BF

%9D-82745 

 田中嗣久＝田中義雄＝大島一悟 『民法がわかった改訂 5 版』 

（株式会社法学書院、2019 年 9 月 5 日）p. 45, p. 46, p. 274 
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善管注意義務 
作成者: S.H.（2 年） 

例文 

A: 「先輩が使っていた〇〇大学の赤本譲ってくれませんか？？」 

B: 「もちろんいいよ！！」 

A few days later... 

B: 「ごめん。譲る約束だった〇〇大学の赤本なんだけど、マタタビ

の匂いを付けたらうちの猫に爪研ぎにされちゃった、、、」 

A: 「先輩、、、それは善管注意義務違反ですよ」 

 

「ZENKANCHUIGIMU」と初めて聞いて、「善管注意義務」と頭の中で変換 

できた人は頭の回転が以上なまでに速い、もしくは前世は梅謙次郎先生である

かもしれない。少々大げさな言い方かもしれないが、それほどこの「善管注意義

務」という言葉を日常生活で耳にすることは少ない（全くないと言い切ってもい

いかもしれない）。しかし「善管注意義務」とは私たちが社会で生きていくにあ

たって当然に行っていることであり、言葉の響きから想像する程難解なもので

はない。 
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ここで例文を振り返ってみよう。後輩に譲る予定の赤本にマタタビの匂いを

つける先輩がこの世のどこにいるだろか、という議論はまた別の機会にすると

して、善管注意義務違反とはこのような場合のことを指す。また、自分の日常生

活を思い返して欲しい。自分が買い、受け取るはずの商品が雨ざらしにされてい

る、さも自分の物かのように売主の家のリビングに転がっているなど、このよう

なことがそう頻繁に起こるだろうか、そして起こったとして笑って許すだろう

か。答えは聞くまでもない。このような事態を防ぐために「善管注意義務」が存

在するのだろう。 

さあぜひ明日からこの言葉を使ってみよう。もちろんそうそう使う機会はな

いだろうが、友人との会話にうまく使うことができれば爆笑必至の一発芸にな

るだろう。おっと、詐欺の条文を確認しないで欲しい。 

 

1. 善管注意義務とは 

先ほどから何度も述べている「善管注意義務」とは、「善良な管理者の注意義

務」の略である。これは民法や商法に規定されており、ある者の能力、社会的地

位から考えて通常期待される注意義務のことを言う。この注意義務を怠り履行

遅滞、履行不能に至った場合、損害賠償や契約の解除などの問題が生じる。 
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2. 本件について 

本件は民法 400 条の特定物1引渡しの場合の注意義務についての事例である。 

 

民法 400 条  

債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、

契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管

理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。 

 

A と B は、B が A に対し「〇〇大学の赤本」を引き渡すという約束（契約）

をしている。この契約によって A が引渡しの債権者、B が引渡し義務を負う債

務者という構図が出来上がる。さらにこの契約の目的は B が持っていた「〇〇

大学の赤本」という特定物を引き渡すというものであるから、B は引渡しのとき

まで「善管注意義務」が生じる。しかし B はその赤本にマタタビの匂いを付け、

猫に爪研ぎにされ、履行不能としてしまっている。当然、引渡し予定の赤本にマ

タタビの匂いを付け、爪研ぎとされる状態にしておくことは、社会通念上避けな

くてはいけないものである。したがって B には民法上の過失があり、A は損害

賠償の請求、契約の解除という手段をとることが考えられる。 

 
1 特定物・・・具体的な取引に際して、当事者がその物の個性に着目して指定した物 
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参考文献 

 コトバンク「善管注意義務」、デジタル大辞泉「善管注意義務」の解説、（2021

年 8 月 14 日閲覧）、https://kotobank.jp/word/善管注意義務-549523 

 コトバンク「特定物」、デジタル大辞泉「特定物」の解説、（2021 年 8 月 29

日閲覧）、https://kotobank.jp/word/特定物-582788 

 内田貴（2020）『民法Ⅲ』第 4 版 東大出版会 p. 20, p. 61, p. 108, p. 207 
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沈黙による詐欺 
作成者：M.M.（1 年） 

例文 

A「やったー！宝くじ 7 億当たった！別荘建てたいからこの土地 1 億

で買います！」 

B「分かりました。1 億で売ります。」 

～契約後～ 

A「え!?この土地は建築制限があって別荘が建てられない!?」 

B「知っているけど言い忘れていました。」 

A「ひどい！これは沈黙による詐欺だ！」 

 

沈黙による詐欺。この言葉を民法の教科書で見つけたときはすごくワクワク 

した。また、かっこいい言葉だと感じた。黒づくめの組織がこの方法を用いて活

動資金を集めているのだろうか、と想像した。 

しかし、実際は例文にあるように一般的な売買契約でも起こりうることであ

る。何故沈黙が詐欺になってしまうのか、この場合 A は購入の意思表示を取り

消しできるのかについて見ていく。 
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※以下では「本件」→例文の事例 「A」→土地の買い手（騙された側） 

   「B」→土地の売り手（騙した側）を指す。読んでいて分からなくなったら、

この注釈を見ると理解の助けになるかもしれない。 

 

意思表示の取り消し 

本件について検討する前に、民法において欠かせない「意思表示の取り消し」

について説明する。（なお、本件における意思表示は A の「買います」という意

思である。） 

詐欺による意思表示は、取り消すことができる。「詐欺による意思表示」であ

るためには①詐欺者の故意、②違法な欺罔行為（人を騙す行為）、③その欺罔行

為による錯誤¹、④その錯誤に基づく意思表示、⑤第三者の詐欺の場合、契約の

相手方が詐欺の事実を知っていたこと（本件に第三者は登場しないため関係な

し）が必要である。 

 

※¹ 錯誤とは、「買いたい」などの意思を表示する表意者の認識と事実が一致しないことで

ある。本件の場合、表意者（A）は別荘を建てるために土地を使えると認識していたが、実

際は建てられないという錯誤があった。 

 

本件における「沈黙」 

沈黙も欺罔行為になりうる。そして、前述の①～⑤の要件を充たされれば意思
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表示は取り消し可能である。問題は、この欺罔行為に違法性があるか、である。

何故なら、契約をする上で双方は対等な立場であり、自己の利益は自ら守るべき

（＝必要な情報は自分で集めるのが原則）という考えに基づいているからだ。こ

の考えに基づくと、「契約の相手方（B）に情報提供義務が認められるか」が争点

となる。相手方に情報提供義務がなければ、沈黙に違法性は無い＝詐欺ではない、

ということになる。 

 

B に情報提供義務はあるのか 

判決例では²、次の 4 つの判断要素から情報提供義務があるか判断される。①

告げられなかった情報が、表意者が意思表示をしようと決心するについて重要

な事項に関するものであったこと、②そのような重要性を相手方も知っていた

こと、③相手方が、その情報を現に有していたか、ごく容易に入手しえたこと、

④相手方が、その情報を表意者に伝える必要があると認識していたこと、である。

これを本件に当てはめて考えていく。（表意者：買い手 A 相手方：売り手 B） 

A は別荘を建てるための土地が欲しい。そのため、建築制限の事実は購入の意

思表示をするか否かの重要事項であり、①は充たされる。A が「別荘を建てるた

めにこの土地を買う」と B に言ったので、②も充たされる。B は建築制限を知

っていたので、③も充たされる。A は建築制限があるという情報をもっていなけ
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れば、全く無意味な契約（別荘を建てられない土地の購入）をしてしまう。その

結果、A にとって不必要な支出となることを B は知っている。よって、B は情

報提供の必要性を認識していたはずであり、④も充たされる。よって、B には情

報提供義務がある、と考えられる。 

 

※² 裁判で判決を下す際に、重要な判断材料となるのが「判例」である。類似の事件や紛争

を以前はどのような考え方、判断基準で判決を下したのかを引用して今の事件の解決を導

くことが多い。 

 

本件のまとめ 

B には情報提供義務があるが、A に必要な情報を提供しなかった。B の沈黙は

詐欺となりうるので、A は購入の意思表示を取り消すことができる。 

 

補足 

情報提供義務があるか判断要素として 4 つ挙げられる（B に情報提供義務は

あるのか の項目参照）。これらの 4 つが何故判断要素となるかは明らかでない。

そのため、この 4 つで十分かも明らかでない。学説では、情報提供義務が認めら

れるべき場合として少なくとも次の 2 つがある。第一に、その情報を伝えない

ことによって相手方の権利を侵害する事になる場合である。第二に、ある取引に

おいて当事者の一方が専門家の場合である。 
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参考文献 

 佐久間毅（2020）『民法の基礎 1 総則[第 5 版]』有斐閣 149 頁、168‐172
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