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意思表示

テーマ 重要度 過去問出題実績
（H18~H27）

第１　契約の成立 Ｄ なし

第２　詐欺 Ｃ H23

第３　強迫 Ｂ
H19、H20、H22、
H23

第４　虚偽表示 Ａ
H19、H20、H22、
H24、H27

第５　錯誤 Ｂ H21、H23、H25

第６　心裡留保 Ｃ H19

第７　公序良俗に反する契約 Ｄ なし

第１章

★★★
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第１　契約の成立
宅建試験では、「売買契約」や「賃貸借契約」を
結んだ場合のルールが毎年出題されています。そこ
で、まずは「契約」とはどのようなものなのか考え
てみましょう。
一言で言えば、「契約」とは約束のことです。一
度契約を結ぶと、原則として、その契約で決めた内
容を守る必要があります。
では、そもそも契約はどのようにして結ばれるの
でしょうか。「Ａさんが、『自己の所有する家をＢ
さんに売って、お金を手に入れたい。』と考え、Ｂ
さんとの間で売買契約を結ぶことになった。」とい
う事案を例に考えてみましょう。

［契約の成立］

売買契約

①「売ります」申込み
　　↓
②「買います」承諾
　　↓
③契約書作成
　　↓
④代金支払い, 登記, 引渡し

買主

B

売主

A

ＡさんとＢさんとの売買契約は、「申込み」と
「承諾」の２つの意思表示が合致することによって
成立します（諾成契約）。
なお、通常契約書を作成しますが、法律上、売買
契約が成立するためには契約書の作成は必要ありま
せん。「申込み」と「承諾」の２つの意思表示さえ
合致すれば、ＡさんとＢさんとの間で約束を結んだ
と言えるからです。

CHECK

売買契約に関する費
用は，当事者双方が等
しい割合で負担します
（民法558条）。
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第２　詐欺

１　詐欺による意思表示の取消し
人をだますことを「詐欺」といいます。
詐欺によって契約を結んだ場合でも、必ずその内
容を守らなければならないというのでは、あまりに
もかわいそうです。
そこで、民法は、詐欺による意思表示は、取り消
すことができることとしています（民法96条１
項）。そして、契約が取り消されると、その契約は
なかったことと扱われます（民法121条）。
したがって、例えばＢにだまされて契約を結んだ
Ａさんは、売買契約を取り消して、Ｂに売った土地
を返せと主張することができます。

２　第三者との関係
では、Ａさんが契約を取り消す前に、ＢがＣさん
にこの土地を売却していた場合、ＡさんはＣさんに
対して土地を返せと主張できるでしょうか。
この場合、Ｃさんが詐欺の事情を知ってＢから土
地を買ったかどうかで結論が異なります。

［取消し前の第三者］

②売買契約 ③売却

①詐欺

④取消しを主張できるか？

買主

B

第三者

C

売主

A

⑴　詐欺の事情を知っていた場合（悪意）
まず、Ｃさんが詐欺の事情を知ってＢから土地を
買っていた場合、ＡさんはＣさんに対して土地を返
せと主張することができます。なぜなら、Ｃさんは
詐欺の事情を知って土地を手に入れたのだから、Ａ

CHECK

取消権は，追認をす
ることができる時から
５年，行為の時から
20年を経過すると消
滅します（民法126
条）。

CHECK

詐欺に気付いたにも
かかわらず，異議を留
めずに契約の全部もし
くは一部の履行をした
場合や，相手方に履行
の請求をした場合，追
認したものとみなさ
れ，詐欺による取消し
はできなくなります
（法定追認，民法125
条）。

CHECK

売買契約を取り消し
た場合，その契約は初
めからなかったものと
なるので，契約当事者
は，互いに相手方を契
約前の原状に回復する
義務を負います（民法
121条，703条）。こ
の場合の当事者の原状
回復義務は，同時履行
の関係にあります（判
例，民法533条）。
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さんを保護する必要の方が高いからです。
このように、ある事情を知っていることを法律上
「悪意」といいます。つまり、詐欺による意思表示
の取消しは、悪意の第三者に対抗することができる
のです。

⑵　詐欺の事情を知らなかった場合（善意）
次に、Ｃさんが詐欺の事情を知らずにＢから土地
を買っていた場合、ＡさんはＣさんに対して土地を
返せと主張することができません。なぜなら、詐欺
の事情を知らずに土地を手に入れたＣさんを保護す
る必要性が高く、また、だまされたＡさんに一定の
落ち度があるといえるからです。
このように、ある事情を知らないことを法律上、
「善意」といいます。つまり、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
いのです。

３　第三者が詐欺を行った場合

［第三者が詐欺を行った場合］

②売買契約

③取消し？

①詐欺

買主

B

第三者

C

売主

A

通常の詐欺の場合、契約の相手方が人をだまして
いるので、一度結ばれた契約を取り消されても、文
句は言えません。
それに対して、第三者が詐欺を行った場合、契約
の相手方が人をだましているわけではありませんの
で、相手方の立場も考えてあげる必要があります。
そこで、民法は、第三者による詐欺の場合、相手

CHECK

「対抗する」とは，
主張するという意味で
す。

CHECK

なお，ここで出てく
る「悪意」や「善意」
には，「悪い」とか
「良い」という意味は
ありません。
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方が詐欺の事情を知っているかどうかで、契約の取
消しを認めるかどうかを決めることとしています
（民法96条２項）。

⑴　詐欺の事情を知っていた場合（悪意）
まず、相手方が詐欺の事情を知っていた場合に
は、契約を取り消すことができます。詐欺の事情を
知っていた以上、契約を取り消されても、仕方がな
いからです。

⑵　詐欺の事情を知らなかった場合（善意）
これに対して、相手方が詐欺の事情を知らなかっ
た場合には、契約を取り消すことができません。相
手方は詐欺の事情を知らずに契約を結んだのに、た
またま詐欺があったからといって契約がくつがえさ
れるのではあまりにもかわいそうだからです。

Point 詐欺による意思表示

□ 詐欺による意思表示は、取り消すことができ
ます。

□ 詐欺による意思表示の取消しは、取消し前に
現れた善意の第三者には対抗することができ
ません。

□ 第三者が詐欺を行った場合、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ます。
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第３　強迫

１　強迫による意思表示の取消し
人をおどすことを「強迫」といいます。
詐欺の場合と同様に、強迫によって契約を結んだ
場合でも、必ずその内容を守らなければならないと
いうのでは、あまりにもかわいそうです。
そこで、民法は、詐欺の場合と同様に、強迫によ
る意思表示は、取り消すことができることとしてい
ます（民法96条１項）。

２　第三者との関係

②売買契約 ③売却

①強迫

④取消しを主張できるか？

買主

B

第三者

C

売主

A土地

この場合、Ｃさんが強迫の事情を知っていたか否
かにかかわらず、ＡさんはＣさんに対して土地を返
せと主張することができます。なぜなら、おどされ
て契約を結んだＡさんを保護する必要性が非常に高
いからです。
つまり、強迫による意思表示の取消しは、悪意の
第三者にも、善意の第三者にも対抗することができ
るのです。

CHECK

刑法の世界では「脅
迫」，民法の世界では
「強迫」と書きます。
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３　第三者が強迫を行った場合

［第三者が強迫を行った場合］

②売買契約

③取消し？

①強迫

買主

B

第三者

C

売主

A

第三者が強迫を行った場合、第三者の詐欺の場合
とは異なり、相手方がその事実を知っていたか否か
を問わず、その意思表示を取り消すことができるこ
とになっています。なぜなら、おどされて契約を結
んだ者を保護する必要性が非常に高いからです。

Point 強迫による意思表示

□ 強迫による意思表示は、取り消すことができ
ます。

□ 強迫による意思表示の取消しは、取消し前に
現れた第三者が、その事実を知っていたか否
か（善意か悪意か）を問わず、対抗すること
ができます。

□ 第三者が強迫を行った場合、相手方がその事
実を知っていたか否か（善意か悪意か）を問
わず、その意思表示を取り消すことができま
す。
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第４　虚偽表示

１　虚偽表示による無効
差押えを逃れるために、友人と口裏を合わせて、
自分が持っている土地を友人に売却したように見せ
かける架空契約を結んだ場合のように、相手方と通
じて虚偽の意思表示をすることを、「虚偽表示」と
いいます。
この場合、両当事者ともに契約をする意思はあり
ませんので、虚偽表示による契約はそもそも無効と
なります（民法94条１項）。

２　第三者との関係

［虚偽表示と善意の第三者］

虚偽表示

（無効）

売却

当事者

B

善意の
第三者

C

当事者

A

？

虚偽表示による契約は、当事者間では無効です
が、この無効を当事者以外の第三者にも主張するこ
とができるでしょうか。
この問題は、虚偽表示により契約を結んだ者と第
三者を比べてどちらをより保護すべきかということ
にかかっています。

⑴　第三者が虚偽表示の事実を知っていた場合（悪
意）
第三者が虚偽表示の事実を知っていた（悪意の）
場合は、原則どおり、契約は無効であるとすればよ
く、第三者を保護する必要はありません。

⑵　第三者が虚偽表示の事実を知らなかった場合（善
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意）
これに対し、第三者が虚偽表示の事実を知らな
かった（善意の）場合、虚偽表示の無効は、善意の
第三者に対抗することができないことになっていま
す（民法94条２項）。
また、虚偽表示における第三者は、善意でありさ
えすれば保護されます。つまり、善意の第三者は、
たとえ知らないことに過失（落ち度）があっても、
また、登記を備えていなくても保護されます（判
例）。

⑶　第三者の具体例
ここにいう「第三者」の具体例について、判例
は、仮装で譲り受けた不動産を差し押さえた債権者
（差押債権者）や、仮装債権を譲り受けた者（仮装
債権の譲受人）をいうとしています（判例）。
これに対して、判例は、単なる仮装譲受人の一般
債権者を含まないとしています（判例）。

Point 虚偽表示　第三者との関係

□ 虚偽表示による契約は無効です。

□ 虚偽表示による無効は、善意の第三者に対抗
することはできません。

３　転得者との関係
転得者とは、第三者からさらに目的物を買い受け
た者をいいます。

［転得者とは］

虚偽表示

（無効）

売却

当事者

B

転得者

D

当事者

A
売却

悪意の
第三者

C

？

CHECK

なお、契約の時に、
善意であればよく、そ
の後に悪意となったと
しても、判例は保護さ
れるとしています（判
例）。

CHECK

「判例」とは、裁判
所が過去に下された判
決のことをいいます。
宅建試験では、民法等
の法律の規定に関する
知識だけでなく、判例
も出題されます。
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⑴　第三者が悪意で転得者が善意の場合

［善意の転得者］

虚偽表示

（無効）

売却

当事者

B

善意の
転得者

D

当事者

A
売却

悪意の
第三者

C

？

転得者が善意の場合には、善意の第三者のときと
同じです。つまり、虚偽表示の無効は、転得者が善
意であれば、その者に対して対抗することができま
せん（判例）。

⑵　第三者が善意で転得者が悪意の場合

［善意の第三者と悪意の転得者］

虚偽表示

（無効）

売却

当事者

B

当事者

A
売却

善意の
第三者

C

悪意の
転得者

D

？

では、第三者は善意であったが、転得者は悪意で
あったという場合はどうなるでしょうか。
転得者は虚偽表示の事実を知っていた（悪意）の
であるから、保護する必要はないようにも思えま
す。
しかし、虚偽表示により契約を結んだ者は、善意
の第三者には対抗することができないが、悪意の転
得者には対抗することができるとすると、法律関係
が複雑になってしまいます。
そこで判例は、一度善意の第三者が現れた場合
は、その者が完全な権利を取得するのであるから、
その後の取得者も完全な権利をそのまま譲り受ける
ことができるとしています。つまり、一度善意の第
三者が現れた場合には、その者から取得した者に対
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しても、その者の善意・悪意を問わず、虚偽表示の
無効を対抗することができなくなります（判例）。

Point 虚偽表示　転得者との関係

□ 第三者が悪意で転得者が善意の場合
虚偽表示の無効は、転得者に対抗することは
できません。

□ 第三者が善意で転得者が悪意の場合
善意の第三者が現れたため、善意・悪意を問
わず、転得者に対抗することはできません。

第５　錯誤

１　錯誤による無効

⑴　錯誤とは
勘違いをすることを錯誤といいます。
勘違いしていたとはいえ契約を結んだ以上、きち
んと約束を果たすべきだと思うかもしれません。
しかし、勘違いがなければ契約を結ばなかったと
思われるような場合にまで約束を守らせるのは、勘
違いしてしまった人がかわいそうです。
そこで民法は、勘違いがなければ契約を結ばな
かったと思われるような重要な部分について勘違い
することを「要素の錯誤」としました。その上で、
要素の錯誤による意思表示は、無効であるとしまし
た（民法95条本文）。

⑵　表意者に重大な過失があった場合
ただし、いくら要素の錯誤があるとはいえ、勘違
いをしたことについて大きな落ち度がある者まで保
護する必要はありません。
民法は、表意者に重大な過失があったときは、表
意者は、自らその無効を主張することができないと

CHECK

表意者とは，勘違い
によって意思表示をし
た者のことをいいま
す。
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しています（民法95条ただし書）。

Point 錯誤

□ 要素の錯誤による意思表示は、無効です。

□ 表意者に重大な過失があるときには、表意者
は、要素の錯誤による無効を主張することが
できません。

２　動機の錯誤
意思表示そのものではなく、意思表示をする動機
に勘違いがあることを動機の錯誤といいます。たと
えば、Ａさんが「この建物のすぐ近くに新しい地下
鉄ができる」と勘違いしてＢさん所有の建物を購入
するような場合が動機の錯誤です。

［動機の錯誤］

①売買契約

②無効

売主

B

買主

A

？

地下鉄が
できる

この場合、実際には新しい地下鉄ができなかった
としても、「Ｂさんの建物を購入する」という意思
表示そのものには勘違いはありません。
したがって、錯誤による無効を主張することは、
原則としてできません。
しかし、Ａさんが「この建物のすぐ近くに新しい
地下鉄ができるから買いたい」という動機をＢさん
に伝えている場合にまで一切無効を主張できないと
いうのでは、Ａさんがかわいそうです。
そこで、判例は、動機の錯誤であっても、その動

CHECK

なお、判例は、動機
を明示的に表示した場
合だけでなく、黙示的
に表示した場合でも法
律行為の要素となり、
錯誤による無効を主張
することができるとし
ています（判例）。
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機が表示された場合には、錯誤による無効を主張し
うるとしています。

３　第三者との関係
錯誤による無効は、悪意の第三者に対しても、善
意の第三者に対しても主張することができます（判
例）。

４　相手方・第三者からの無効主張
では、要素の錯誤により契約が結ばれた場合に、
表意者ではなく、相手方や第三者が無効を主張する
ことはできるのでしょうか。
この問題に関して、判例は、次のような立場を示
しています。

表意者に重大な過失がある場合

表意者に重大な過失がある場合、表意者だけでなく、相手
方や第三者も無効を主張することができません。

錯誤による無効を主張することができるにもかかわらず、
表意者が無効を主張しようとしない場合

原則
表意者に無効を主張する意思がない場合、相手方や
第三者が無効を主張することは、原則としてできま
せん。

例外

表意者が意思表示に錯誤があることを認めている場
合には、表意者自らは無効を主張する意思がなくて
も、第三者は、表意者に対する債権を保全するた
め、無効を主張することができます。

第６　心裡留保
真意（本心）でないことを自分自身で知りながら
意思表示をすることを心

しんりりゅうほ

裡留保といいます。
心裡留保による意思表示は、原則として有効です
（民法93条本文）。本心でないことを自分自身で知
りつつ、あえて意思表示をしているのだから、自業
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自得といえるからです。
しかし、常に有効なわけではありません。冗談を
真に受けるほうも軽率です。
したがって、相手方が表意者の真意を知り（悪
意）、または知ることができた（善意有過失の）と
きは、その契約は無効となります（民法93条ただし
書）。

Point 心裡留保

□ 表意者がその真意ではないことを知って意思
表示をしたときであっても、原則として有効
です。

□ ただし、相手方が表意者の真意を知り、また
は知ることができたときは、心裡留保による
意思表示は、無効となります。

［意思表示のポイント］

当事者間での効力
善意の第三者に
対抗できるか

詐欺 取消し ×

強迫 取消し ○

虚偽表示 無効 ×

錯誤 無効 ○

心裡留保
原則：有効
（例外：無効）

―

○…できる、×…できない

CHECK

民法上規定はありま
せんが、心裡留保によ
る無効は、善意の第三
者に対抗できないとさ
れています。
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第７　公序良俗に反する契約

１　契約自由の原則
契約を結ぶとき、どんな物を買うか、また、値段
をいくらにするのかは、原則として、当事者が自由
に決めることができます。
このように、契約の内容は、当事者が自由に決め
られるということを契約自由の原則といいます。

２　公序良俗に反する契約
たとえば、ＡとＢが賭けマージャンをして、Ａは
大負けしてしまいました。そのため、Ａは、Ｂとの
間で「賭けマージャンの返済に充てるため、Ａの土
地をＢに引き渡す」という内容の契約を結んだとし
ます。
このような反社会性を帯びた契約を結んだ場合
に、その契約を守らなければならないとするのは不
都合だといえます。
このような反社会性を帯びた契約のことを公序良
俗（＝公の秩序または善良の風俗）に反する契約と
いいます。民法は、公序良俗に反する内容の契約
は、無効としています（民法90条）。
そして、公序良俗に反する内容の契約を守るわけ
にはいきません。そこで、公序良俗違反による契約
の無効は、善意の第三者にも対抗することができま
す。
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Question１	 □□□

ＡはＢに、甲土地を「1,000万円で売却する」とい
う意思表示を行ったが、当該意思表示はＡの真意で
はなく、Ｂもその旨を知っていた。この場合、Ｂが
「1,000万円で購入する」という意思表示をすれ
ば、ＡＢ間の売買契約は有効に成立する。（平成19
年度問１肢１）

×　相手方が悪意又は有過失であれば、無効です
（民法93条ただし書）

Question２	 □□□

錯誤を理由として意思表示が無効となる場合、意思
表示者であるＡに重過失があるときは、Ａは自らそ
の無効を主張することができない。（平成17年度問
２肢３）

○　表意者に重過失があるときは、表意者は自ら錯
誤による意思表示の無効を主張することができませ
ん（民法95条ただし書）。

Question３	 □□□

Ａが、Ｂの欺網行為によって、Ａ所有の建物をＣに
売却する契約をした。Ｃが当該建物を、詐欺につい
て善意のＤに転売して所有権移転登記を済ませて
も、Ａは詐欺による取消しをして、Ｄから建物の返
還を求めることができる。（平成14年度問１肢４）

×　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ません（民法96条３項）


