
　本書『民法演習サブノート 210 問』は『民法演習ノートⅠ・Ⅱ・Ⅲ』の姉妹編
です（Ⅰ・Ⅱはこれから出ます）。『民法演習ノートⅠ』の刊行に向けて、執筆者全
員が各自の原稿を持ち寄って、（わいわいがやがや）検討していたときのことです
（『民法演習ノート』の始まりと原稿検討会の様子については『民法演習ノートⅢ』の「は
しがき」をご覧ください）。「民法を勉強しながら、事例に即してその基本知識を確
認するための、もっと簡単な演習書が欲しいですね」という意見が出ました。「教
科書や授業で学んだ知識を事例で確認する、それも１項目１論点、問題・解説各
１頁。なかみは、条文を確認するものや、判例を確認するもの」、「1冊で民法全
体をカバーする」……。なるほど、現在刊行されている教科書等では理解に役立
つ豊富な設例が挙げられているものが少なくありません。演習書もさまざまな工
夫がされたものが出版されています。それでも、民法の段階的な学習において、
この部分の教材や演習書は手薄に思われ、それがとても残念なことに思われまし
た。こうして、『サブノート』が生まれました。
　コンセプトは、これ１冊で民法全体について、設例をもとに基本的な知識を確
認し展開するための演習書です。民法を学び始めた法学部生や法科大学院未修者
が、独習に用いたり、あるいは友人と一緒に、民法の知識を復習して、確認する
ために用いる、あるいは、民法全体の勉強を終えた人が改めて復習・確認に用い
る、といった利用の仕方を想定しています。
　「民法全体を 1冊で」という大枠から、項目数を絞り込まざるを得ず（作業開始
当時は 300 問でした）、網羅的とは言えませんが、要所要所を押さえる形のものに
なっています。アドヴァンストの演習書ではとりあげられない基本的な項目も、
基礎知識の確認という観点から取り上げています。体裁は、1項目 1論点を基本
とし、1枚の表裏で完結する形としています。表面の頁に簡単な設例と質問とが
あって、裏面の頁に解説があるという形を取っているのは、表面の設例と質問を
見る際に解説が目に入らないようにするためです。まず、設例と質問を見て考え
たうえで頁をめくってください。
　解説は 1頁に収めること（これは執筆者を苦吟させることになりました）、解説の
段落の最初の数字は質問の数字と対応させること、文献引用はしない、判例は解
説で言及するものだけを表面に「参考」としてあげること、としています。本書
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を手がかりに、知識等に不安を感じたら、教科書等の該当箇所を見て再確認して
ください。また、見解が分かれている事項についての整理・分析や、1項目では
なく多岐にわたる論点を組み合わせた設例を解きほぐすのは、アドヴァンストの
演習書の役割です（やがて刊行される『民法演習ノートⅠ・Ⅱ』もその 1つです）。
　民法については、改正作業が続いています。中でも大きな改正は、2017 年の債
権法の改正です。この改正は、2020 年 4 月 1 日から施行されるので、本書刊行時
にはまだ施行されていませんが、本書の内容は、改正後の民法を前提にしていま
す。これから民法を学ぶ人は改正法をもとに学ぶことになりますし、改正前の規
定で民法を勉強した人も今後は改正法が適用されていきますから、その知識の確
認は必須だと考えたからです。民法の改正としては、このほか、成年年齢（民法
4条）を 18 歳とする改正

＊

や、相続法についてのかなり広範にわたる改正が、国会
に上程されています。後者については、コラムを設けています（本書 421 頁）。
　多くの方に本書を使っていただければ、編者としてこれに勝る喜びはありません。

＊＊＊＊＊＊少し内輪の話＊＊＊＊＊＊

　本書は、編者 3人を含め、40 人の方にご執筆いただくことができました。お引
き受けくださった方々には、民法の授業を担当する中で、「こういうところを基本
として押さえておいてほしい」という点をお書きくださるようにお願いしました。
実際に作業を進めてみると、最大の難関は、解説を 1頁に収める「字数との戦い」
でした。ご執筆者には、工夫に工夫を重ねて対応していただくことになりました。
おかげさまで、基本的なコンセプトに即した一書が成ったと思います。編者の誇
りは、ご執筆くださったこの方々にご執筆いただけたことにあります。
　また、『サブノート』は、『民法演習ノート』と同様に北川陽子さんがご担当く
ださいました。「先生、やりましょう」という北川さんの一言が『サブノート』を
生み出すことになりました。北川さんの情熱と工程計画とともに、ときには厳し
く、またときには厳しい（誤植ではありません）叱咤激励があって、はじめて本書
の刊行にこぎ着けることができました。
　ご執筆者の方々と北川さんにこの場を借りて心より御礼申し上げます。

2018 年 5 月 30 日
編者

沖野眞已（文責）・窪田充見・佐久間毅
　　　　　

＊成年年齢を 18 歳とする改正法は、2018 年 6 月 13 日に成立しました。

ii　  はしがき
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201 相続させる旨の遺言 浦野由紀子�  401
202 後継遺贈 浦野由紀子�  403
203 遺産分割の対象となる遺産 冷水登紀代�  405
204 遺産分割協議の内容の不履行 冷水登紀代�  407
205 遺産分割審判 冷水登紀代 �  409
206 被相続人の債務の承継 冷水登紀代�  411
207 遺留分侵害の判断 窪田 充見�  413
208 遺留分減殺請求権 窪田 充見�  415
209 相続分の指定・持戻しの免除と遺留分侵害 窪田 充見�  417
210 相続回復請求権 合田 篤子�  419

【コラム】　相続法の改正をめぐる動き� �421

 

相　続



　Ａは、Ｂの単独親権者である。Ａは、自己のＣに対する債務を担保するた
めに、Ｂの代理人としてＣとの間で、Ｂが所有する甲土地に抵当権を設定す
る契約（以下、「本件契約」という）を締結した。本件契約を原因として、抵
当権設定登記（以下、「本件登記」という）がされた。

（1）　成年に達したＢは、本件契約および本件登記がされたことを知り、Ｃ
に対し、本件登記の抹消登記手続を請求した。この請求は認められるか。
（2）　上記（1）において、Ｂが成年に達する前にＡが死亡し、ＢがＡを単独
で相続していた場合はどうか。
（3）　本件契約締結の当時、Ｂには、すでに成年に達している兄Ｄがいた。
本件契約の締結後に、Ａが死亡し、ＢとＤがＡを相続した。ついでＢが死亡
し、ＤがＢを単独で相続した。Ｄが、Ｃに対し、本件登記の抹消登記手続を
請求した。この請求は認められるか。

参考 ❶大判大正 7年 9月 13 日民録 24 輯 1684 頁
❷最判昭和 37 年 4月 20 日民集 16 巻 4号 955 頁
❸最判昭和 40 年 6月 18 日民集 19 巻 4号 986 頁
❹最判昭和 63 年 3月 1日判時 1312 号 92 頁

27 無権代理と相続

民法総則  　53



▶▶解説

１．親権者は、826 条にいう利益相反行為については代理権を制限される。利益
相反行為に当たるか否かは、判例上、親権者の意図や行為の目的等を考慮せず、
当該行為の外形から客観的に判断される（❶）。本件契約は、抵当権の実行により
Ｂが甲土地またはそこから得られる利益を失い、Ａの債務が消滅することが外形
上明らかであるため利益相反行為に該当し、Ａの無権代理行為となる。Ｂは追認
しておらず、ＣはＡの代理権の制限を少なくとも知ることができたため、表見代
理も成立しない。したがって、Ｂの請求は認められる。
２．Ｂは、Ａを単独相続したことにより、117 条 1 項による責任を負う地位を承
継する。そのため、Ａが本件契約時に代理権のないことを知っていた場合には、
Ｃもそのことを知っていたのでなければ（117 Ⅱ①・②）、Ｂは無権代理人の責任
を負い、Ｃが履行責任を選択すれば、Ｂの請求は認められないことになりそうで
ある。ただ、履行の内容が特定物の給付である場合には、無権代理の本人しか履
行することができないため、この責任を認めることは本人を他の者に比べて不利
に扱い、相手方に望外の利益を得させることになる。そこで、この場合には、本
人は履行責任に応ずる必要がないとされている（他人物売買に関する❷参照）。
３．無権代理の本人が追認も追認拒絶もせずに死亡し、無権代理人がこれを単独
で相続した場合、本人が自ら当該行為をしたのと同様の法律上の地位を生ずると
するのが判例である（❸）。これに対し、学説では、一般に、法律関係の承継とい
う相続の一般的効果に即して、無権代理人も本人の地位を承継すると解されてい
る。その上で、通説は、無権代理人が本人の立場で追認拒絶をすることは信義則
上許されず、相手方が代理の効果を主張すれば認められるとする。
　無権代理人を相続した者が本人を単独相続した場合、無権代理人の地位にある
者による本人単独相続となる。そこで判例は、この場合を無権代理人による本人
単独相続のときと同様に扱う（❹）。これによれば、Ｄの請求は認められない。上
記通説でも、追認拒絶を制限される地位の相続による承継を認めれば同様となる。
これに対し、信義則による制限は無権代理人のみが受けると解するならば、Ｄは
追認拒絶をすることができ、Ｄの請求の成否は 117 条 1 項の履行責任の成否次第
となる。
� ［佐久間毅］

54　  27　無権代理と相続



　呉服・毛皮・宝石等の高価品の卸売を業とするＡ会社では、男子従業員 1
名が交代制で社屋に宿直し、夜間の営業業務や盗難防止・火災予防のための
戸締り・見回りを行う体制がとられていたところ、新入社員のＢが宿直勤務
していた夜、元従業員のＣがＢの意に反して立ち入り、社屋内に保管されて
いたＡの商品を奪い取るために、Ｂを殴って殺害した。
　Ａでは、本件以前にも商品の紛失や盗難が発生したり、不審な電話がしば
しばかかってきていたりしていた。また、Ｃは勤務当時から素行の悪さを警
戒されていた。さらに、Ａの社屋にはインターホン、防犯チェーン、防犯ベ
ル等の設備が施されておらず、宿直業務に関する従業員教育も行われていな
かった。

（1）　Ｂの相続人であるＤは、Ａに対し、415 条 1 項に基づいて、損害賠償
を請求することができるか。
（2）　Ｂの相続人であるＤは、Ａに対し、709 条に基づいて、損害賠償を請
求することができるか。

参考 ❶最判昭和 50 年 2月 25 日民集 29 巻 2号 143 頁
❷最判昭和 59 年 4月 10 日民集 38 巻 6号 557 頁
❸最判平成 12 年 3月 24 日民集 54 巻 3号 1155 頁

安全配慮義務76

債権総論  　151



▶▶解説

１．Ａの債務不履行責任（415 Ⅰ）の根拠となるのは、安全配慮義務違反である。
安全配慮義務とは、労務提供者との関係で労務受領者が負う義務であり、労務受
領者は、労務提供過程で発生する生命・身体等への危険から労務提供者を保護す
るよう配慮しなければならないというものである（ただし、学校事故事例等、労務
提供関係を超えた広がりも見せつつある）。安全配慮義務を初めて承認した最高裁判
決（❶）は公務災害（公務員と国）に関するものであったが、同様の判示は労働災
害（労働者と使用者）でも踏襲され（❷。設例は同判決が題材）、以後、多数の裁判
例が蓄積されて今日に至っている（労契 5条も参照）。
　「安全配慮義務」は義務の総称にすぎず、その具体的内容は「労働者の職種、労
務内容、労務提供場所等安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によって異
なる」（❷）。設例では、窃盗目的の第三者の侵入を防いだり当該第三者による危
害を従業員が免れることができるような物的設備を施す義務、あるいは、宿直員
の増員や安全教育の実施などの人的環境を整備する義務が想定できよう。ただし、
結果発生の予見可能性の存在が、義務を課す前提となる。設例では、高価品が社
屋内に保管され、しかも、すでに紛失・盗難が発生していたこと、不審な電話が
しばしばあったこと、Ｃの素行の悪さが指摘されていたことが、予見可能性があっ
たとの評価を基礎づけうる。
２．一般不法行為責任（709）の追及は可能か。「一方が他方の活動を支配し危険
回避措置を把握する関係」から生じる安全配慮義務は他人の法益を積極的に保護
する義務であり、不法行為上の義務としては妥当しないとの見解もある。しかし、
当事者間の関係に着目して作為義務を設定すること自体は不法行為法でも禁じら
れず、不作為不法行為の 1類型として把握されうる（安全配慮義務関連の最高裁判
例として、❸）。
　改正前民法下で安全配慮義務論が展開された背景には、債務不履行責任と不法
行為責任の消滅時効期間の相違（前者が後者より長い）があった。当該相違が消失
し（166 Ⅰ①・724 の 2 、167・724 ②）、かえって不法行為構成の優位（項目 75でみ
た法定利率のほか、近親者固有の慰謝料請求権〔711〕）が際立っており、少なくとも
損害賠償責任の文脈で安全配慮義務論に依拠する実益は乏しくなっている。
� ［中原太郎］
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　Ａは、Ｂとの間で、Ａの所有する動産甲を 50 万円でＢに売却し、代金 50
万円を 1か月後にＣ名義の普通預金口座に振り込む形で支払うことを合意
し、Ｃも了承した。Ａは甲をＢに引き渡したが、1か月を経過してもＢから
の振込みがない。

（1）　ＡＣは、Ｂに対して、代金 50 万円および遅延損害金の支払を求めるこ
とができるか。
（2）　Ａは、Ｂに対して、代金 50 万円を 1週間以内に支払うよう求め、支払
がないときは契約を解除すると告げた。1週間を経過してなお、Ｂからの支
払はない。ＡＢ間の売買契約が第三者のためにする契約であるとき、Ａの解
除は有効か。
（3）　Ａは、錯誤によりＡＢ間の売買契約を締結したことに気づいた。ＡＢ
間の売買契約が第三者のためにする契約であり、かつ、Ａの錯誤について
95 条の要件が充たされるとき、Ａは錯誤を理由にＡＢ間の売買契約を取り
消すことができるか。

118 第三者のためにする
契約

契　　約  　235



▶▶解説

１．第三者Ｃ名義の預金口座への振込みの方法による売買代金支払が合意された
場合には、当該第三者Ｃに対し代金を支払うことが合意されたことになる。この
合意の趣旨が、単に支払先として第三者Ｃを指定したもの（Ｃの利益は事実上のも
の）なのか、それとも、第三者ＣにＢに対し代金の支払を求め、それを得る権利
を取得させるものなのかは、当事者ＡＢ間の合意の解釈の問題である。第三者に
権利を取得させる旨の合意であるときは、第三者のためにする契約、設例に即す
ると、第三者に権利を取得させる付款付きの売買契約となる。
　支払先として指定されたにすぎないときは、債務者Ｂの債務不履行に対して、
債権者として履行請求や損害賠償請求をできるのは当事者であるＡのみである。
これに対し、第三者のためにする契約であるときは、第三者Ｃは、債務者Ｂに対
し受益の意思表示をすることで権利を取得し（537 Ⅲ・Ⅰ）、債権者としての地位
に基づき、債務者に対し履行請求や損害賠償請求ができる。その場合、Ａもまた、
契約当事者としての地位に基づき、契約の履行、つまり、所定の代金をＣ名義の
所定口座に振り込む形でＣに支払うよう契約相手方Ｂに対し請求できると解され
る。
　損害賠償請求については、金銭債務の場合は実損の有無を問わず遅延損害金が
発生するが（419）、それは債権者に発生すると解されるので、Ｃの損害となる。こ
れについてもＡがBに対しＣへの賠償を請求できるか、仮に金銭債務以外の場合
でＡにも損害が生じたときに債権者ではないＡが債務不履行に基づく損害賠償請
求ができるかは、両論がある。
２．契約解除権は、契約当事者たる地位に基づくものであり、契約当事者である
Ａのみが行使できるが、第三者Ｃの権利を左右するため、受益の意思表示後は、
その行使に第三者Ｃの承諾が必要である（538 Ⅱ）。Ｃの承諾のないＡの解除は効
力を有しない。
３．Ｃの権利発生後は、契約当事者ＡＢはＣの権利を変更・消滅させることがで
きない（538 Ⅰ）が、これはＡＢ間の合意（任意）での変更・消滅を指し、意思表
示の瑕疵による取消しは封じられない。また、債務不履行解除と異なり、意思表
示の瑕疵による取消しの場合には第三者Ｃの承諾は要求されていないので、Ａは
Ｃの承諾なく錯誤取消しができる。� ［沖野眞已］

236　  118　第三者のためにする契約



　Ａは、バイクで走行中、前方不注視により、歩行者Ｂに接触した。転倒し
て頭部を打ったＢは、救急車で病院に運ばれた。

（1）　次の各場合に、Ａは、Ｂの死亡による損害についても損害賠償義務を
負うか。
ⅰ病院の医師が、診断ミスによりＢの頭蓋内出血の徴候を見落とし、緊急手
術を実施しなかった。そのため、Ｂは、翌日、硬膜外血腫により死亡した。
ⅱ検査結果に異常がなかったため、Ｂは、医師から自宅療養を指示され、タ
クシーで帰宅した。その途中、Ｂが乗ったタクシーが衝突事故に巻き込ま
れ、Ｂが死亡した。
（2）　次の各場合に、Ａは、Ｂが主張する下線部の損害についても損害賠償
義務を負うか。
ⅲＢは、80 歳の高齢で、長期の入院によりストレスがたまったため、遠方
に居住する娘Ｃに付添いを頼み、往復の飛行機代に加えて若干の謝礼を支
払った。
ⅳＢは、1か月の入院期間中、治療上の理由は特になかったが、1日当たり
4万円の加算料金を負担して特別病室を使用した。

参考 ❶大連判大正 15 年 5月 22 日民集 5巻 386 頁
❷最判平成 5年 9月 9日判時 1477 号 42 頁
❸最判平成 13 年 3月 13 日民集 55 巻 2号 328 頁
❹最判昭和 49 年 4月 25 日民集 28 巻 3号 447 頁

166 不法行為による
損害賠償の範囲

不法行為  　331



▶▶解説

１．加害者Ａの過失行為からは、権利・法益侵害（頭部負傷）、それによる損害（診
療費）が発生しているところ、設例では、他原因の介入によって生命侵害という
さらなる権利・法益侵害（後続侵害）が発生し（ⅰ ⅱ）、あるいは、特別な支出の
ために損害が拡大している（ⅲ ⅳ）。いずれの設例でも、加害行為と当該の侵害・
損害との間には事実的因果関係（「あれなければこれなし」の関係）が認められるが、
ⅱ ⅳからもうかがえるとおり、加害者の損害賠償責任は、事実的因果関係のある
侵害・損害のうち、一定の範囲に限定されなければならない。
　判例によれば、この問題については加害行為と損害との間の相当因果関係が基
準となる。そして、416 条はまさに相当因果関係を定めているから、不法行為に
よる損害賠償の範囲についても 416 条が類推適用される（❶）。このような枠組み
の下では、加害者における特別事情の予見可能性（同Ⅱ）の有無が重要になるが、
判例上、予見可能性はかなり緩やかに判断されている（❷は、うつ病の罹患を介在
した事故被害者の自殺について予見可能性を肯定した）。ⅰのように医療ミスが介入
しても、相当因果関係は肯定されよう（❸参照）。
　これに対して、学説は、416 条の基準はそもそも不法行為による損害賠償にな
じまないと考える。その上で、有力説は、ⅰ ⅱのような後続侵害については、そ
れが当初の権利・法益侵害によって高められた危険が現実化したものか否かを基
準とする。ⅰでは、医師の診断ミスにより受傷者が死亡に至る事態は、当初の負
傷によって設定された危険が現実化したものであり、ＡはＢの死亡についても損
害賠償責任を負う。他方、ⅱでは、タクシーに乗って交通事故に巻き込まれる事
態は日常生活上の危険にすぎないから、ＡはＢの死亡についての責任を免れる。
２．ⅲ ⅳのような損害の拡大の場面についても、判例は、後続侵害の場面とまっ
たく区別せず、416 条の類推適用による。しかし、有力説によれば、判例上実際
に機能している基準は、積極的損害（出費）については出費の不可避性、消極的
損害（逸失利益）については利益取得の確実性であるとされる。これをⅲ ⅳの出費
に当てはめれば、ⅲでは、肉親による付添いが必要であるといえ、交通費や謝礼
の支出も損害賠償の範囲に含まれる（❹）。他方、ⅳでは、治療上、特別病室の利
用は必要なかったのであり、加算料金は損害賠償の対象とならない。
� ［橋本佳幸］

332　  166　不法行為による損害賠償の範囲



　Ａが死亡した。相続人は、子ＢＣである。死亡時のＡの財産としては、農
地等の不動産（2000 万円相当）が残されていた。また、Ａ名義の債務 4000 万
円があった。Ａは、死亡する 9年前に、Ｂが独立して事業を始めたいという
ことで、所有する農地の一部を売却して 9000 万円をＢに与えている。さら
に、Ａは、死亡する半年前に、昔世話になった知人Ｄが不自由をしていると
知り、1000 万円相当の土地・建物を贈与した。この事実関係を前提として、
Ｃは、誰に対して遺留分減殺請求権を行使することができるのかを説明する
とともに、遺留分減殺請求権を行使した場合の法律関係がどのようなものと
なるかを説明しなさい。

参考 ❶最判昭和 41 年 7月 14 日民集 20 巻 6号 1183 頁
❷最判昭和 51 年 8月 30 日民集 30 巻 7号 768 頁

208 遺留分減殺請求権

相　　続  　415



▶▶解説

　本問は、項目 207と同じ設例についてのものである。Ｃについて、2000 万円の
遺留分侵害が生じていることは、そこで説明したとおりであるが、遺留分侵害が
生じるとどのようになるのであろうか。
　これについて、1031 条は、遺留分を侵害する贈与の減殺を求めることができる
とする（遺留分減殺請求権）。すなわち、遺留分侵害が生じたとしても、それによっ
て当然に贈与や遺贈が無効とされるわけではなく、あくまで遺留分権者が権利（減
殺請求権）を行使することによって、遺留分の保護が実現されることになる。こ
うした遺留分減殺請求は、当該贈与等の効力自体を否定する形成権だというのが
一般的な理解である（❶）。
　この問題の場合、Ｃの遺留分侵害をもたらしているのは、Ｂに対する贈与とＤ
に対する贈与であるが、このように複数の贈与がある場合について、後の贈与か
ら順次減殺がされる（1035）。
　したがって、Ｃが遺留分減殺請求権を行使する場合、まずＤに対して、それを
行使することになり、Ｄへの不動産の贈与はその効力を否定され、その所有権は
遺留分権者であるＣに移転する（❷）。しかし、受贈者Ｄがそれを保持することを
望む場合（現にそこで生活をしており、それを保持したいと望む場合など）、価額弁償
によって目的物の返還義務を免れることができる（1041）。
　もっとも、Ｃの遺留分侵害額は 2000 万円であり、Ｄへの贈与を減殺しただけで
は満足されない。そのため、次に、Ｂに対して遺留分減殺請求権を行使すること
になる。この場合には、1000 万円の範囲で、贈与の効力が否定され、ＣはＢに対
して、1000 万円の支払を求めることができる。
　なお、本問と異なるが、Ｄへの不動産の贈与の一部が減殺される場合には、そ
れによって当該不動産についてＣとＤの共有状態が生じることになる。なお、相
続法の改正法案では、遺留分侵害の効果として金銭債権（遺留分侵害額請求権）の
みが認められている。こうした改正案の背景には、こうした複雑な法律関係が生
じることを避けるという目的もある。
� ［窪田充見］
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