
一 はじめに

無効と取消の差異は、我妻博士によれば、 取消にあっては、まず特定人がイニシア

ティーヴをとって効力を失わせることを主張して、はじめて、効力のないものとなるのに反

し、無効にあっては、何人の主張をもまたずに、最初から効力のないものとされる点に存す

る。 とされ ）、無効は特定の人の主張を必要とせず当然効力がなく、最初から全然無効で

あるとするのに対し、取消は取消権者の主張があってはじめて効力がなくなり、取消のない

間は一応有効として扱われると説明する。これが伝統的な無効と取消の差異の説明である。

しかしその一方で、民法典自身、公序良俗違反の無効（ 条）とならべて、相手方が善意・

無過失である場合の心裡留保の無効主張の制限（ 条本文）、虚偽表示の善意の第三者に対

する無効主張の制限（ 条 項）、錯誤における重過失ある表意者の無効主張の制限（ 条

ただし書）や無効である無権代理の追認を認めており（ 条本文）、一定の場合に無効主張

を制限する旨定めている。そこで、両者の無効を区別して、前者を絶対的無効、後者を相対

的無効と分類してきた ）。

他方で、錯誤無効の判例をめぐっては、早くから錯誤無効と取消の効果の類似性に着目し

て、無効と取消とを明確に区別する必要性が乏しいとする立場より、 無効を相対化すると
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いう意味のいわゆる相対的無効 の考え方が提唱され、これが現在における通説的見解と

なっている。いわゆる相対的無効の概念についてはいまだ統一されたとは言いがたいが、錯

誤無効の主張権者について、従来の伝統的な無効概念だと相手方や第三者からの無効主張を

認めざるをえないということを共通の問題意識として有している。この点について我妻博士

も、錯誤は表意者保護の規定であることを根拠に、錯誤無効の効果について表意者と無関係

に第三者が無効を主張することができるという点で不都合を生じるとし、 対第三者関係で

意思表示の効果を制限する他の法則によって制限されると解さねばならないことになる と

する ）。このように、民法 条が表意者保護を図る規定であることを理由として、錯誤無効

について第三者が主張することを制限すべきという立場が現在一般的であり、判例もその立

場をとっているとされている（最判昭和 年 月 日 後述）。一方、伝統的な無効と取消

の概念を維持しつつ、動機の錯誤を 条の錯誤に含めるか否かという錯誤論そのものから無

効主張の範囲を限定すれば足り、これにより取引の安全とのバランスを図りうるとする立場

もある ）。

そもそも、現在の通説的立場であるいわゆる相対的無効という見解は、錯誤無効を中心に

議論がなされてきた一方、心裡留保や虚偽表示についてはほとんど触れてこなかった。本稿

では、第三者が心裡留保の無効について主張して認められた事例を中心に、同じく第三者か

らの錯誤無効を認めた 藤島武二・古賀春江事件（後述判例 ） と比較しつつ、意思表示

における第三者からの無効主張の可否について考察する。

二 第三者からの無効主張が認められた判例について

判 例

【判例 】最判昭和 年 月 日 油絵代金返還請求事件（民集 巻 号 頁 藤島武

二・古賀春江事件）

表装師 が、 から絵の世話を依頼されたことから顔見知りの 方を訪れ、真作に間違い

ないとして藤島武二筆と古賀春江筆と称する本件二点の油絵を、真作とすれば時価相当額で

買い受けた。その後 は、 に本件油絵を真作として売却したが、実は贋作であった。そこ

で は、 との売買契約は要素に錯誤があり無効であると主張して に売買代金の返還を請

求するとともに、 が無資力であることから、 に対して、 の錯誤を理由とする 間の

売買契約の無効を主張し、 の に対する代金返還請求権を代位行使した事件である。

原審は、 間の売買契約は錯誤無効で、 は に対して売買代金の返還義務がある旨判

示したうえで、 が の右意思表示の無効を主張し、 の に対する売買代金返還請求権を

保全するため、 の に対する右売買代金返還請求権を代位行使することを是認した。これ

に対し は、民法 条の立法趣旨は、錯誤によって意思表示をした者を保護しようとするに

あるから、第三者が表意者の意思に反して錯誤に基づく意思表示の無効を主張することは、
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立法趣旨に反し許されない、と主張した。

最高裁は、 意思表示の要素の錯誤については、表意者自身において、その意思表示に瑕

疵を認めず、錯誤を理由として意思表示の無効を主張する意思がないときは、原則として、

第三者が右意思表示の無効を主張することは許されないものであるが（最高裁判所昭和 年

第 号同 年 月 日第二小法廷判決参照）、当該第三者において表意者に対する債権

を保全するため必要がある場合において、表意者が意思表示の瑕疵を認めているときは、表

意者みずからは当該意思表示の無効を主張する意思がなくても、第三者たる債権者は表意者

の意思表示の錯誤による無効を主張することが許されるものと解するのが相当である。 と

して、 が錯誤無効を主張することは許されるとした。

本件は、第三者からの錯誤無効の主張を認めた事例として取り上げられる、代表的な判例

である。

この判決で引用されている最判昭和 年 月 日（民集 巻 号 頁）は、最高裁では

じめて 条の趣旨を理由に第三者からの無効主張を制限した事例である ）。その判旨では、

民法第 条の律意は瑕疵ある意思表示をなした当事者を保護しようとするにあるものであ

るから、表意者自身においてその意思表示に何等の瑕疵あることを認めず、錯誤を理由とし

て意思表示の無効を主張する意思がないのにかかわらず、第三者において表意者の意思に反

し、強いて錯誤にもとづく意思表示の無効を主張することは、右律意に反し、原則として許

されないものと解する と述べている。

昭和 年判決以前の、大審院判決にも、意思表示の相手方や第三者からの無効主張を制限

するものがあったが（ 大判明治 年 月 日〔民録 輯 巻 頁〕、 大判明治 年 月

日〔民録 輯 頁〕、 大判昭和 年 月 日〔新聞 号 頁、 大判昭和 年 月

日〔新聞 号 頁〕、 大判昭和 年 月 日〔民集 巻 頁〕、 最判昭和 年 月

日〔民集 巻 号 頁〕）、最高裁ではじめて 条の趣旨から無効主張権者を判断したこと

からこの昭和 年判決は注目を集めた。そして、学説の多くが昭和 年判決で述べられた考

えを支持しており、そこから新たに出てきたのが、【判例 】であった。

無効主張権者を制限した昭和 年の判決と【判例 】の関係については、一般に、昭和

年判決は 条の趣旨は表意者保護であるということを根拠に第三者からの無効主張を否定し

たのに対し、【判例 】は、 ）第三者が表意者に対する債権を保全する必要性があり、か

つ ）表意者が意思表示の瑕疵を認めている場合、という二つの要件を満たせば、例外的に

第三者からの錯誤無効の主張を認める旨判断した、と評価されている ）。もっとも、事案を

検討する限りでは表意者 は行方が分からなくなっており、判旨で述べる 表意者が意思表

） らが資金提供をして本件土地を購入し、組合理事 に信託的に所有させ、各組合員がその土地を借り
受けて家を建てて住んでいたところ、 が、自己名義であることを奇貨として第三者へ土地を売却し、
転々譲渡されて、現在の所有者 名義に登記された。 は、前主との間でなした代物弁済予約契約を実行
した結果所有権を得ることになったが、代物弁済予約をする際に、本件土地の隣にある更地を契約目的の
不動産と思っていた。 が らに対して、不法占拠を理由として立ち退きを要求したのに対して、 ら
は、 は契約時に錯誤があり、契約は無効であるから、 は所有者ではないと主張した。本文引用の判旨
により、 の請求が認容された。
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示の瑕疵を認めている という基準を文字通りに解することは出来ないといえる。それゆえ

に、判旨の文言そのままに上述 ） ）の要件を導き、この つの要件を満たせば例外的に

第三者からの錯誤無効の主張を認めると解することは、事案にそぐわない解釈であると考え

る。

私見に基づいて検討すると、昭和 年判決はそもそも表意者自身が錯誤無効を主張しない

でこれを不問に付した上で、行った法律行為を有効なものとして権利の主張を訴訟で行なっ

ていることから、錯誤者自身が錯誤無効を主張する意図をもたず、すでに追認をしていた事

例であると解するべきであるのに対し、【判例 】は表意者自身が錯誤無効を主張しようと

してもできない客観的事情があったことから追認できない場合であり（詳細は後述）、結果

として無効となる事例であるといえ、最判昭和 年とは事案が異なるケースと考える ）。

【判例 】大阪高判平成 年 月 日 所有権移転登記手続等請求事件（判例集未登載）

（原審 大阪地判平成 年 月 日 文献番号 ）

本件は、区分所有法 条による団地内建物の一括建替え決議に基づく本件団地の建替え計

画において、等価交換方式による共同事業予定者となった （原告、被控訴人）が、建替え

決議に賛成した区分所有者から区分所有権を承継した上で、同法 条 項により準用される

同法 条 項の売渡請求権を行使して、 ら（被告、控訴人）に対して建物明渡および所有

権移転登記手続を求めた事件である。

本件団地は、昭和 年ころから分譲された住宅団地であり、合計 棟の建物（敷地権付区

分所有建物）が一筆の敷地内に建っている。本件被告 らは本件建物に居住している区分所

有者及びその家族であり（ と は内縁関係の夫婦で区分所有者は のみ、

は家族で全員が区分所有者である）、また補助参加人 は、建物の区分所有者全員で構成

された団地管理組合である。

は、平成 年 月に主として将来の建替えの可能性を検討するために 将来計画専門委

員会 を設置し、平成 年には 建替え委員会 と名称変更し、団地の建替えに向けた活動

を行った。一方、建替えに反対する区分所有者らは 現環境を守る会 を結成し、同会のお

知らせを住民に配布するなどの活動を展開した。その後、平成 年 月に の臨時総会で団

地内建物の区分所有者総数 名の 分の 以上、団地内建物の敷地持分割合議決権合計の

分の 以上の賛成が得られ、かつ、団地内建物各棟の議決権の各 分の 以上の賛成によ

り、本件一括建替え決議が可決されたが、 ら（区分所有者でない を除く）は反対票を

投じていた。そのため、 理事長 は、 らに対し同法 条 項で準用される同法 条 項

に基づいて建替え事業に参加するか否かを回答するよう催告をしたところ、 らは、それぞ

れ 参加する の欄に丸印を記入して提出した。しかし、 らが立ち退きをしなかったこと

から、 は、建替え決議に賛成した区分所有者から区分所有権を譲り受けた上で売渡請求権

を行使した。なお、裁判所は、 らはそれぞれ、 が行った事前の説明会や再築建物への入

居住戸希望アンケート、建替え事業への参加について書面による意向確認、 理事会での自

己紹介など様々の場面で、建替えには反対の立場である旨を明らかにしていたことが挙げら
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れており、建替え決議に参加する意思は全くなかったと認定している。

争点は多岐にわたるが、今回は、 らの行った建替えに参加する旨の回答の効力について

検討する。

らは、 理事長 からの催告（区分所有法 条 項）に対し、建替えに参加する旨の意

思表示をしたが（同法 条 項）、 は、 らの行った右意思表示は建替えに参加する意思

がないにもかかわらず行ったもので心裡留保により無効であるとして、売渡請求権を行使し

て所有権移転登記手続および明渡しを請求した。これに対し らは、建替え事業に参加する

か否かの回答は株式の申込み等と同様に一定時点で形式的に確定されなければならない意思

表示であるから、心裡留保の規定の適用はないと主張した。なお、原審では の心裡留保が

認められ、 の請求が認容された。

大阪高裁では、 区分所有法が不参加者に対する売渡請求の制度を設けた趣旨は、建替え

不参加者を区分所有建物から離脱させて、決議に即した建替えを促進させる点にあり、他

方、再考期間の制度を設けてその間に参加の意思を表明した者を売渡請求の対象から外した

のは、改めて決議に即して建替えに参加する機会を与えるためのものである。そして、もと

もと建替え決議賛成者や参加回答者は、建替え決議に拘束され、決議に即して事業に協力す

る義務を負い、決議後に計画の再考を求めることは認められていないのであるから、区分所

有法は、建替え決議に即して事業に協力する意思がない者が真意を偽って形式上だけ建替え

参加を表明することにより売渡請求を免れることは許容せず、そのような不実回答者は、売

渡請求については不回答者と同視して扱うこととし、参加回答者として売渡対象者から除外

することはしない趣旨に立つと解するのが相当である。

したがって、区分所有法 条 項にいう 前項の期間内に回答しなかった第一項に規定す

る区分所有者 には、決議に即して事業に協力する意思がないのに真意を偽って形式上参加

の回答をした不実な参加回答者を含むと解するのが相当である。

また、上記のとおり、参加回答者は、建替え決議に拘束され、決議に即して建替えに協力

する義務を負うのであるから、建替え参加の意思表示において、決議に即して協力する意思

がないことは、民法 条本文にいう 真意でない
（ママ）

こと に該当すると解される。そして、心

裡留保により意思表示が無効となるべき場合において相手方が当該意思表示の無効を主張す

ることは妨げられない。 らは、 に対する参加の意思表示当時、本件建替え事業に参加

し協力する意思は有していなかったと認められ、意思表示の相手方である もそのことを

知っていたのであるから、 らの参加の意思表示はいずれも、真意を偽った形式上のもので

効果意思を欠く無効なものであるといわざるを得ない。なお、法律行為の無効は、誰によっ

ても、誰に対しても主張しうるものであるから、当該法律行為の第三者であっても、これを

主張することは妨げられず、 が らの意思表示の無効を主張できることは当然である と

して、 らは参加の意思を表明したといえず、 は、 らに対して売渡請求をすることが

できるとした。

【判例 】は、区分所有法 条 項に基づく回答について民法の心裡留保の規定の適用を

認めたうえで、この建替えに参加する旨の意思表示が心裡留保に当たり無効であり、これは

法律行為の無効であるから第三者も主張できるとして、これらの者に対する第三者からの区



分所有法 条 項の売渡請求権行使の効力を認めた事例である（本件では、問題となった意

思表示が区分所有法に基づく建替えに参加する旨の回答であるということが問題となりうる

が、本稿では立ち入らない ）。また、 に第三者性が認められるかも問題となりうるが、

は が意思表示をしたときの相手方ではなく、後日 らに売渡請求権を行使する要件を満

たすために建替え集団の一人から区分所有権を譲り受けた者であり、第三者性を有すると解

する）。

【判例 】の特殊性は、心裡留保では、意思表示の相手方は自己の善意・無過失を理由に

表意者の意思表示の有効性を主張するのが通常であるが、今回は相手方の悪意を理由に、相

手方自身でなく第三者が無効主張していることにある。もともと心裡留保に基づく意思表示

の無効性を主張するのは表意者自身が想定されており、相手方が悪意・有過失の場合のみ、

これが認められるところが（ 条ただし書）、【判例 】は、表意者自身はむしろ有効性を主

張すると考えられるのに対し、相手方自身が自ら悪意であったと認め、これを理由に第三者

である が の意思表示の無効性を主張している。判旨では、特に理由を述べずに から

の無効主張を認めたが、以下、錯誤の【判例 】と比較しつつ、無効を認めた根拠を考察す

る。

判例の検討

【判例 】【判例 】とも、錯誤または心裡留保による意思表示をした表意者自身ではな

く、第三者がその意思表示の無効を主張している点が共通する。そして何よりも、表意者が

その立場上、問題のある自己の意思表示を追認しえないという客観的状況が共通している。

その結果、【判例 】の錯誤事例においては、表意者が追認し得ない以上錯誤に基づく意思

表示の効力が有効になり、また【判例 】の心裡留保事例においては、表意者が有効性を主

張しえないことから、心裡留保に基づく意思表示が無効となったといえる。すなわち、【判

例 】の表意者 は、自分が買主としてなした取引については錯誤無効を主張して代金の返

還を請求しうる一方で、 が売主としてなした取引については錯誤無効を主張されては困る

ことから錯誤を否定すべき立場に立つ。このように、表意者 は矛盾した立場におかれるこ

とから、客観的に判断して、自ら無効主張をすることができない状況にあったといえる。同

様に【判例 】の表意者 は、仮に心裡留保による意思表示の無効を主張せず、有効性を主

張すれば、建替え団体の一員として立ち退きに協力しなければならなくなる一方、建替えに

参加する意思はなかったとして心裡留保による無効を主張すれば、原告が主張するとおり売

渡請求権を行使され、強制的に明渡さなければならなくなる立場にある。よって、【判例

】と同様に矛盾した立場におかれることから、客観的に判断して、自ら心裡留保を否定し
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意思表示の有効性を主張することができない状況にあったといえる。

したがって、私見では、【判例 】も【判例 】も、問題のある意思表示を行った表意者

自身が、意思表示を追認しようにもそれが許されない客観的状況にあった場合であり、結果

として、錯誤に基づく意思表示および心裡留保に基づく意思表示として無効になると判断さ

れたと考える。

これに対し、【判例 】については前述のとおり、原則として第三者からの無効主張を否

定しつつ、例外的に ）第三者が表意者に対する債権を保全する必要性があり、かつ ）表

意者が意思表示の瑕疵を認めている場合、という二つの要件を満たせば、第三者からの錯誤

無効の主張を認める旨判断したとする見解が通説的である。しかし私見は、あくまでも意思

欠缺の場合の効果は無効であり、ただ、表意者がその意思欠缺を不問に付して追認した場合

にまで、他の者が無効主張をすることは認めるべきではないことから、例外的に錯誤の表意

者が追認した場合には、有効になると考える。したがって、今回の事例のように、表意者が

追認しようにも矛盾した立場を有しており、追認したくても出来ない場合には、原則どおり

意思欠缺を理由に無効となり、これは利害関係のある者であれば誰でも主張しうるはずであ

る。通説的見解は、 条が表意者保護の規定であることを根拠に、判例が錯誤無効の主張権

者を制限することから、いわゆる相対的無効を主張して、無効と取消との相対化を唱えてい

る。しかし、伝統的無効概念の指摘するとおり、無効ははじめから無効であるのに対して、

取消は取り消してはじめてその効力がなくなるものであり、原則の効果において根本的な差

異がある。それにもかかわらず、主張権者の制限や表意者保護という条文上の趣旨を理由に

錯誤無効と取消とを近づけようとする傾向が続き、現在は無効についても第三者保護規定の

類推適用を認めることや、無効主張の期間制限についての検討がなされている。しかし、そ

もそも錯誤無効をはじめとする意思欠缺の無効主張権者の議論は、伝統的無効概念で十分整

理できるのであり、これらは本来不要な議論である。同様に【判例 】では、 法律行為の

無効は、誰によっても、誰に対しても主張しうるものである として特に基準を立てること

なく第三者からの心裡留保の無効主張を認めたが、背後には、表意者自身が有効性を主張し

えない特殊性があり、また、第三者が正当な利害関係を有しているという事実があったこと

から、当然に無効主張を認めたものと考える。【判例 】は、意思の欠缺の場合には原則と

して意思表示は無効である旨を言及している点で、注目に値する。

三 研 究

錯誤無効を第三者が主張しうるかについての学説

第三者からの錯誤無効の主張を制限すべきとする見解は、早くから主張されていた。特

に、著名な舟橋論文では、錯誤無効の規定は、公序良俗や強行法規違反と異なり、表意者本

人の保護を目的とすることから、表意者が欲しないのにそれを強いるべきでなく、したがっ

て表意者の主張をまってはじめて無効の裁判はされるべきであり、また表意者が欲しない場

）舟橋 意思表示の錯誤 九州帝国大学法文学部十周年記念論文集（岩波書店 昭和 年） 頁



合に相手方や第三者が無効主張をすることは許されないと主張している ）。判例も、同様の

見解を示すに至り（大判昭和 年 月 日〔新聞 号 頁 ）〕、大判昭和 年 月 日

〔民集 集 頁 ）〕）、これを受けてか、代表的な学説も第三者からの錯誤無効の主張につ

いては批判的な見解をとっている ）。

これらの見解はいずれも、積極的に相対的無効という言葉を用いるか否かは別にして、

条は錯誤者を保護することを目的とするのであるから、無効の主張は錯誤者又はその承

継人のみがなしうる、と解すべきだろう。そうだとすると、この無効は取消と実質的にはほ

とんど異るところがないことになる （川島）、 法文上 無効 とされていながら、その無

効であることは、特定の人のみがこれを主張しうる、と解釈される─少なくとも、そうした

解釈を考える余地のある─場合もある（錯誤無効。意思無能力無効も同様の事情にある。）。

取消的無効 とでもよぶべきものである。（幾代）というように、無効主張権者の問題か

ら、無効と取消と関係を近いものと捉えている。

さらに、 そもそも要素の錯誤があるにもかかわらず、表意者の意思表示が有効とされる

のは、重大な過失のために表意者が無効を主張することができないからではなくて、当事者

の主張をまって無効となる意思表示は、その主張のないかぎりこれを有効とするほかないか

らである。したがって、表意者が無効を主張することができない場合に、その意思表示が有

効となるのは、表意者が何びとに対しても無効を主張することができないからではなくて、

相手方または第三者も無効を主張することができないからである。その場合における意思表

示の有効性は、相手方・第三者からの無効主張の禁止の前提でなしに、その結果である。

このようにみてくると、 条の本文そのものが表意者以外の者の無効の主張を禁じている

のである。 として、表意者および特定承継人以外の第三者からの無効主張は原則として制

限されており、効果も原則は有効であって、例外的に表意者が無効主張をすれば、その効力

が失われるとする見解も示されるに至った（谷田貝））。

このように解する根拠の一つとして、わが国の取消はフランス法上の相対無効にあたるこ

とが指摘されている。前述の最判昭和 年 月 日の評釈で、わが国の錯誤無効はフランス

法の相対無効にあたり、ドイツ法が錯誤を取消としているのと解釈上ほとんど同じ結果に到

達することができる旨指摘されて以降 ）、判例もこの立場より評釈されるようになり、現

在では無効と取消を相対的に捉える見解が一般化している ）。さらに、意思無能力による

無効の場合も含めて、 一方当事者の個人的利益を保護するために法律行為が無効とされる

場合（意思無能力の場合や錯誤の場合）には、解釈上、無効と取消との中間のような効果を
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）自己の代理人の欺罔行為を理由に、それによって錯誤に陥った表意者の錯誤無効を主張して、表意者に
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認めることも可能である （四宮））、 ある種の無効は取消しと余り違わない効果しかない

と解されており、両者の差は相対的なものになっている とする見解もある（内田））。

また、このように、錯誤無効と取消を相対化する立場から、より積極的に取消の規定を錯

誤無効にも準用ないし類推適用する見解も主張されている。代表的なものとして、 相対的

無効と取消とは、当事者のイニシアティヴによってのみ法律行為の効力を失わしめる点にお

いて、相違がないことになる ことから、取消を相対的無効の一場合として取り扱う見解

（瀬戸））、 民法 条によると、無効は無で、取消は有効で取消されると遡及的に無効に

なるとする峻別が存在するように見えるが、むしろ取消しうる行為は、追認されるまでは確

定的には有効にならない浮動的な状態である（ 条）という点を重視すべきであり、その

意味で、取消も無効の一場合と考えるべきであろう。 とする見解（後藤））、が主張されてい

る。最近では、取消と同じく主張権者を錯誤者とその承継人にのみに限定し、追認ならびに

期間制限に関する諸規定の準用（ 条）を認めてよいとする見解が主張されている

（小林））。また、詐欺取消の効果と錯誤無効の効果が 近いどころか、取消そのものと変

わらない として、完全無効から完全有効の中間にある種々の無効の存在を指摘するものも

ある（椿））。

これらの見解は、いずれも取消が取消されるまでは有効であり、無効ははじめから無効と

いう基本的部分をあまり重要視せず、むしろ錯誤無効を中心とした意思欠缺を理由とする無

効の具体的効果や表意者保護といった目的に着目し、無効にも様々な段階がありえることを

主張する。

もっとも、これらの見解で述べられる相対的無効概念は統一されておらず、かなり多義的

に用いられているのに加え、もともと議論の発端となったフランス法の相対無効と、錯誤無

効を取消に近づけて考えるわが国の相対的無効との効果の違いも指摘されている（詳細は後

藤 日本法における相対無効（下） 法時 巻 号 頁）。

私 見

私見ではまず、伝統的見解に従い、無効と取消を別の制度として区別する。そのうえで、

無効には絶対的無効と、いわゆる相対的無効とは異なる相対的無効があると考える。すなわ

ち、取消については、明文の規定により取消権者が定められ（ 条）、その行使方法や行使

の時間的制限も規定がある（ 条、 条）のに対し、無効はこのような規定はないことか

ら、やはり、無効ははじめから無効であり、誰からでも無効主張できることが大前提として

あり、取消は、取消権者による取消をまって無効になると考えるべきである（この点、前述

の谷田貝見解とは異なる）。もっとも、無効にも絶対的無効と相対的無効があり、絶対的無

効は、利害関係を有する者は誰でも、誰に対しても、いつまでも無効を主張することができ

るものをいい、相対的無効は、主張権者や、主張の相手方について、一定の制限があるもの

）内田 民法 （東京大学出版 年） 頁
）瀬戸 契約の無効・取消 現代契約法体系 （有斐閣 年） 頁
）後藤 日本法における相対無効（下） 法時 巻 号 頁（ 年）
）小林 錯誤法の研究（増補版）（酒井書店 年） 頁
）椿 錯誤無効と詐欺取消の関係 広島法学 巻 号 頁（ 年）



をいうと考える（自説の相対的無効はあくまでも取消とは異なる）。相対的無効の例として

は、表意者に重大な過失がある場合の錯誤無効、心裡留保で相手方が善意・無過失であった

場合、 条 項の善意の第三者が現れた場合、などが挙げられる。すなわち自説では、絶対

的無効は、公序良俗（ 条）、強行法規違反（ 条など）、意思無能力（明文規定はないが

私的自治の原則より当然無効となると考える）、原始的不能があり、これらは利害関係のあ

る者は誰でもいつまでも無効主張することができるのが原則と考える。これに対して、意思

表示についての 条ただし書、 条 項、 条ただし書は無効主張権者や主張できる相手方

に制限がある点で、絶対的無効とは区別される。ただし、相対的無効は取消ではないことか

ら原則無効であり、意思の欠缺を理由とする相対的無効の場合においても、条文上無効主張

の制限がなく、また、表意者自身がその意思の欠缺を不問に付していたり、意思欠缺による

無効を主張しえない状況にあったりすれば、意思表示は有効となるが、そうでなければ原則

どおり無効であり、利害関係のある第三者からの無効主張も許されると解する。

これに対し、通説的見解は、判例が 民法 条の律意は瑕疵ある意思表示をした当事者を

保護しようとするにあるから、表意者自身において、その意思表示になんらの瑕疵も認め

ず、錯誤を理由として意思表示の無効を主張する意思がないにもかかわらず、第三者におい

て錯誤に基づく意思表示の無効を主張することは、原則として許されないと解すべきである ）

と述べたことをとらえて、第三者は原則として無効主張することが許されず、【判例 】の

二つの要件を満たした場合に例外的に無効主張が許されると解している。

しかし、前述の通り、錯誤の判例の事案を検討すると、表意者がすでに自ら意思の欠缺を

認めたうえでこれを不問に付している場合、ないしは表意者が意思の欠缺を主張したくても

これをすることができない客観的状況におかれていた場合であり、これをとらえて表意者以

外の第三者からの無効主張を原則として認めないとするのは妥当でない。確かに、自説に

よっても錯誤無効は相対的無効の一つではあるが、あくまでも無効である以上は、原則とし

て第三者からの無効主張が認められると考える。

また、心裡留保の事例である【判例 】についても、自説の立場では相対的無効の一つで

あるが、今回は表意者が自ら意思表示の有効性を主張しえない客観的立場にあったことか

ら、意思欠缺により無効となり、それは第三者も主張しうるといえる。

四 おわりに

錯誤の判例を中心にして、これまで錯誤無効を取消と同一視しようとする、いわゆる相対

的無効の考え方が主張されており、この見解は現在の通説的地位にある。

しかし今回の心裡留保の【判例 】において、大阪高裁は 法律行為の無効は、誰によっ

ても、誰に対しても主張しうるものであるから、当該法律行為の第三者であっても、これを

主張することは妨げられず、 が らの意思表示の無効を主張できることは当然である と

して、第三者からの心裡留保による無効主張を認めている。【判例 】では、相手方の悪意

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 ・ 号合併号）

）最判昭和 年 月 日（民集 巻 号 頁）
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を理由に無効主張していることから、表示を信頼した相手方保護のために定めた 条ただし

書の適用はなく、 条本文で処理することになると考えられるが、錯誤無効と取消とを同一

視するいわゆる相対的無効の立場から考えると、表意者が無効主張をしない以上は、第三者

も無効主張し得ないとするのであろうか。【判例 】は、同じ意思欠缺を理由とする錯誤無

効の判例とは異なった見解をとるかのようにも見える。

私見では、錯誤無効は、本来表意者のみならず相手方や第三者からもその無効を主張でき

るのが原則であり、ただ例外的に、表意者自身がその錯誤を認めてそれを不問に付す場合に

は、あえて他人がその無効を主張することは妥当でないことから有効になると考える（錯誤

無効の追認可能性についての詳細な検討は、川井 錯誤の無効 その追認可能性について

裁判と法（上） 有斐閣 昭和 年参照 ））。反対に、表意者自身が追認したくてもで

きないような客観的立場にある場合は、その意思表示は無効となるといえる。そして、この

無効は無効である以上、相手方のみならず第三者も主張できると考える。同様に心裡留保の

場合も、表意者が意思の欠缺を不問に付して追認すれば有効となり、追認し得ない客観的状

況にあるときは無効となるといえる。したがって、相手方が 条ただし書により有効性を主

張しない以上は、意思欠缺を理由に無効であり、これは相手方や第三者も主張できるはずで

ある。

今回検討した【判例 】は、特に理由を述べずに第三者からの無効主張を当然としたが、

背景となる事実関係に、上述のような事情があったためと解する。

以上検討したように、錯誤無効の判例から発展してきた、無効を取消と相対的にとらえる

見解は、同じ意思欠缺無効を統一的に処理することができないことから問題があると考え

る。

参考文献

奥田 注釈民法 （有斐閣 年）

稲本 注釈民法 （有斐閣 年）

椿 法律行為の“無効”再検討・序説 、鎌田 いわゆる 相対的無効について （上）（下）（法

律時報 巻 号 頁）

）もっとも、川井説は、動機の錯誤を錯誤無効に含めて考えることから、錯誤無効の場面となるケースが
多く考えられるのに対し、自説は動機の錯誤を錯誤に含めないことから、錯誤無効の適用場面は限られる
と考えられる。




