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■問 01■代理・復代理 

代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 

１ 売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り

消す旨の意思表示を受領する権限を有する。 

２ 委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任

することができる。 

３ 復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情が

ない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。 

４ 夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法

律行為をすることができる。 

正解：3 

１ 正しい 

売買契約締結の代理権を与えられたということは、買主と

の間で、「売る」「買う」といった意思表示のやり取りをす

る権限を持っているということです（民法 99条）。 

この代理人は、相手方からの「売買契約を取り消す旨の意

思表示を受領する権限」も持っている、と考えるほうが自然

です（取消しの意思表示だけは、本人に宛ててしなければな

らない、というのはヘンです）。 

判例の結論も同じです（最判昭 34.02.13）。 

 

出題テーマ 参照項目 直前の出題 出題回数 

代理人の権限 民法[04]1(2) なし 初出題 

２ 正しい 

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することが

できません（民法 104条）。 

復代理のまとめ 

 選任できる場合 
代理人の責任 

原則 例外 

法定代理人 いつでも可能 無過失の全責任 
やむを得ない事由あり 

→選任･監督責任のみ 

任意代理人 
(1)本人の許諾を得たとき 

(2)やむを得ない事由があるとき 
選任･監督責任のみ 

本人の指名で選任した場合 

→責任を負わない 

  

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54826
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出題テーマ 参照項目 直前の出題 出題回数 

復代理 [04]4(3) 21-02-3 10回目 

３ 誤り 

委任による代理関係において、受任者（代理人）は、委任事務に当たって受け取った物を委任者（本人）に引き渡す義務

を負います（民法 646条１項）。代理人と復代理人との間にも同様の委任関係がありますから、復代理人は、受領物を代理

人に引き渡す義務を負っています。さらに、復代理人は、本人に対して、代理人と同一の義務を負います（同法 107条２項）。

ということは、復代理人は、受領物を本人に引き渡す義務も負っていることになります。つまり、復代理人は、受領物を①

代理人に引き渡す義務と②本人に引き渡す義務の２つの義務を負っているわけです。 

 

本肢の復代理人は、受け取った物（金銭）を①代理人に引き渡しています。これにより、代理人に対する受領物引渡義務

は消滅します。それでは、②本人に引き渡す義務は、どうなるでしょうか。こちらの義務も消滅する、と考えるのが自然で

す。受領物を代理人に引渡したにも関わらず、本人にも引き渡す義務がある、というのは、復代理人に二重の負担を貸すこ

とになるからです。また、例えば、引渡しの対象が不動産だったような場合を考えると、代理人・本人の双方に引き渡すの

は、そもそも不可能です。 

※これと同様の結論を出した判例がありますが（最判昭 51.04.09）、その判例を知らないと解けない、というほどの問題で

はありません。 

出題テーマ 参照項目 直前の出題 出題回数 

復代理 [04]4(1) なし 11回目 

４ 正しい 

日常家事に関する事項というのは、例えば、生活必需品を買う、とか、子供の教育費用を払う、といった事項のことをい

います。日常家事に関する法律行為から生じた債務について、民法は、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行

為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。」と定めています（同法 761

条。左図）。この連帯責任を根拠に、夫婦は日常家事についてお互いに代理権を有する、と考えるのが判例の立場です（最

判昭 44.12.18、右図）。 

 

http://e-takken.tv/21-02
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53221
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51933
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51933
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出題テーマ 参照項目 直前の出題 出題回数 

日常家事債務 [なし] 16-02-1 2回目 

■問 02■所有権の移転・取得 

所有権の移転又は取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 

１ Ａの所有する甲土地をＢが時効取得した場合、Ｂが甲土地の所有権を取得するのは、取得時効の完成時で

ある。 

２ Ａを売主、Ｂを買主としてＣの所有する乙建物の売買契約が締結された場合、ＢがＡの無権利について善

意無過失であれば、ＡＢ間で売買契約が成立した時点で、Ｂは乙建物の所有権を取得する。 

３ Ａを売主、Ｂを買主として、丙土地の売買契約が締結され、代金の完済までは丙土地の所有権は移転しな

いとの特約が付された場合であっても、当該売買契約締結の時点で丙土地の所有権はＢに移転する。 

４ ＡがＢに丁土地を売却したが、ＡがＢの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、丁土地の所有権はＡに

復帰し、初めからＢに移転しなかったことになる。 

正解：4 

１ 誤り 

時効の効力は、その起算日にさかのぼります（民法 144条）。本肢のケースでいうと、Ｂが甲土地の所有権を取得するの

は、取得時効の完成時ではなく、占有開始時ということになります。このように考えないと、時効完成までの占有が不法な

ものとなり、使用料や損害賠償を請求されることになってしまうからです。 

 

 

出題テーマ 参照項目 直前の出題 出題回数 

時効の効力 [07]4 なし 初出題 

２ 誤り 

Ｃの所有物を、ＡがＢに売却するようなケースを他人物売買といいます。民法は、このような契約も契約として有効と扱

っています（同法 560条）。 

しかし、この契約が有効だからといって、ＡＢ間で契約を締結しただけで、物の所有権がＢに移転するわけではありませ

ん。他人物売買契約に基づき、Ａは、Ｃから乙建物を取得し、これをＢに移転する義務を負うというだけのことです（同法

560条）。 

http://e-takken.tv/16-02
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Ｂが乙土地の所有権を取得することができるとすれば、それ

は、ＡがＣから乙不動産の所有権を取得した時点ということ

になります（最判昭 40.11.19）。 

 

 

 

 

 

出題テーマ 参照項目 直前の出題 出題回数 

他人物売買の有効性 [27]3(1) 21-10-3 5回目 

所有権の移転時期 [08]1 08-03-1 2回目 

３ 誤り 

物の所有権は、原則として、契約締結時に移転します（民法 176条）。ただし、当事者間に特約がある場合には、その特

約が優先します（最判昭 38.05.31）。本肢では、「代金の完済までは丙土地の所有権は移転しないとの特約」があります。

したがって、所有権が移転するのは、代金完済時点です。 

 

出題テーマ 参照項目 直前の出題 出題回数 

所有権の移転時期 [08]1 08-03-1 3回目 

４ 正しい 

強迫による意思表示は、取り消すことができます（民法 96条１項）。そして、取り消された行為は、初めから無効であっ

たものとみなされます（同法 121条本文、左図）。したがって、丁土地の所有権はＡに復帰し、初めからＢに移転しなかっ

たことになります。 

【関連知識】取消しと無効 

取り消すことができる行為であっても、一応は有効に成立しています。この行為につき、取消権を有する人が取り消した

時点で、当初にさかのぼって無効だったことになるのです。一方、無効な行為には、当初から何らの効力も認められません

（右図）。 

  

 

出題テーマ 参照項目 直前の出題 出題回数 

強迫による取消し [03]3(2) 23-01-4 7回目 

取消しの効果 [01]1(4) なし 初出題 

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53990
http://e-takken.tv/21-10
http://e-takken.tv/08-03
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53734
http://e-takken.tv/08-03
http://e-takken.tv/23-01
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■問 03■共有 

次の１から４までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 

（判決文） 

共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その

者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、

現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を

有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求す

ることはできないと解するのが相当である。 

１ 共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではな

い。 

２ ＡとＢが共有する建物につき、ＡＢ間で協議することなくＡがＣと使用貸借契約を締結した場合、Ｂは当

然にはＣに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。 

３ ＤとＥが共有する建物につき、ＤＥ間で協議することなくＤがＦと使用貸借契約を締結した場合、Ｆは、

使用貸借契約を承認しなかったＥに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができ

る。 

４ ＧとＨが共有する建物につき、Ｇがその持分を放棄した場合は、その持分はＨに帰属する。 

正解：3 

判決文の分析 

出題は、最判昭 63.05.20 の一部です（過去に平成 19年問 04肢 1 でも出題されています）。200字を超える長文です

ので、要約してポイントをつかんでおきましょう。 

ここでは、建物の共有者をＸとＹ、Ｘから占用使用を承認された第三者をＺとします。判決文のポイントは、以下の①②

③です（表と図の分かりやすいほうを御覧ください）。 

 

① ＺのＹに対する排他的占有権の主張 × 

② Ｘの持分に基づくＺの占有権の主張 ◯ 

③ ＹによるＺに対する明渡し請求 × 
 

 

１ 正しい 

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます（民法 249条）。ここで認められてい

るのは、あくまで「持分に応じた使用」です。他の共有者と協議することなく、共有物を排他的に占有することはできませ

ん。このことがポイント①の前提になっています。 

 

出題テーマ 参照項目 直前の出題 出題回数 

共有物の使用 [11]3(1) 19-04-1 6回目 

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62371
http://e-takken.tv/19-04/
http://e-takken.tv/19-04
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２ 正しい 

ポイント③に関する出題です。ＢのＣに対する明渡し請求は、認められません。 

 

① ＣのＢに対する排他的占有権の主張 × 

② Ａの持分に基づくＣの占有権の主張 ◯ 

③ ＢによるＣに対する明渡し請求 × 
 

 

 

出題テーマ 参照項目 直前の出題 出題回数 

共有物の使用 [11]3(1) 19-04-1 7回目 

３ 誤り 

ポイント①に関する出題です。Ｆは、Ｅに対して、排他的占有権を主張することができません。 

 

① ＦのＤに対する排他的占有権の主張 × 

② Ｄの持分に基づくＦの占有権の主張 ◯ 

③ ＥによるＦに対する明渡し請求 × 
 

 

 

出題テーマ 参照項目 直前の出題 出題回数 

共有物の使用 [11]3(1) 19-04-1 8回目 

４ 正しい 

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、その持分は、他の共有者に帰

属します（民法 255条）。本肢の場合、Ｇが持分を放棄すると、その持分は

他の共有者Ｈに帰属します。つまり、この建物は、Ｈの単独所有になります。 

 

 

 

出題テーマ 参照項目 直前の出題 出題回数 

持分の放棄・共有者の死亡 [11]2(2) 19-04-4 6回目 

■問 04■民法に規定されているもの 

次の記述のうち、平成 29年４月１日現在施行されている民法の条文に規定されているものはどれか。 

１ 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から１年を経過した時ま

では、時効は完成しない旨 

http://e-takken.tv/19-04
http://e-takken.tv/19-04
http://e-takken.tv/19-04
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２ 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を

通行することができる旨 

３ 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる

義務を負う旨 

４ 賃借人の原状回復義務の対象となる損傷からは、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに

賃借物の経年劣化を除く旨 

正解：2 

１ 誤り 

現行の民法（平成 29年４月１日現在施行されている民法）に、このような規定はありません。これは、改正民法 151条１

項１号の規定です。 

２ 正しい 

他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することが

できます。このことは、現行民法の 210条１項に規定されています。 

 

 

選択方法 他の土地のために損害が最も少ないもの 

償金支払い 必要 
 

 

出題テーマ 参照項目 直前の出題 出題回数 

公道に至るための他の土地の通行権 [10]3(1) 25-03-1 8回目 

３ 誤り 

現行の民法に、このような規定はありません。これは、改正民法 560条の規定です。 

４ 誤り 

現行の民法に、このような規定はありません。これは、改正民法 621条の規定です。 

■問 05■売買契約 
 
Ａは、中古自動車を売却するため、Ｂに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の３％を支払うことを約

した。Ｂの媒介によりＡは当該自動車をＣに 100万円で売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の

規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 

http://e-takken.tv/25-03
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１ Ｂが報酬を得て売買の媒介を行っているので、ＣはＡから当該自動車の引渡しを受ける前に、100万円を

Ａに支払わなければならない。 

２ 当該自動車に隠れた瑕疵があった場合には、ＣはＡに対しても、Ｂに対しても、瑕疵担保責任を追及する

ことができる。 

３ 売買契約が締結された際に、Ｃが解約手付として手付金 10万円をＡに支払っている場合には、Ａはいつ

でも 20万円を償還して売買契約を解除することができる。 

４ 売買契約締結時には当該自動車がＡの所有物ではなく、Ａの父親の所有物であったとしても、ＡＣ間の売

買契約は有効に成立する。 

正解：4 

設定の確認 

 

１ 誤り 

売買契約は、双務契約です。売主Ａは、買主Ｃに対

して代金請求権を有しています。一方、買主Ｃは売主

Ａに対して自動車の引渡請求権を持っています。双務

契約において、当事者の一方は、相手方がその債務の

履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むこと

ができます（民法 533条）。これを同時履行の抗弁権

といいます。 

したがって、ＣはＡから引渡しを受けるまで、代金をＡに支払う義務を負いません。Ｂが報酬を得て売買を媒介している

からといって、結論は異なりません。 

 

出題テーマ 参照項目 直前の出題 出題回数 

同時履行の抗弁 [24]1(2) 27-08-ウ 5回目 

２ 誤り 

「売主の瑕疵担保責任」という言葉で分かるように、瑕疵担保責任は、売主が買主に対して負う責任です（民法 570条、

566条）。媒介者であるＢは、瑕疵担保責任を負いません。つまり、買主Ｃが瑕疵担保責任を追及することができる相手は、

売主Ａに限られます。 

http://e-takken.tv/27-08
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売主の瑕疵担保責任 

買主 解除 代金減額 損害賠償 権利の行使期間 

善意 

無過失 

◯ 

（契約の目的を達成

できないとき） 

× ◯ １年（知った時から） 

 

出題テーマ 参照項目 直前の出題 出題回数 

瑕疵担保責任（追及の相手方） [27]3(4) 15-10-4 2回目 

３ 誤り 

解約手付が交付されている場合、買主はその手付金を放

棄し、売主はその倍額を償還すれば、契約を解除すること

ができます。ただし、手付による解除ができるのは、「当

事者の一方が契約の履行に着手するまで」に限られます

（民法 557条 1項）。判例は、この要件を「相手方が契約

の履行に着手するまで」と解釈しています（最判昭

40.11.24）。 

以上より、Ａが手付の倍額償還によって契約を解除することができるのは、「Ｃが契約の履行に着手するまで」の間に限

られます。「いつでも」解除ができるわけではありません。 

 

出題テーマ 参照項目 直前の出題 出題回数 

履行の着手と手付解除 [27]2(2) 21-10-2 7回目 

４ 正しい 

Ａの父親の所有物を、ＡがＣに売却するようなケースを他人物売買といいます。民法は、このような契約も契約として有

効と扱っています（同法 560条）。 

 

※この契約に基づき、Ａは、父親から自動車を取得し、これをＢに移転する義務を負います（同法 560条）。 

 

出題テーマ 参照項目 直前の出題 出題回数 

他人物売買の有効性 [27]3(1) 21-10-3 6回目 

http://e-takken.tv/15-10
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53822&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53822&hanreiKbn=02
http://e-takken.tv/21-10
http://e-takken.tv/21-10

