
売る気
無し

A B
申込の意思表示

売るよ 買うよ

承諾の意思表示

第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意
ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

② 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができ
ない。

心裡留保:表意者が、表示行為に対応する意思がないこと（意思と表示の不一
致）を知りながら、相手方にこれを告げずに行う意思表示

心裡留保の意義

94条2項の「第三者」
「第三者」の意義
Q:「第三者」とはいかなる者をいうか

▶「第三者」とは、当事者及びその包括承継人以外の者で、通謀虚偽表示に
基づいて新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者をいう
∵ 権利外観法理の趣旨から

ex.仮装譲受人からの譲受人、仮装譲渡の目的物を差押えた人

A B C

① 虚偽表示による
売買契約 善意② 売買契約

肯定例①:不動産の仮装譲受人から更に譲り受けた者



表意者に重大な過失ある場合（95条3項）
原則:表意者に錯誤について重大な過失があった場合は取り消しすることがで

きない（95条3項柱書）
∵ この場合は、表意者の帰責性ゆえに保護の要請は低く、むしろ相手方

の取引安全を保護すべき
例外:以下の場合は表意者に重過失あっても取消しできる

❶ 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知
らなかったとき（同条項1号）

❷ 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき（同条項2号）
∵ このような場合、取消しを制限して相手方を保護する必要性がない

第95条3項 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合
を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったと
き。

二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

顕名（99条1項）
・代理人が代理行為をする場合には「本人のためにすることを示して」しなけ

ればならない（顕名主義）
ex.Aの代理人Bが「A代理人B」として法律行為を行う

・趣旨:効果の帰属主体を明らかにする
・顕名なしに為された意思表示（代理人Bが「B」の名でした行為）

→ 原則:自己のためにしたものとみなす（100条本文）
∵  行為者（B）に効果帰属するという信頼を保護

→ 例外:相手方が、本人のためにすることを知り、又は知ることができたと
きは、本人に対して直接にその効力を生ずる（100条ただし書）
∵ 本人に効果帰属させても相手方に不利益ない

第100条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のために
したものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は
知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。



⑴ 代理権の濫用の意義 
代理人が、自己又は第三者の利益を図る目的で、代理権の範囲内の行為をした
場合

A

B C

土地売却に
つき代理権
授与

代理行為（売買契約）代金着服
意図

土地引渡請求?

代理権の濫用

第107条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場
合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、
代理権を有しない者がした行為とみなす。

⑵ 効果
原則:効果は本人に帰属

∵代理権の範囲内の行為であるから
例外:相手方が代理人の目的（自己又は第三者の利益を図る目的）を知り、又

は知ることができたとき
▶ 無権代理とみなされる（107条）



自己契約・双方代理の効果
・原則:自己契約・双方契約にあたる行為は、代理権を有しない者がした行為

（無権代理）とみなされる（108条1項本文）
＝効果帰属せず（無効）

・例外:①債務の履行、②本人があらかじめ許諾した行為であれば有効（効果
帰属）となる（108条1項ただし書）
∵ これらの行為は本人に不当な不利益を与えない

ex. 確定している売買契約の債務の履行としての登記申請行為（判例）

第108条1項 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代
理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履
行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

相手方の催告権・取消権
⑴ 催告権（114条）
・相手方は、本人に対して、相当の期間を定めて、その期間内に追認するかど

うかを確答すべき旨の催告をすることができる
∵ 法律行為について本人に効果帰属するのかしないのか、不安定な地位にあ

る相手方を当該地位から解放するための制度
・期間内に確答がなければ、追認拒絶があったものとみなされる
・期間内に確答があれば、当該確答どおり
・確答を得ようというだけであり、相手方は無権代理について悪意でもよい

第114条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期
間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合にお
いて、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。



⑵ 取消権（115条）
・相手方は、契約当時、無権代理であることを知らなかった場合に限り、本人

の追認がない間であれば、契約を取り消すことができる
∵ ① 法律行為について本人に効果帰属するのかしないのか、不安定な地位

にある相手方を当該地位からの一方的な解放を認めるための制度
② 本人に追認権が認められたこととの均衡
③ 相手方が無権代理について悪意であれば、均衡を図る必要なし

・取消しは、本人に対してするのでも、無権代理人に対してするのでもよい
・取り消されると、本人は追認できなくなる

第115条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り
消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っ
ていたときは、この限りでない。

無権代理人の責任
総論
・無権代理人は、相手方の選択に従い、①履行の責任、②損害賠償責任、のい

ずれかを負う（117条1項）
・逆に、相手方は、無権代理人に対して、①履行請求か、②損害賠償請求をな

すことができる
・①②は、選択債権

B C
履行請求

or
損害賠償請求

相手方

本人A

選択債権

無権代理行為

① 代理権が証明できない
② 本人の追認がない

無権代理人



・117条による無権代理人の責任は、無過失責任
・制度趣旨は、自ら無権代理行為をした場合における、相手方の取引安全・代

理制度への信頼の保護

第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本
人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償
の責任を負う。

② 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたと

き。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって

知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がない
ことを知っていたときは、この限りでない。

三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

取消権の時効
⑴ 意義
法律関係の早期安定により、相手方や第三者の地位を安定させる
⑵ 内容

① 追認することができる時から5年間行使しないとき（126条前段）
② 行為の時から20年経過したとき（同条後段）

第126条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効
によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

追認できる時 5年（126条前段）
20年

行為時

追認できる時
5年

消滅

消滅

20年（126条後段）

行為時



Q:不動産賃借権の時効取得の要件は何か?
▶ 要件:① 土地の継続的な用益という外形的事実の存在

② 賃料支払等によって賃借の意思が客観的に表現されていること
∵「財産権の行使」（163条）とは、占有における客観的要素としての所

持に対応する事実をいうと解され、そうすると社会的にみて賃借権に基
づく用益であるに相応しい外観を呈している必要があるといえる

① 占有保持の訴え（198条）ー妨害排除請求権に対応
② 占有保全の訴え（199条）ー妨害予防請求権に対応
③ 占有回収の訴え（200条）ー返還請求権に対応
第198条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の

停止及び損害の賠償を請求することができる。
第199条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えによ

り、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
第200条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還

及び損害の賠償を請求することができる。
② 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができな

い。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

占有の訴えの種類



抵当不動産の占有者に対する明渡請求
① 抵当権設定者の所有権に基づく妨害排除請求権の代位行使を肯定（最大判平

11・11・24）
・抵当権者は、設定者に対して抵当価値維持

請求権を有しており、これを被保全債権と
して、所有権に基づく妨害排除請求権を代
位行使できる。抵当権者は所有者のため管
理することを目的として、直接自己への明
渡しを求めることができる。
傍論で、抵当権者が抵当権に基づく妨害
排除請求を行使することも認めた

▼ さらに
② 抵当権に基づく妨害排除請求権の行使を肯定（最判平17・3・10）
・抵当権設定者のした占有権原の設定に抵当権の実行を妨害する目的が認められ、

適正な価額よりも売却価額が下落するなど抵当不動産の交換価値が妨げられ抵当
権者の優先弁済請求権の行使が困難になる状態があるときは、抵当権者は抵当権
に基づく妨害排除請求として、妨害状態の排除を求めることができる。 さら
に、抵当不動産の所有者が抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない
場合には、抵当権者は、直接自己に明け渡すことを求めることかができる 

A B

C

被担保債権

不法占拠者
抵当権に基づく妨害排除請求権

抵当権



抵当権者の同意及び同意の登記による賃借権の対抗

・賃貸用不動産については、定期的な賃料収入が期待できるような場合もある
（これにより当該不動産の価値が高まる）ことから、抵当権者の同意及び同
意の登記により賃貸借に対抗力を与える制度が設けられた＊

第387条 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が
同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗する
ことができる。

② 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他
抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。

＊【参考】石田剛 他『民法Ⅱ［第3版］』（2019年、有斐閣）259頁

他の連帯債務者のもつ反対債権に依拠した履行拒絶 ＊

YZはAから300万円の請求を受けた場合、XのAに対する反対債権の150万円のうちXの
負担部分（100万円）を限度に履行を拒むことができる。

【参考】潮見佳男『入門民法（全）』（2007年、有斐閣） 260頁

第439条② 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者
の負担の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことが
できる。

A

300万円
300万円

300万円

X

Z

Y

（100万円）

（100万円）

（100万円）

1

1

1

:

:

反対債権150万円



弁済の提供の方法
ア 原則:現実の提供（493条本文）
・現実の提供:債権者が受領可能な状態を作出すること
・あとは債権者が受領すればよいという程度まで弁済の準備をする必要がある

ex・消費貸借契約の借主が、弁済をすべき日時・場所に金銭を持参すること
・現実の提供といえるか否かは、信義則に従って判断される
・返済のため金銭を債権者宅に持参してその受領を催告すれば、金銭を債権者

の面前に提示しなくてもよい（最判昭23・12・14）
・たまたま債権者が不在であっても弁済の提供が認められる（大判明38・3・

11）
第493条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債

権者があらかじめ受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、
弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

イ 例外:口頭の提供で足りる（493条ただし書）
・口頭の提供:現実の提供に必要な準備を完了し、通知すること

cf. 種類債権の特定:『分離＋準備＋通知」
・口頭の提供で足りる場合
① 債権者があらかじめ受領を拒否した場合

∵ 債権者が非協力的な場合なので、債務者の負担も軽くすることで当事者
間の公平を図る。ただし、債権者が翻意する可能性もあるため、通知は
させる

② 債務の履行について債権者の行為を必要とするとき（ex.取立債務）
∵ 履行の完了に債権者の協力が必要だから



双方の債権が有効に存在すること
ア 双方の債権の存在
・相殺をするためには、債権が有効に存在していなければならない。

→ いずれか一方の債権が無効であるときは相殺も無効である。
・いったん相殺適状にあっても、相殺する前に一方の債権が消滅した場合

→ 原則:相殺をすることができない。
例外:時効消滅した債権を自働債権とする相殺（508条）

・時効消滅前に相殺適状が存在していた場合には、自働債権の債権
者は相殺をすることができる

第508条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた
場合には、その債権者は、相殺をすることができる。

※508条の趣旨
相殺適状に達した両債権は相殺により清算されたと考えるのが通常であり、そ
の合理的期待を保護する

相殺適状 自働債権が
時効消滅

相殺できる

相殺への
合理的期待が発生

508条

A B 主債務者債権者
① α債権成立→④ 時効消滅

② β債権成立→③ 相殺適状

【508条】

⑤ 相殺



相殺が許されない場合
相殺適状にあっても、相殺が許されない場合がある

当事者の意思表示による場合（505条2項）
・当事者が相殺を禁止し、又は制限する意思表示をした場合

→ 相殺することができない。
・相殺禁止特約の第三への対抗

→ 第三者が、当事者の意思表示を知り又は重大な過失により知らなかったと
きのみ、相殺の禁止（制限）を対抗することができる。

趣旨:相殺に対する期待権を有する債権の譲受人の保護
第505条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務

が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免
れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

② 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をし
た場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らな
かったときに限り、その第三者に対抗することができる。

※ 当事者の意思表示による相殺の禁止
・債権が契約によって生じたとき→合意（契約）
・単独行為によって生じたときは→一方的な意思表示（単独行為）

C

B
α債権（相殺禁止特約）

債権
譲渡

A

β債権

Cが相殺禁止特約につき悪意･重過失
善意のときのみ、Bは相殺禁止特約
を対抗して、Cのα債権によるβ債権
の相殺を否定できる

【505条2項】



差押を受けた債権を受働債権とする相殺の禁止（511条）
(ア) 支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権により、相殺

をもって差押債権者に対抗することができない（511条1項）
第511条1項 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相

殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による
相殺をもって対抗することができる。

趣旨
・債権の差押えによる差押債権者の利益（債権の回収）を保護する必要性が高

い
・他方、受働債権が差し押さえられた後に債権を取得した第三債務者には相殺

によって債権・債務を清算できるという合理的期待は高くない
▼ そこで

差押債権者の利益と第三債務者の相殺に対する期待の調整をはかった

A B 第三債務者債務者
① α債権

③ β債権取得

② 差押え
＝Bの支払が禁止される

C差押債権者

相殺:不可

【511条1項～相殺ができない場合】

Aに対する債権回収のためにAのBに対するα債権を差し押さえたCの期待は保護
されるべき

↕
差し押さえられて支払いが停止された後に債権を取得した第三債務者Bの相殺に
対する期待の保護の要請は差押債権者Cのそれより弱い



B A 銀行預金者
① 預金債権

② 貸付金債権

③ 差押え
Y差押債権者

・A銀行は､預金債権が差し押さえられる前に貸付金債権を取得していることか
ら貸付金債権を自働債権として相殺ができる（511条1項）
・預金債権と貸付金債権の弁済期の先後に関係なく、受働債権が差し押さえ

られる前に自働債権が取得され､相殺適状に達すれば相殺できる
∵相殺に対する期待を保護

相殺:可

【511条1項～相殺ができる場合】

催告による解除（541条）
第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を

定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除
をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契
約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

ア 催告による解除の要件（541条本文）
① 債務不履行があること
② 債権者による相当期間を定めた催告があること
③ 債務者が催告期間内に債務の履行をしないこと
④ 解除の意思表示があること



解約手付
ア 解約手付の意義（概要）
解除権を留保するという意味での手付（約定解除権の留保）
・手付の性質が不明な場合は解約手付と推定される（557条、判例）
・買主は手付金返還請求権を放棄して契約を解除できる（手付放棄）

A B 買主売主

① 売買契約

② 手付金交付

① 手付契約

③ 返還請求権放棄

・売主は手付金の倍額を現実に提供して契約を解除できる（手付倍返し）

・解除には、債務不履行などの理由を必要としない。この場合は相手方に対
して損害賠償請求できない（557条2項）

・解約手付があっても、当事者は相手方に債務不履行があれば、 債務不履行
による契約解除（541条本文）を選択し、相手方に対して損害賠償請求で
きる（545条4項、415条1項本文）

第557条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその
倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約
の履行に着手した後は、この限りでない。

②  第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。

A B 買主売主

① 売買契約

② 手付金交付

① 手付契約

③ 手付金の倍額を現実に提供



【参考】潮見佳男『基本講義 債権各論Ⅰ）』（ 2017年、新世社）173頁

第三者による賃借権侵害と妨害排除・損害賠償 *

AがBにA所有の建物を賃貸したところ、Cが同建物を不法占拠している場合
に、賃借人Bは、A又はCに対し、いかなる請求ができるか。 

A B

C

① 建物賃貸借賃貸人 賃借人
所有者

不法占拠者
どのような請求が
できるか?

【事例】

《賃貸人Aに対する請求》
① 不法占拠者Cを排除して自己に使用収益させるよう請求する

※ 賃貸人が履行してくれないと実効性がない
《不法占拠者Cに対する請求》
② AがCに対して有する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使（423条1項

本文） する（判例）
③ Bが賃貸借の対抗要件を備えた場合には、Cに対して妨害の停止の請求や返

還の請求をすることができる（605条の4）
④ 占有訴権

Ｂが不動産をすでに占有している場合には、ＢはＣに対して占有訴権によっ
て妨害排除請求（つまり明渡請求）をすることができる（198 条、200 条)



【参考】潮見佳男『基本講義 債権各論Ⅰ』（2017年、新世社）186～187頁

適法な賃借物の転貸の場合の法律関係 *

A B

C

① 賃貸借契約

② 転貸借契約

賃貸人 賃借人

転借人

賃借権

転借権

転貸人

② 転貸を承諾

⑴ 転貸人Bと転借人Cの関係
・通常の賃貸借と同様
・BCの一方がAに対する賃料債務､目的物返還義務を履行すれば、他方も債務を

免れる
⑵ 賃貸人Aと賃借人Bとの関係
・転貸借によっては影響を受けない

⑶ 賃貸人Aと転借人Cとの関係
・賃貸人と転借人間に契約関係が成立するわけではない
・転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う（613条1項前段）
・転借人は賃貸人･転貸人のいずれか一方に弁済すれば免責される
・転借人は賃貸人に対して義務を負うだけで、権利は有しない
・転借人の債務は賃借人が賃貸人に負う債務の範囲を超えない
・転借料の前払いを賃貸人へは対抗できない（同項後段）
・賃貸人は、賃借人との合意解除を転借人に対抗できない（同条3項本文）
・ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有し

ていたときはこの限りでない（同項ただし書）



第613条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との
間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づ
く債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人
に対抗することができない。

② 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
③ 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合

意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除
の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りで
ない。

責任の無能力の抗弁
第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識する

に足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に

他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によっ
て一時的にその状態を招いたときは、この限りではない。

第714条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その
責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた
損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又
はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りではない。

② 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

趣旨
・不法行為は行為規範の側面がある（故意過失のある権利・法益侵害行為が損

害賠償負担を負うというペナルティを用意することにより、このような権
利・法益侵害行為を防止する）ところ、そもそも規範遵守が期待できない未
成年者・精神障害を有する者に損害賠償責任を負わせることは不当



責任無能力者の監督義務者等の責任（714条）
総論
第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識す

るに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わな
い。

第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に
他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によっ
て一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

第714条 前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その
責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた
損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又
はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

② 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

使用者責任
総論
第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第
三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業
の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであっ
たときは、この限りでない。
② 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
③ 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

被害者は、加害者に不法行為責任（709条）を追及するとは別途に、加害者の
使用者に対しても損害賠償責任を認めている（715条）。
使用者は、被用者の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をし
ても損害が生ずべきであったことを証明した場合は免責される（715条1項但
書）



動物保有者の責任
第718条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただ

し、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限り
でない。

② 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

公定力 ＊

公定力の意義
行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該処分を当
然無効ならしめるものと認むべき場合を除いては、適法に取り消されない限り
完全にその効力を有するという効力（最判昭 30・12・26）

ex.課税処分が違法であっても取消訴訟による取消しがなければ有効とされ、
納付しなければ滞納処分を受ける

【参考】櫻井敬子、橋本博之『行政法［第6版］』（2019年、弘文堂）83頁

違法な処分 取消判決

有効 無効



代執行
意義
他人が代わって行うことのできる作為義務（代替的作為義務）を義務者が履行
しない場合に、行政庁が自らこれを行い、その費用を義務者から徴収する（行
政代執行法2条）
行政代執行法第2条 法律（法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同

じ。）により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為（他人が
代つてなすことのできる行為に限る。）について義務者がこれを履行しない場合、他
の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置するこ
とが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき
行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収すること
ができる。

不服申立期間内に申し立てること
(ア) 処分に対する不服申立て（18条1項・54条）
・第一審としての審査請求

原則:処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内
例外:正当な理由があるとき
「処分があったことを知った日」とは、処分の存在を現実に知った日である
が、社会通念上処分の存在を知りうべき状態に置かれたときは、反証がない
限り、処分の存在を知ったものと推定される（判例）

・第二審としての審査請求と再審査請求（18条1項本文括弧書）
原則:裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月以内
例外:正当な理由があるとき



第一審・第二審いずれの場合も、処分があった日の翌日から起算して1年を経
過したときは、正当な理由のない限り、不服申立てはできない（18条2項・54
条2項・62条2項）
ここにいう「正当な理由」とは、災害などの不服申立てができない客観的事情
に限られる（通説）

(イ) 不作為に対する不服申立て
不作為に対する不服申立てには、不服申立期間の限定はない

行政不服申立ての審理等
行政不服申立てがあると、行政機関の審理がはじまる
行政不服審査法は、執行不停止の原則を採用し、教示制度を導入する
行政機関の審理が終了すると、裁決・決定がなされる

処分の執行不停止 
ア 執行不停止の原則
・行政不服審査法は、執行不停止の原則を採用している。すなわち、不服申立

てが提起されても、原則として処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨
げない（25条1項・61条・66条）

・これは、行政処分は公益を追求するものであり、不服申立ての提起によりそ
の処分が審理の終了まで施行できないことになると、行政が停滞するなど行
政の円滑な運営が確保できないからである



・もっとも、執行不停止の原則を厳格に貫くと、国民の権利利益の救済という
目的が損なわれるおそれがある。そこで、例外的に、一定要件のもと執行停
止を認めている

イ 例外的に執行が停止される場合
必要的執行停止
i ）積極要件
審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行
により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるとき

⇒ 執行停止をしなければならない（25条4項本文）
     （国民の権利救済の実効性から、執行停止を義務付ける）

ii ）消極要件
① 執行停止することが、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき
② 本案について理由がないとみえるとき
⇒ 執行停止は行われない（25条4項但書）

（※ 再調査の請求においても準用される（61条））



不服申立ての審理
要件審理と本案審理
・不服申立てがあった場合、まず処分庁・審査庁は、不服申立てが法定の要件を備え

た適法なものか否かを審査する（要件審理）。不服申立てが不適法であるときに
は、申立てを却下する。例えば、不適法とされる場合として、不服申立資格のない
者がしたとき、不服申立期間が経過しているとき、不服申立ての対象となる処分に
該当しないとき、不服申立書の記載に不備があるときなどがある

・ただし、不服申立てが不適法であっても補正できるものについては、処分庁・審査
庁は相当の期間を定めて補正を命じなければならない（23条・61条・66条）

拘束力
認容裁決は、不服申立人、参加人だけでなく、関係行政庁をも拘束する（52条
1項）。この結果、関係行政庁は、処分の取消し又は撤廃の裁決があった場合
には、同一の事情の下では同一内容の処分を繰り返すことができなくなる。
※ これは行政行為論で論じられる「拘束力」ではなく、裁決・決定の実効性を

担保するための制度である。

認容裁決には拘束力が生じる（52条1項）
申請に基づいてした処分が手続の違法もしくは不当を理由として裁決で取り消

され、又は申請を却下もしくは棄却した処分が裁決で取り消された場合に
は、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければな
らない（52条2項）。



主張の制限と事実認定
主張の制限
弁論主義の下では、当事者はいかなる主張をなすことも自由である。ところが、
取消訴訟においては、以下のとおり、主張が制限されることがある

行政事件訴訟法10条1項
原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めるこ
とはできない（10条1項）。取消訴訟は行政処分の違法一般を弾劾する制度で
はなく、違法な処分によって権利を害された者の救済を主な目的とする制度だ
からである

行訴法33条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をし
た行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

② 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が
判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従
い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。

③ 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により
手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。

④ 第一項の規定は、執行停止の決定に準用する。

取消判決の拘束力の内容
(ア) 反復処分禁止の効力（消極的効力）
行政庁は、同一事情の下で、裁判所が違法であるとしたのと同一の理由に基づ
いて、同一人に対し同一内容の処分を再び行うことができなくなる。ただし、
行政庁は、別の理由に基づいて同一内容の処分をすることを妨げるものではな
い（通説）



(イ) 処分のやり直しの効力（積極的効力）
申請に対する行政庁の処分を判決で取り消した場合、行政庁は、申請人の再申
請を待たずに、はじめの申請に対して、取消判決の趣旨に従い、処分をやり直
さなければならない（33条2項・3項）

(ウ) 関係行政庁拘束の効力
取消判決が出されると、当該処分をした処分行政庁のみでなく、当該行政処分
と法的関係をもつすべての行政機関が、当該判決によって拘束される

執行不停止の原則
行政事件訴訟法は、行政処分について民事上の仮処分の適用を排除している
（44条）。そして、処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行ま
たは手続の続行を妨げないとする（25条1項）。これを執行不停止の原則とい
う。
これは、濫訴により行政活動が停滞することを防止し、行政目的を迅速円滑に
実現する趣旨である。

原則

例外

執行不停止（行訴法25条1項）

執行停止（行訴法25条2項・4項）

その例外 内閣総理大臣の異議（行訴法27条）



行訴法25条 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行
を妨げない。

② 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続
行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立て
により、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停
止（以下「執行停止」という。）をすることができる。ただし、処分の効力の停止
は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、
することができない。

③ 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損
害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及
び性質をも勘案するものとする。

④ 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案につい
て理由がないとみえるときは、することができない。

⑤ 第二項の決定は、疎明に基づいてする。
⑥ 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当

事者の意見をきかなければならない。
⑦ 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
⑧ 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

執行停止の内容

処分の効力の停止 処分によって生じる効力を一時停止し、将来に向かって
処分がなかったに等しい状態を作り出すこと。

処分の執行の停止 処分の内容を実現するために行われる行政権による実力
行使を停止させること。

手続の続行の停止 処分自体の効力を維持しつつ、その処分の存在を前提と
してなされる後続処分をさせないようにすること。

執行停止の内容
裁判所は、処分の効力、処分の執行または手続の執行の全部または一部の停止
をすることができる（25条2項本文）。
ただし、過剰な停止を回避する趣旨から、処分の効力の停止は、処分の執行ま
たは手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、すること
ができない（25条2項ただし書）。



仮の義務付け
義務付けの訴えの提起があった場合、一定の要件をみたすことにより、仮の義
務付けが認められる（37条の5第1項）。
例えば、年金や生活保護などの給付が拒否された場合、学校への入学が不許可
となった場合などにおいて、仮の地位を付与することが適切である場合に利用
される。
行訴法37条の5 義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに

係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため
緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立
てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること
（以下この条において「仮の義務付け」という。）ができる。

② 略
③ 仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあると

きは、することができない。
④ 第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条

第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。

仮の差止め
差止めの訴えの提起があった場合、一定の要件をみたすことにより、仮の差止
めが認められる（37条の5第2項）。
例えば、公務員に対する懲戒処分や営業禁止処分などの場合で、前提となる処
分がないときには、執行停止制度を使うことができないため、仮の差止めを利
用する。
要件や基本的な考え方は、仮の義務付け（行訴法37条の5第1項）と同様であ
る。



行訴法37条の5
① 略
② 差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決

がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、
かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をも
つて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること（以下この条
において「仮の差止め」という。）ができる。

③ 仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあると
きは、することができない。

④ 第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条
第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。

⑤ 前項において準用する第二十五条第七項の即時抗告についての裁判又は前項におい
て準用する第二十六条第一項の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたとき
は、当該行政庁は、当該仮の義務付けの決定に基づいてした処分又は裁決を取り消さ
なければならない。


