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はじめに

　本稿は，中国契約法における不安抗弁権行使に関する裁判例の具体的分

析を意図したものである。本稿で目を通した裁判例は 47 例に止まり，不

安抗弁権行使の適用例の実証的分析としてはデータ不足を否めない。本題

を不安抗弁権小論と称した所以である（1）。

　中国の不安抗弁権規定は，抗弁権行使の適用範囲が広く，また，単に履

行の中断だけでなく，スイス債務法やアメリカ商法典の規定を参照して契

約の解除まで規定している。不安抗弁権行使の延長線上に契約解除まで規

定した背景には，故北川善太郎教授のアドバイスがあったと聞く（2）。

（１）�　本稿での裁判例の収集はすべて中倫法律事務所の李美善弁護士の尽力に負っ
ている。

（２）�　中国契約法研究会（代表　小口彦太）「中国契約法における契約履行中の抗弁
権（二）」早稲田法学 89 巻１号（2013 年）における韓世遠教授の言（78 頁）。
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　本稿は，47 例の裁判例のうち，不安抗弁権の行使を認めた事例（一審，

二審，再審等のいずれかの審理においてのみ認めた事例も含める）の分析

のみに止めた。つまり，その行使を認めなかった裁判例についての分析は

考察の対象としなかった。この 17 例という僅かな裁判例の範囲で，どの

ようなことを指摘できるかが本稿の内容をなす。

一　関連法規

　契約法 68 条（不安抗弁権）「先に履行すべき当事者は，相手方に以下に

掲げる事由が存することを証明する確実な証拠を有する場合，履行を中止

できる。（一）経営状況が著しく悪化する。（二）財産を移転し，資金を引

き出し，隠匿し，もって債務を逃れる。（三）商業上の信用を著しく喪失

する。（四）その他，債務を履行する能力を喪失し，又は喪失する可能性

のあるその他の事由が存する。②当事者が確実な証拠もなく履行を中止し

たときは，違約責任を負わなければならない。」

　同 69 条（不安抗弁権の行使）「当事者は，本法 68 条の規定に従って履

行を中止したときは，速やかに相手方に通知しなければならない。履行を

中止した後，相手方が合理的期間内に履行能力を回復せず，且つ適当な担

保を提供しないときは，履行を中止した側は，契約を解除することができ

る。

　最高人民法院司法解釈「当面の情勢下において民商事契約紛争事件を審

理するさいの若干の問題に関する指導意見」（2009 年７月７日）六「不安

抗弁権規則を合理的に適用し，権利者の合法的権益を維持する」17 条「当

面の情勢下において，誠実な契約の一方当事者を促して速やかに証拠を保

全し，権利者の正当で合法的な権益を効果的に保護するために，一方当事

者がすでに全部の引渡義務を履行したものにつき，約定された代金の支払
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い期限がいまだ到来していないものの，支払い側に期限未到来の代金を支

払うよう求めた場合，支払い側が明確に代金支払義務の不履行を表明した

こと，あるいは支払側が営業許可を取り消され・抹消され，関係部門によっ

て営業許可証が取り上げられて休業状態に置かれていること，支払い側が

財産を移転し，資金を引き出すことによって債務を逃れようとすること，

支払い側が商業的信用を失っていること，及び支払い側が自らの行為を

もって代金支払義務の不履行を表明するその他の事由を証明する確実な証

拠があれば，支払い側が適切な担保を提供しない限り，支払い期限がすで

に到来したと判示するか，又は支払い期限を早まらせることを判示するこ

とができる。」

二　不安抗弁権を認めた裁判例

　筆者が目を通した不安抗弁権をめぐる裁判例 40 余件中，不安抗弁権の

行使を認めた裁判例は，下級審または上級審のいずれかで認めた事例を含

めて 17 例である。以下，1999 年の契約法制定以前，すなわち不安抗弁権

を規定していなかった時期（3）と規定以後とに分けて，その裁判例を紹介し

てみたい。各裁判例の表題は原告名で表記し，各法院名，判決番号等を本

文中に組み込んで表記する。また，各裁判例の紹介の中では原告はＸ，被

告はＹ，案外人はＡ，B…と表記する。

（３）�　1985 年の渉外経済契約法においては不安抗弁権を規定していた。しかし，こ
の法律は中国国内の企業法人間の契約には適用されず，また，渉外経済契約では，
不安抗弁権行使の効果は履行の中止のみで，1999 年契約法のように契約の解除
までは認めていなかった。但し，実際には本文で取り上げるように，1999 年以
前においても契約解除を認めた事例（事例２参照）が存している。
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（１）契約法典制定以前

1　汕頭経済特区龍南経済発展公司案（福建省高級人民法院（1996）閩

経済終字第 41 号）

　契約類型　航海傭船〔航次租船〕契約

　本件は不安の抗弁権自体が争点をなしたわけではないが，本事例解説者

によれば不安抗弁権の問題でもあるということで，紹介しておきたい。

　事件の概要

　Ｘの主張

　ＸはＹと 1993 年７月 25 日，海上貨物輸送契約を締結。Ｙ所属の船舶甲

により，汕頭港まで貨物を運ぶ。貨物積み込み日は７月 25 日の前後５日

とする。運賃は71万元。Ｘは契約締結時に運賃の65％を手付として支払う。

また滞納保証金として 15.4 万元をあらかじめ支払う。７月 16 日，Ｘの代

理人某公司は電報為替で 55 万元を支払う。Ｙは，Ｘのたびたびの催促に

もかかわらず，期日通り船舶を港に派遣して貨物を積み込もうとしなかっ

た。そこでＸはＹの違約行為に対して違約責任を負うべきである。

　Ｙの抗弁

　契約の紛糾が生じてからＸが訴訟を提起するまでにすでに２年２カ月が

経過している。しかも，この間，訴訟時効中断の事由は発生していない。

したがって，Ｘの訴えは訴訟時効期間を過ぎているので，訴えを棄却すべ

きである。また，Ｙが約定の日時に積み込みをしなかったのは，Ｘの商品

仕入れ先が期待できないことを知り，Ｘに商品仕入れ先の保証を求めたが，

Ｘは故意に返事をしなかったという状況のもとで，損失の拡大を防ぐため

に約定の期日どおり船舶を港に派遣しなかったのである。従って，Ｘの違

約が先にある。

　裁判所の判断

　本件に関するアモイ海事法院の判決は，訴訟時効の問題だけを理由とし
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て，原告請求棄却の判決を下した。ただ，本件についての解説者（氏名不

詳）は，上記下線部についても，不安抗弁権行使が認められる事例に相当

すると述べているので，その箇所を再録しておきたい。

　「伝統的民法理論によれば，不安抗弁権発生……の目的は，事情変更に

より一方当事者が不利な結果を受けるのを防ぐことにある。伝統的民法理

論によれば，その要件として，相手方の財産状況の悪化，給付困難の虞を

あげてきたが……渉外経済契約法は，もはや不安抗弁権行使の条件を相手

方の財産の減少に極限せず，当事者の一方に，相手方が契約を履行できな

いことを証明できさえすれば，契約の履行ができないことの原因が何であ

れ，不安抗弁権が認められるとした。相手方が十分な保証をなした場合は，

履行しなければならない。もし相手方が十分な保証を提供できないときは，

契約の履行を中止する権利がある。本案についていえば，（国内企業間で

の契約であるので―小口補）渉外経済契約法は適用できないが，本案の当

事者の不安抗弁権の行使が正しいのかどうかを確定するうえでの法理上の

参考となる。

　本案のＹはＸが運送契約を履行できないことの確実な証拠を掌握した後

で，Ｘに品物の仕入れ元［貨源］の保証を要求し，Ｘの保証を得るまでは，

船舶の派遣を拒んだ。それはＹが合理的に不安抗弁権を行使したものと見

なければならない。……Ｘが貨源を準備することができない状況のもとで，

もしＹが契約どおりの時期に船舶を派遣すれば，Ｙの船舶派遣行為は実際

上損失を拡大させることになる。その新たな損失は誰が負担するのか。我

が国の経済契約法によれば，当事者の新たな損失の拡大は，自らが責任を

負わなければならないことになっている。これは明らかに被告にとり公平

を失する。従って，Ｙが損失の拡大を免れるために船舶の派遣を拒むのは，

運送人として情理に適ったことであり，法の保護を受けるべきである。

……不安抗弁権の海上輸送契約の中での行使は，立法論上も，また司法実

践上も先例がなく……今後ともさらなる検証が必要である。」
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2　塩城市第二生産資料総公司案（江蘇省南京市大廠区人民法院（1998）

大経初字第 288 号）

　契約類型　売買契約

　事件の概要

　Ｘの主張

　ＸはＹ１に代金 90 万元を支払い，Ｙ１はＸに複合肥料 2000 トンを引き

渡すことを約定。しかしＹ１は 1076.55 トンを引き渡すのみで，未だ品物

全部の引渡義務を履行しなかった。Ｙ１はＹ２の支部機関である。ＸはＹ１

に対して，目的物を引き渡すことができなかったことについて，違約金

41,800 元と損失賠償 5,000 元の支払を求め，併せてＹ２に対して連帯責任

を負うように求める。

　Ｙ１の抗弁

　Ｙ１はＸの代金支払に基づいて品物を引き渡す。Ｙ１が全部の品物を引

き渡していないのは，Ｘの商業信用が良くなく，契約履行能力がなく，且

つ担保の提供を拒絶しているからである。Ｙ１が契約履行を中止している

のは，違約を構成しない。併せて契約解除を要求する。

　Ｙ２の抗弁

　Ｙ１は不安抗弁権を正当に行使している。Ｘは担保を提供しておらず，

契約は解除すべきである。

　裁判所の判断

　①Ｙ１が先履行義務者である。Ｘの工商年度検査資料［年検材料］は，

Ｘの財産状況が著しく悪化し，契約の代金支払義務の履行が困難であるこ

とを証明している。且つ証言によれば，Ｘの商業信用には重大な欠陥が存

在する。Ｙ１は契約締結後に，Ｘにこのような問題があることが分かり，

契約の品物提供期がまだ到来しない状況のもとで，先に契約を中止し，Ｘ

に契約履行のために担保を提供するよう求めた。これは，自己の合法的権

益を保全する一種の補助手段をなす。この補助手段は不安抗弁権制度が規
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定する不安抗弁権である。Ｙ１の不安抗弁権の行使は，不安抗弁権制度の

不安抗弁権行使に関する条件に符合する。

　②わが国の民法通則や経済契約法には不安抗弁権に関する法律上の規定

はないが，司法実践では，不安抗弁権の行使を支持し，保護すべきである。

民法の基本原則は不安抗弁権制度の法律的基礎をなす。わが国の民法通則

第４条は，民事活動につき自願，公平，等価有償，誠実信用原則に従うべ

きことを規定している。不安抗弁権制度はこの原則の具体的表れである。

不安抗弁権制度を設ける目的は，当事者間の利益の均衡をはかり，一方が

先に給付するも，相手方の反対給付を得ることができないという結果の発

生を避け，公平原則を維持するためである。……わが国の立法工作が停滞

し，不安抗弁権制度に関する法律規定はまだ存在しないが，司法実践にお

いては，不安抗弁権の行使を保護すべきである。

　③Ｙ１は契約解除を要求している。不安抗弁権制度では，後履行義務者

が契約義務を履行するために担保を提供しない状況のもとで，先履行義務

者は契約を解除する権利を有する。Ｘが契約を履行するために担保を提供

しないということを明示する状況のもとで，Ｙ１には不安抗弁権がすでに

実際に成立し，当然，契約を解除する権利を有する。

（２）契約法典制定後

　先ず，その重要性からして，最高人民法院において不安抗弁権の行使を

認めた裁判例から紹介しておきたい。

3　甲市経済貿易学校案（最高人民法院の判決日時，判決番号不詳）

　本件は判決年次不詳であるが，第一審の河北省高級人民法院の判決が

2008 年であることに鑑み，以下の 4 の最高人民法院判決より先に掲げる

ことにする。

　契約類型　投資合作契約

　事件の概要
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　Ｘ１Ｘ２の主張

　2004 年８月 26 日，Ｘ１Ｘ２とＹは投資して「甲市対外経済貿易学校」建

設の契約を締結し，さらに 2005 年１月 30 日，投資して甲市対外経済貿易

学校学生寮，学生食堂建設の契約を締結した。2007 年５月，甲市委員会

等は大衆の実名の告発により，Ｘ１Ｘ２に調査を命じた。その調査の結果，

Ｙの代表人ＡがＸ１Ｘ２に提供した企業情報資料は真実からほど遠く，そ

の情報によりＸ１Ｘ２の信用を得ようとした。しかもＹは出資と契約履行

の能力を具備せず，学校建設の順調な進行に重大な影響を与え，合作継続

の基礎をすでに喪失している。それは勢い国家と社会の利益に重大な損失

を与えるものであり，契約法 52 条の規定に違反し，無効である。

　Ｙの抗弁

　Ｘ１Ｘ２による，Ｙの情報資料は真実でないとの主張は，それを証明す

る証拠がない。Ｙは出資と契約履行能力を具備しないとの主張は，根拠が

なく，国家，社会の利益に重大な損失をもたらすとの主張も，根拠がない。

Ｘ１Ｘ２が契約を無効にしようとしている真相は，Ｙをして学校建設にか

かわらせたくない事情が生じたからである。Ｘ１Ｘ２の契約無効の主張は

事実の基礎を欠く。

　Ｘ２の再抗弁

　Ｙの代表者ＡがＸ２に虚偽の情報を提供し，事実の真相を隠し，契約履

行の資格と能力を具えていないことを覆い隠した。公章を私刻し，天津市

衛生局が公布した証書類を偽造し，商業信用を喪失した。契約法 69 条の

不安抗弁権の規定により，催告義務を履行した。

　一審裁判所の判断

　Ａ及びＹに対する告発をなしたＢの証言につき，Ｂは出廷せず，当該証

拠材料の真実性を認定できない。仮にＹにＢが告発したような事由があっ

たとしても，Ｘ１Ｘ２はこれを理由にＹとの合作契約を解除することはで

きない。Ｘ１Ｘ２は不安抗弁権を行使できるだけで，先ず双方の契約の履
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行を中止し，Ｙによる担保の提供を求める。もしＹが確かに契約の履行能

力を有していない場合にはじめて契約を解除できる。Ｘ１Ｘ２はＹが双方

で締結した合作契約を履行できないことを証明する確実な証拠がないのに

ただちに契約を解除するのは契約法の関連規定に違反し，違約を構成する。

　以上の判決から分かるように，ＸにはＹが合作契約を履行できないこと

の証明ができていないことを理由に，不安抗弁権の行使を否定した。

　二審裁判所の判断

　契約締結後，Ｙの株主Ｂが甲市紀律委員会にＡ及びＹを告発し，Ｘ１Ｘ２

はＹの契約履行能力に疑いをもつに至った。2006 年以来，Ｘ１Ｘ２はＹに

対して契約の修正を主張し，Ｙに対して現金方式をとるように要求し，学

校建設にフルターンキー方式（原物一括受注引渡方式）［鈅匙引渡方式］

をとらないことを要求した。2006 年６月 15 日，甲市対外経済貿易学校建

設処はＹに手紙を出し，経済的目的から学校関係者にあてがうことを目的

として作られた住宅を勝手に外部者に売却するのではとのＹに対する懸念

を示し，しばしばＹに金員を出すように催促するもそれが果たされない状

況のもと，Ｘ１Ｘ２は 2007 年７月 20 日に原契約をもはや履行しないこと

を要求し，Ａに対して自らが作成した契約文本を送り，Ｙが一括して建設

資金を投資するように希望した。Ｙは返信の中で，投資して建設する本プ

ロジェクトを反担保とすることを表明した。Ｘ１Ｘ２は，Ｙが提起した反

担保，合作二重チェック，実行資金を何回かに分ける［資金分批次到位］

等の条件にはいかなる意義もなく，信用できず，受け入れることのできな

い危険であると判断した。ＹはまたＸ１Ｘ２に書簡を出し，Ｙの株主が本

プロジェクト建設を保証する銀行保函 letter�of�guarantee を出す用意があ

ると述べた。しかし，Ｘ１Ｘ２はＹの提起した意見の理由は十分でなく，「契

約内容の修正を相談する必要性はない」と判断した。この後，Ｙはまた適

切な担保を提供しなかった。契約法の不安抗弁権に関する規定にもとづき，

Ｘ１Ｘ２が履行義務を中止した後で，Ｙは合理的期間内に適切な担保を提
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供せず，Ｘ１Ｘ２は契約を解除する権利を有する。

　

　上記の二審裁判所で言う「不安抗弁権に関する規定」とは具体的にはど

の事由を指すか不明であるが，Ｘ２が再抗弁の中で「商業信用を喪失」し

たことを挙げていることを見ると，68 条３号を想定してのことと思われ

る。

4　黒竜江省首鋼慶華工具廠案（最高人民法院民事判決書（2001）民二

終字第 32 号）

　契約の類型　継続的借款契約

　事件の概要

　Ｙ１はＸに口座を有する単位。1986 年から本案契約締結の 1997 年８月

31 日までに継続して 200 余の借款契約があり，そのうち 74 口［筆］分，

8773 万元が未払いである。そのうち，ＸとＹ１，Ｙ２が 1994 年５月 30 日

に締結した流動資金借款契約の約定によれば，Ｙ１はＸより 8000 万元を

借り，その返済期限は 1994 年５月 30 日から 1996 年５月 30 日までとする，

Ｙ２はＹ１の保証人となるというものである。その後，Ｘは当該契約により

Ｙ１に９口分，1354 万元を貸し付けた。

　1997 年 9 月 1 日，Ｙ１とＸはまた借款契約を締結し，その内容は，Ｙ１

はＸに対して技術改善のための貸付［技改貸款］，流動資金貸付合計 9800

万元を申請し，それにより設備，原料購入にあてる，借款期限は 1986 年

８月 30 日から 1997 年 12 月 31 日までとする，Ｙ１は当該期限内に全額を

弁済する，当該契約においてＸの認める担保人が保証または（及び）抵当

の方式で担保を提供する，というものである。同日，ＸはＹ２と根抵当保

証契約を締結。契約締結後，Ｙ１は同年 11 月 18 日と 26 日に，Ｘに 15 万

元と 480 万元の借用書を提出。それに基づきＸはＹ１に 495 万元を貸し付

ける。両筆の借款契約が期限到来するも，Ｙ１は返済せず。1986 年８月

30 日から 1997 年 12 月 31 日までの累積未払い額は 9268 万元，累積利息
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は 38,338,383.51 元にのぼった。1997 年５月 20 日，ＸはＹ１に対して 66 筆

分 7855 万元の支払を請求するも未返済のため 1998 年４月 16 日，訴訟を

提起し，9268 万元の元本と利息の支払及びＹ２の連帯責任を求めた。

　一審裁判所の判断

　ＸとＹ１Ｙ２が 1994 年５月 30 日，1997 年９月１日に締結した 8000 万元

と 9800 万元の借款契約と担保契約は有効で，1994 年 5 月 30 日の 8000 万

元の担保借款契約締結後，Ｙ１Ｙ２は債務を履行していない。当該契約の

約定の貸付期間内にＸはＹ１に対して９筆の貸付を行い，その中の前３筆

合計 806 万元の返済期日はいずれも当該契約の約定の貸付期限内にある。

しかし，期日到来後もＹ１は返済せず，違約が先にある。契約の約定に基

づいてＸにはあらかじめ貸付金を回収する［提前収回貸款］する権利及び

不安抗弁権を得る権利を有する。故に，Ｘが当該契約の約定どおりに貸し

付けなかったのは違約を構成しない。以上を踏まえて，①Ｙ１は 9268 万元，

利息 38,338 元を支払え，②Ｙ２は 9800 万元につき連帯責任を負え，との

判決を下した。

　Ｙは，上訴し，Ｘは新契約法実施前にあっては不安抗弁権を有さず，し

たがって違約金を支払えと主張した。

　二審裁判所の判断

　原審が，Ｘが不安抗弁権を取得してその余の貸付を行わなかったのは違

約を構成しないと判示したのは正しい。

　本案について付言すれば，以上の裁判所の判断中，一審の下線部は，前

の期の未履行を理由に次期の履行を拒んだのは不安抗弁権の行使に該当し

違約を構成しないと判示したものである。裁判例によっては，こうしたケー

スにおいて同時履行の抗弁を認定した例も存する。例えば北京市同偉方園
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陶瓷商貿中心案（北京市海淀区人民法院（2007）海民初字第 1839 号）は

その一例である（4）。

5　張性田案（河南省高級人民法院民事判決書（2009）豫法民再字第

015 号）

　契約類型　房屋予約売買契約

　本件は一審のみ，Ｘによる不安抗弁権行使を認めた事例である。

　事件の概要

　Ｘの主張

　2002 年１月 28 日，ＹはＸと房屋売買契約を締結。その内容は，売買代

金は 500 万元で，Ｘは契約締結後 5 日以内に 60 万元を，2002 年 3 月末ま

でに 150 万元を支払い，ＹはＸに国家建設部の規定する関連文書を提供す

る，というものである。しかし，2002 年３月 16 日にＹがＸに与えた土地

使用権証，計画用地許可証，計画許可証はいずれもＡの開発会社のもので，

Ｙのものではなく，しかも約定どおりに計画用地面積を買い上げておらず，

また，商品房予約販売許可証を作成していない。Ｙはその後，Ｘが購入し

た営業ビル２層分の箇所を他人に売却しており，違約を構成する。以上に

より，①合法的な販売手続を進め，買い上げ面積の不足に合わせて価格を

15％程度引き下げ，契約を継続すること，②１ヵ月以内に法定の要求どお

りに契約を履行できないときは，義務の不履行と販売契約における詐欺に

より，手付の２倍返しと損害賠償 120 万元を支払うことを求める。

　Ｙの抗弁

　Ｘの違約により契約は終了した。契約締結後，Ｘは 2002 年１月 31 日に

60 万元を支払ったのみである。Ｘが約定どおりに代金を支払わなかった

ので，契約を終了する。契約は無効で，契約双方当事者に過失があり，双

方が過失責任を負うべきである。Ｘが契約を解除したことによって手付の

（４）�　拙稿「中国における同時・先履行の抗弁権の基礎的研究」比較法学 48 巻１号，
64 ～ 66 頁。
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2 倍返しは存在しない。

　一審裁判所の判断

　ＸはＹに対して第１期分の代金 60 万元を手付に変更した。Ｘは 2002 年

３月 16 日になってはじめてＹの開発プロジェクト手続が実際の状況に合

致しないことを知り，そうした状況のもとでＹが不動産処理手続を行う能

力を喪失する可能性のあることを信ずる理由がある。Ｘが不安抗弁権を行

使して第２期分の支払いを拒んだのは不当でない。しかるに，この時，Ｙ

が当該ビルを賃貸に出そうとしたが，これは継続履行をしないことを表明

したもので，従って双方が売買契約を締結しなかった原因はＹにある。本

案は予約契約であり，双方は正式に商品房売買契約を締結していない。Ｙ

が当該房を他人に賃貸したことにより，双方の予約売買契約には重大な変

化が生じた。Ｙの契約義務は履行不能で，手付の２倍返しと契約解除を命

ずる。

　二審裁判所の判断

　本件の鍵は，いずれが先に契約義務を履行しなかったかにある。ＸはＹ

の承諾を信用せず，約定の第２期目の代金支払期間に，150 万元を支払わ

ず，実際の行動をもって契約をもはや履行しないことの意思を表明した（つ

まり二審は不安の抗弁権を認めなかった―小口補）。ＹはＸの契約義務不

履行の状況のもとで，Ｘが契約で購入した房屋を他人に租賃しようとして，

双方で紛糾することとなった。その主原因は，双方で約定した，Ｙが関連

文書を提供する時期が不明確で，それによりＸの誤解と懸念を招き，契約

の停止に至った。故に本案の紛糾は双方ともに契約締結上の過失責任があ

り，一審の手付部分の判決を変更し，ＹはＸに手付金 60 万元と利息を支

払うことを命ずる。

　再審の判断
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　この二審判決に対して最高人民検察院は抗訴を提起し，再審を求めた。

その理由は，二審がＸの誤解を招いたとの法律適用に誤りがあるというも

のであった。そこで河南省高級人民法院は，再審を行い，Ｙは商品房販売

許可証を取得しておらず，従って本来無効であり，そのことにつき双方に

過失があり，契約法 58 条の契約無効・取消の法的効果に関する規定によ

り双方過失を認定する。二審判決の法律適用は不当であるが，処理結果は

適切であるとして二審判決を維持した。

6　呉某等案（広東省深圳市中級人民法院民事判決書（2010）深中法民

五終字第 1863 号）

　契約の類型　房屋売買契約

　事件の概要

　Ｙ１Ｙ２共同所有の房屋をＸに売却する契約を締結。その内容は，価額

は 6,813,825 元で，そのうち手付は 20 万元で，契約締結当日に５万元，締

結後４日以内に 15 万元を支払い，手付以外の金額 6,613,825 元は一括して

支払う，というものであった。その後，Ｘは，Ｙ１Ｙ２が案外人Ａと当該

房屋の売買契約を締結しているとして，手付金の返還と，手付金の２倍の

金額を損害賠償として支払うことを請求した。これに対して，Ｙ１Ｙ２は，

Ｘが期日どおりに残額代金を支払わなかったことは違約を構成するとし

て，20 万元の違約金の支払いを求めた。

　一審判決

　Ｙ１Ｙ２は，契約締結時Ｘが当該房屋の二重譲渡をすでに知っていたと

主張するが，その証明はなされず，ＸはＹ１Ｙ２に手付を払った後ではじ

めてこの二重譲渡の事実を知った。それは契約法 68 条４号の「債務履行

能力を喪失，又は喪失の可能性あるその他の事由」に該当する。Ｘがこう

した事由のもとで，約定どおりにＹ１Ｙ２に残額代金を支払わず，且つＹ１

Ｙ２がＡとの契約を解除することを要求しているのは，Ｘ自身の権益の合
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法的維持に属する。

　Ｙ１Ｙ２は上訴し，その中でＸはＹ１Ｙ２に対して代金支払義務の履行の

中止又は担保の提供の要求の意思表示をしておらず，従って不安抗弁権の

構成要件に該当しないと主張した。

　二審判決

　Ｘが当該房屋につき二重売買の事由が存することを知った後，約定どお

りに残額を支払わなかったのは，不安抗弁権の行使に該当する。Ｘは違約

を構成しない。

7　上海ＸＸ実業有限公司案（上海市奉賢区人民法院民事判決書（2011）

奉民二（商）初字第 201 号）

　契約類型　売買契約

　事件の概要

　Ｘの主張

　ＸとＹは 2010 年６月８日，鋼材売買契約を締結。その内容は，ＸはＹ

に総量 1200 トンの鋼材を販売する，もしＹがそれを下回って購入すると

きは，Ｙはトン当たり 180 元の補償金を支払う，というものである。契約

締結後，ＸはＹに 937.582 トンを提供，その総額は 3,465,530.06 元であるが，

Ｙは 414,000 元を支払うのみで，残額は未払いである。ＸはＹに対して，

①直ちに残額を支払え，②Ｙは需給不足によりＸに 47,235.24 元の損失賠

償をせよ，③違約金 1,548,558.06 元を支払え，④Ｙ２は出資不足 540 万元

の範囲内で連帯責任を負うこと，を求める。

　Ｙ１Ｙ２の抗弁

　Ｘは取引過程において不誠実であり，Ｙ２を誘って売買契約に署名させ

たのは詐欺を構成する。約定によればＸが提供する鋼材の数量は一件当り

で計算し［以件計］，理論上の重量により計算する［按理論重量計算］。し



16 比較法学 48 巻 2 号

かし，Ｘは取引の過程において毎件の螺紋鋼の中から一部の鋼材を抽出し，

実際の重量が商品標識より不足することになった。その行為は商業信用を

喪失させる詐欺行為に属し，故にＹ１Ｙ２は代金支払につき不安抗弁権を

行使する。

　裁判所の判断

　Ｙの不安抗弁権行使主張の問題について。68 条 3 号は商業信用喪失事

由を規定する。本案でＸがＹに螺文鋼を売却したとき，一部鋼材を抽出し，

重量に不足を来した。この行為は誠実信用原則の重大な違反であり，商業

信用を喪失させる詐欺行為に該当する。したがってＹは不安抗弁権を主張

できる。但し，不安抗弁権主張の前提として確実な証拠が示されなければ

ならない。従って，Ｙ１Ｙ２は 2010 年 10 月８日以来の件について不安抗

弁権を主張できる。

8　莱力嘉洋有限公司案（福建省高級人民法院民事判決書（2005）閩民

終字第 514 号）

　契約類型　商標許可使用契約

　一審のみ不安抗弁権を認める。

　事件の概要

　2002 年６月 11 日，ＸとＹは BHPC ブランド授権契約を締結。ＹはＸに

ブランド品の皮具と皮帯類産品の中国大陸での総販売店資格を授与，契約

締結後にＸはＹに権利金 90 万元を支払った。その後，Ｘは約定に基づき

BHPC 産品の生産と販売のネットワークを組織。2002 年７月９日，Ｘは

突然北京の金之橋特許事務所からの書簡を受け取り，その中で美佳公司

（Ａ）がＹと 2001 年３月 26 日～ 2005 年６月 30 日の期間の授権契約を締

結していること，そしてＹが一方的にＡとの契約を解除したのは違約を構

成し無効であるとして，ＡはＹを相手どって 2002 年７月３日に北京市第

一中級法院に訴えたこと，この訴訟は北京市高級法院で終審判決が下され，
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Ｙの一方的契約解除によるＡへの損失賠償と，Ａとの授権契約終了が命じ

られたことを告げられた。ＸはそうしたＹとＡの訴訟の後，本訴訟により

ＹはＸとの授権契約が履行できなくなる可能性があるとして，不安抗弁権

を理由にＹとの契約を中止した（Ｘの請求は明確には記されていないが，

後の文脈からすると，契約の解除を請求したものと思われる―小口補）。

　一審裁判所の判断

　Ｘは，ＹとＡの訴訟後，当該訴訟がＸとの BHPC ブランドの授権契約

を履行不能とすることを理由に不安抗弁権を行使してＹとの授権契約の履

行を中止したのは合法である。本授権契約は解除し，あわせてＹはＸに権

利金 90 万元を返還せよ。

　これに対するＹの上訴理由

　本案には不安抗弁権行使事由は存在しない。Ｘの契約義務履行中止は違

約を構成し，Ｘは不安抗弁権行使の主体的資格を具備していない。すなわ

ちＹはすでに契約義務を履行し，Ｘは基本的に先履行者ではなく，不安抗

弁権は行使できない。

　二審判決

　ＹとＡとの訴訟はまだ終わっていなかったが，Ｘは最初の商標使用費（権

利金）を払った後，BHPC の商標を使用しており，従ってＸの 90 万元の

商標使用費（権利金）の返還請求は法的根拠がない。2003 年３月分以後

については，Ｘは BHPC の商標を使用した証拠がないので，Ｙの，この

後半分の商標使用費の全額支払い請求は法的根拠がない。一審の，ＸとＹ

との授権契約解除の判決は支持するが，ＹはＸに権利金 90 万元を返還せ

よとの判決は取り消す。

　以上のように本案は一審のみが不安抗弁権の行使を認めた事例である
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が，この判断は頗る疑問である。本案での権利金とは商標使用料のことで

あるとすると，不安抗弁権の行使が問題となり得るのは，権利金をＸがま

だ支払っていない場合のことであり，従って，一審がすでに支払い済みの

権利金 90 万元の返還を命じていることからすると，不安抗弁権の事例に

は当たらない。

9　BALANCE INDUSTR Ｙ CO.LTD（柏蘭斯株式会社）案（淅江省高

級人民法院（2011）淅商外終字第 11 号）

　契約類型　国際貨物売買契約

　事件の概要

　ＹはＸから韓国の廃紙を購入する契約を締結。その最初の 10000 トンの

廃紙につき，Ｘの引渡目的物の水分が不合格の基準を著しく超過し，Ｙに

58.461 万ドルの損失を与えた。そこで，品質についての異議と，損害賠償

を求めた。その後，いまだＸの目的物に合理的回復が見られず，そのため

ＹはＸの契約履行能力に不安を感じ，Ｘの商業信用に重大な欠陥があると

して，当該契約の履行を中止した。それに対して，ＸはＹの根本違約を理

由として損害賠償を求めた。

　一審裁判所の判断

　先履行側に不安抗弁権を付与するのは，契約当事者の利益の均衡をはか

るためである。中国契約法 69 条は通知義務を課しているが，契約履行中

止の通知は書面形式には限られない。ＹがＸに伝えた本契約履行中止の意

思は探知され得たので，不安抗弁権の行使は認められる。

　二審

　本案は継続的廃紙売買取引［多次廃紙売買交易］である。2008 年２月

28 日に締結した契約と，2008 年４月３日に締結した契約はいずれも韓国

の廃紙 10000 トンである。2008 年２月 28 日に締結した契約の目的物は品
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質が基準に著しく符合せず，これにつきＹは交渉を重ねるも不調に終わり，

そこで中国国際経済貿易仲裁委員会の仲裁にかけた。同仲裁は，Ｘの提供

した目的物の水分は最低値が 34％に達し，Ｘに 471,599.95 ドルの賠償を

命じた。この二個の契約の履行状況からすると，その後の契約の履行にあ

たっても，同型号の廃紙につき類似の問題が発生することを信ずるに足り

る理由がある。すなわち契約基準に符合する目的物の引渡能力に重大な欠

陥があり，Ｙには，Ｘの履行能力が回復するか，Ｘが担保を提供するまで

契約の履行を中止する権利がある。

10　華能亭址熱電廠案（淅江省寧波市鎮海区人民法院（判決番号不明）

2000 年 6 月 13 日判決）

　契約の類型　継続的売買契約

　事件の概要

　Ｘ（買主）とＹ（売主）は石炭売買契約を締結。その内容は，Ｙは

2000 年４月，５月，６月の各月 2 度ずつＸに石炭合計 3500 トンを引渡す，

代金はトン当たり 237 香港ドルとするというものである。４月８日，Ｙは

天津港より 17268 トンを積んで出港。４月 10 日，目的地の港に到達，手

続に際してＸはＹから荷受人を変更したことを告げられた。ＹはＸに書簡

を出し，Ｘが求める石炭は自ら使用するためでなく，ばら売り［零售］を

意図していることが疑われ，代金支払上の危険が拡大しているとして，そ

のため代金全額の一括払いか，それに相当する担保の提供を求めた。それ

に対して，Ｘは，訴訟前の保全措置を申請し，併せて 2000 年４月 25 日，

訴訟を提起し，その中でＹは不安抗弁権を乱用しているとして，訴訟前の

保全金の価額 195 万に相当する 8200 トンをＹはＸに引き渡すように求め

る訴えを提起した。

　裁判所の判断

　Ｙは契約履行過程において，Ｘの側にその負債経営を隠すという実際の
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状況の存することを発見し，もし履行を継続すれば，反対給付不能の危険

があり，代金支払を準備できるか，担保を提供してはじめて履行を継続で

きるとして，契約の履行を中止した。しかし，Ｘは履行能力を回復せず，

且つ担保を提供せず，そのため目的物引渡義務の履行を中止し，且つＸの

経営状況の重大な悪化の証明があり，Ｙの不安抗弁権の理由は成立する。

　上記の裁判所の判断につき，【評析】によれば，法院内部に不安抗弁権

行使を否定する議論が存在したという。それは，Ｘの経営状況の悪化は売

買契約締結後ではないので，不安抗弁権行使の要件に該当せず，従って詐

欺を理由とする取消判決を下すべきであるというものであった。しかし，

裁判所が不安抗弁権の行使を認めたことは，不安抗弁権行使の事由が契約

締結後発生することを要件とはしていないことを判示していると，本件の

解説者は述べているようである。因みに，不安抗弁権の行使は契約締結後

に抗弁事由が出来することを条件とするというのが，中国での通説である

が，韓世遠教授は，契約締結前に存在した不安抗弁事由が顕在化した場合

も 68 条の適用対象となると説く。この説によれば，詐欺，重大な誤解に

よる契約の取消と不安抗弁権の行使による履行中断，さらには解除のいず

れかを選択できることになる（5）

11　宜賓三立砿物有限公司案（四川省宜賓県人民法院（1999）宜賓経

初字第 799 号

　契約類型　売買契約

　事件の概要

　Ｘ（買主）の主張

　1999 年８月 28 日，Ｙと売買契約を締結。その内容は，ＹはＸに価額

215,750 元の電線を引渡し，引渡時期は８月 31 日とし，目的物験収後 3 日

（５）�　中国契約法研究会，前掲注（2）報告書，89 ～ 90 頁。
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以内には代金を支払うというものである。しかし，Ｙは目的物の引渡を拒

んだので，Ｙに予め納めていた 2 万元をＸに返還せよ。

　Ｙの抗弁

　８月 31 日，Ｙは目的物を目的地まで運んだが，Ｙは，Ｘには自前の倉

庫もなく，また電線ケーブルの経営権もないことが分かった。Ｘには契約

履行能力がないことを疑い，先に履行することを拒み，同時に履行する［銭

貨両清］ことを要求。Ｘがそれを拒んだので，目的物を持ち帰った。

　裁判所の判断

　Ｙが，Ｘに契約の履行能力喪失の可能性あるとして同時履行［銭貨両清］

を要求したのは，自己の財産の安全を保護するために不安抗弁権を行使し

たものである（その事由として 68 条４号を掲げている―小口補）。９月３

日になってもＸは代金を完済できず，Ｙは目的物を持ち帰り，相手方が履

行（能力）を回復せず，また担保を提供せず，Ｙが契約の履行を終了した

のは合法である。本案はＸの違約に属す。以上にもとづき，①契約は終了，

②ＹはＸに予め納めていた２万元を返還せよ，③ＸはＹに違約金 21,000

元を支払え，との判決を下す。

12　黄某等案（湖南省長沙市中級人民法院民事判決書（2011）長中民

二終字第 0478 号）

　契約類型　民間貸借（借款）契約

　事件の概要

　Ｙ３はＸと借款契約を締結。約定の内容は，Ｙ３はＸより１千万元を借り，

それを流動資金に使用する，Ｙ１とＹ２はその連帯責任を負う，また，Ｙ３

は某地及びＹ３の 51％の株式を抵当に付す，というものであった。Ｘは

2009 年 10 月 20 日に，250 万元を貸し付けるも，Ｙ３は土地抵当登記をせず，

また 51％の株式の質権設定手続をしなかった。その後，ＸはＹ３に対する

借款を中止した。
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　一審裁判所の判断

　Ｙ３はＸと契約を締結するも，某地の抵当権登記を行わなかった。物権

法の関連規定（180 条，187 条）によれば，抵当登記をしない限り，当該

抵当権は成立しない。また，51％の株式の担保については，株式は必ず質

形式で担保しなければならない。本案においては，Ｙ３は 51％の株式の質

権設定手続をせず，従って質権は未成立である。以上からして，Ｙ３は約

定に基づいていかなる担保もＸに提供しておらず，Ｘの合法的権益を害っ

ている。Ｘは，Ｙ３が債務履行能力を喪失する事由があると判断して履行

を中止したが，それは 68 条１項４号に基づく不安抗弁権の行使であり，

違約を構成しない。以上に基づき，①契約の終了，②Ｙ３はＸに 250 万元

を返還し，利息を支払うことを判示する。

　二審裁判所の判断

　原審を維持する。

13　湖南某某電器有限公司案（湖南省長沙市芙蓉区人民法院民事判決

書（2009）芙民初字第 2756 号）

　契約の類型　租賃契約

　事件の概要

　Ｘ（貸主）の主張

　ＸはＡと商品房租賃契約を締結。その後，ＸはＹと場地租賃契約を締結。

しかし，Ｙは租金とビルメンテナンス費の支払を拒絶。そのＹの行為は重

大な違約を構成するので，契約を解除し，違約金の支払い等を求める。

　Ｙの抗弁

　Ｘは房屋をＹに引き渡した後，Ｙはそれを賓館用に改修にかかったが，

そのさい賓館営業のために房産局に営業許可証等を申請した。そこで，房

産局は房屋の所有者であるＡの法人資格証等の書類の提出を求めた。しか
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し，この房屋の所有者のＡは，Ｙが当該房屋の用途を改変したことを理由

に，房産局へ提出する申請表に署名することを拒否したため，正常な合法

的経営を行うことができなくなった。しかも，ＡはＸとの租賃契約の解除

を裁判所に求めている。以上のような事由から，不安抗弁権を行使したの

であり，租金の支払拒否等は違約を構成しない。

　裁判所の判断

　Ｘは租金の支払を催促するも，Ｙには租金支払いを停止する十分な理由

がある。Ｙは房屋所有者Ａが当該房屋の転租関係を明確に否定しているの

で，Ｘは転租関係の認可をＡから得られない。そのため，Ｙの賓館開設の

契約目的は実現不能となった。ＹはしばしばＸと協議するも不調に終わり，

そのため一時的に租金の支払を拒んだ。その行為は不安抗弁権の法定条件

（68 条４号が引用されている―小口補）を具備し，且つ速やかに通知義務

を履行しており，Ｙの不安抗弁権は法的保護を受ける。Ｙの行為は違約を

構成しない。

14　上海紅緑登汽車服務有限公司案

　契約の類型　請負［承包］契約

　一審　上海市宝山区人民法院民事判決書（2007）宝民二（商）初字第

1511 号

　二審　上海市第二中級人民法院民事判決書（2009）瀘二中民三（商）終

字第 360 号

　事件の概要

　2006 年４月 18 日，Ｘ（発注者）はＹ１と請負契約を締結。その内容は，

Ｙ１はＸの経営を請け負って車輛維修業務を行うというものである。契約

締結後，Ｙ１はＸに 10 万元の保険保証金を支払い，Ｘは４月 30 日に，Ｙ１

に会社業務専用証を含む印章を引き渡し，併せて５月１日生産設備等の物
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品を引き渡した。Ｙ１は経営場所を引き渡された後，2006 年５月 13 日か

ら６月 17 日にかけて，対外的に関連施行契約を締結した。５月 18 日，Ｙ１

はＸに第一筆の請負費 14 万元を支払ったが，設備の減価償却費［折旧費］

は払っていない。請負経営過程において，Ｙ１は六度にわたってＸに 28

万元の請負費を支払った。この間，Ｘは 2007 年５月９日にＹ１に告知書

を出し，４月 30 日までに支払うべきであった 14 万元の請負費及び設備原

価償却費の支払を催促し，Ｙ１は同月 11 日及び 14 日にそれぞれ 10 万元

と４万元の請負費を支払ったが，設備の減価償却費の件については認めず，

Ｘとの協議を求めた。しかし，双方の協議は不調に終わった。上記の二度

にわたる代金支払の過程において，Ｙ１の請負費の支払は期日に遅れては

いるが，いずれもＸの催促から 15 日以内に支払っており，ＸはＹ１の請

負費支払いの後，異議を提起していないので，それはＹ１の請負経営の継

続を認めたことを意味する。

　2006 年 11 月 24 日，ＸがＹ１に引き渡して使用させている経営場所の所

有者Ａが訴訟を提起し，ＡとＸの間での租賃契約の解除を求め，Ｘに対し

て原状回復したうえでの返還を下すよう求めた。2007 年 11 月５日，一審

判決が下され，Ａの訴えを認めた。Ｘはこの判決を不服として上海市第二

中級法院に上訴したが，一審判決を維持したので，再審を上海高級人民法

院に求めた。上海高級法院はそれを受理し，現在審理中である。

　このような訴訟進行過程において，Ｙ１は 2007 年 10 月までに約定どお

り 2007 年 11 月から 2008 年４月までの半年間の請負費 14 万元を支払わな

ければならなかったが，期日が到来してもＹ１は未払いである。法院が 11

月５日に上記の一審判決を下した後，Ｙ１は同月 20 日にＸに通知を出し，

その中で本件と関わるＸとＡの租賃契約が解除されたことに基づき，上記

請負費支払いの契約義務の履行を中止し，当該租賃契約の判決が確定する

のを待ってから支払いを再開することを述べた。この通知にＸは同意せず，

Ｙ１に催促するも，支払いがなされなかったので，Ｘは本件訴訟を提起し

た。
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　一審裁判所の判断

　当事者が相互に給付義務を負う双務契約の履行過程において，もし法律

の規定する事由が出来すれば，一方当事者は法律が付与した抗弁権を行使

して契約義務を履行しなくても，違約を構成しない。本案では，Ｙ１がＸ

に対して行使しているのは，契約履行中の不安抗弁権である。不安抗弁権

の成立要件は以下の通りである。

　①双務契約で一方当事者が先履行義務を負っていること。本件において，

Ｙ１は契約の中で請負費を先に支払うことを明確に約定している。

　②先履行当事者の債務履行期が到来していること。本件においてＹ１の

履行期は到来している。

　③先履行者は，相手方が債務履行能力を喪失するか，喪失する可能性の

ある事由を証明する証拠を有すること。本件において，ＡがＸに対して租

賃契約の解除を求めて訴えている。本法院は 2007 年 11 月５日に一審判決

を下したが，2006 年 11 月 24 日の時点では受理したばかりで，当該係争

場所の主要な使用者であるＹ１は当然そのことを知っていたはずで，その

ためＸが敗訴する可能性を完全に予期し得た。本法院はすでに一審判決を

下し，これにより，Ｙ１はＸに対して不安抗弁権を行使したが，Ｙ１はそ

の権利行使要件の証拠を確実に得ており，実質条件に符合する。

　④先履行側が履行を中止した後，速やかに相手方に通知する。本件にお

いて，Ｙ１はＡが本案のＸを訴えた租賃契約紛糾案の一審判決を知った後，

2007 年 11 月 10 日に速やかにＸに通知を出し，その中で 2007 年下半期の

請負費は判決が確定してから支払うことを明確に告知している。

　以上からして，Ｙ１はＸに対して不安抗弁権を行使する権利を有する。

　二審裁判所の判断　

　上訴人（被上訴人の誤りか）に違約行為が存したかどうかの問題につい

て。当該請負場所は上訴人ＸがＡより租賃している場所で，ＸとＡの間の
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租賃契約関係は一審法院の判決により解除され，まだ判決が確定しない状

況のもとで，Ｙ１が当該場所において引き続き経営できるかどうかにつき

疑念を抱き，Ｙ１がＸに対して請負費支払いの契約履行義務を中止したこ

とは情理に適う［在情理之中］。

　以上により原審判決を維持する。

15　富滇銀行股份有限公司昆明科技支行案（昆明市中級人民法院民事

判決書（2008）昆民四終字第 63 号）

　契約の類型　金融借款契約

　事件の概要

　Ｙ１は工貿公司（Ａ）よりビル９階のＢ座を購入。そのさい，Ｘより借款。

Ｙ 2 はその担保人。ところが，Ｙ１がＡより購入した当該Ｂ座の房屋には

Ｘの抵当権が設定されており，Ｙ１はＸが当該房屋部分の抵当権を解除し

なければ代金は無駄払いで，しかも房屋の所有権は取得できない［銭房両

空］という危険に曝されるとして，Ｘが抵当権を抹消［解除］しない限り，

Ｘへの借款支払を中止すると主張した。これに対して，ＸはＹ１の違約を

主張した。

　一審裁判所の判断

　担保法，都市房地産抵当管理法によれば，開発商（本件ではＡ）が抵当

の付いた房地産を予約販売する場合，抵当財産譲渡により得た代金は抵当

権者に予め弁済するか，供託［提存］しなければならない。抵当物に対す

るＸの抵当権はＹ１が抵当物譲渡代金を支払ったときにすでに消滅［提前

実現］し，従ってＸとＹ１Ｙ 2（保証人）の締結した家屋ローン借款契約は，

Ｙ１が家屋購入代金を支払った後，もはやＸは当該房屋に対して建設工事

中の［在建工程］抵当権を主張できず，Ｘは当該房屋の建設工事途中の抵

当登記を抹消する義務を負う。もしＸが抹消しなければ，商品房抵当登記

は手続できない。故に，当該房屋の抵当登記を抹消することはＸが房屋ロー



27中国契約法における不安抗弁権小論

ン借款契約を履行するために負うべき義務であると判断する。当該登記取

消義務は本案の房屋のローン借款契約の約定した義務に属する。もしＸが

当該房屋の抵当権を抹消しなければ，単にＹ１の房産権取得の手続ができ

ないだけでなく，Ｙ１はその購入した房屋が競売，変売される危険に直面

し，Ｙ１は購入した房屋を取得できなくなる可能性が極めて高いのと同時

に，Ｘに借款を返済しなければならないという［銭房両空］状態が出来す

る。これは明らかに公平に反する。以上からして，Ｘは抵当権抹消義務を

履行せず，そのため，Ｙ１は房屋を取得できなくなり，また［銭房両空］

の危険な状態に置かれることになる。Ｘが抵当登記を抹消するまで，Ｙ１

が借款の元本・利息返済義務の履行を中止する権利がある。

　二審裁判所の判断

　Ｘの登記取消義務とＹ１の借款元本・利息返済義務が履行上の抗弁関係

を構成するかどうかの問題について。履行抗弁権の行使の前提は双方当事

者が同一の双務契約に基づいて相互に債務を負い合うということである。

当該契約からすると，Ｘの，約定により金銭を貸し付けるという義務と，

Ｙ１の，期日通りに元本と利息を返済する義務との間に履行上の牽連関係

が存し，相互に義務を負い合う。しかし，Ｘの負っている抵当登記取消義

務はローン借款契約で約定した義務ではない。故に契約の約定からすると，

Ｙ１が負っている元本・利息返済義務とＸの抵当登記抹消義務との間には

履行上の牽連性はなく，契約の約定で相互に負い合う債務には属さない。

また，商品房売買契約においては，Ｘは契約の当事者ではなく，Ｘは房屋

所有権移転手続及び産権登記手続処理義務を負わない。従って，Ｙ１が，

所有権取得の手続がなされていないことを理由に借款の元本・利息の返済

に対抗することはできない。両者の間には履行の抗弁関係は存在しないの

で，原審判決は誤っている。
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16　胡灼釗案（広東省広州市中級人民法院民事判決書（2010）穂中法

民二終字第 1416 号）

　契約の類型　組合契約

　事件の概要

　2007 年５月 14 日，Ｙ１Ｙ２は広州市某村経済合作社（Ａ）と租賃契約を

締結。2008 年１月 22 日，Ｙ１Ｙ２はＸと，Ａより租借した地での戸外広告

掲示代理契約を締結。Ｙ１Ｙ２はＸに当該広告掲示代理を授権する。その

合作期間は 10 年で，約定によれば，Ｙ１Ｙ２が資金を投じ，Ｘは広告業務

及び広告看板［広告牌］の制作設計業務を行う。しかし，Ｘが契約業務の

履行を怠ったとして，Ｙ１Ｙ２はその業務を別人Ａに委ねたので，Ｘはそ

の違約を訴えた。

　一審裁判所の判断

　Ｙ１Ｙ２は契約履行のために巨額の資金を投入し，契約の顧客獲得［招攬］

業務履行のために必要な条件を創造したが，Ｘは資金［経済］投入がなく，

また業務遂行の資質及び人力・物力を欠いていて，基本的な営業執許可書

及び関連審査承認文書の処理さえできない。Ｘは契約義務の履行を怠り，

Ｙ１Ｙ２は損失の拡大を防ぐために別の広告業務代理人を求めたことは，

契約の関連約定に違反するが，それは，この２年来，Ｘが先に契約義務履

行を怠り，Ｙ１Ｙ２が巨額を投入しても僅かな収入も得られない状況のも

とでの自救行為であり，常理に適っている。契約法 68 条の規定により，

Ｘの全部の訴訟請求を棄却する。

　二審裁判所の判断

　Ｘが広告の顧客獲得業務に成功せず，Ｙ１Ｙ２が収益を得ることができ

なかったとしても，そのことはＹ１Ｙ２が契約の約定に違反して，広告看板

の招商工作を勝手に第三者に換えることができることにはならない。Ｙ１

Ｙ２がＸの同意を得ずに勝手に広告看板の顧客獲得工作を第三者に換えて
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おり，それは契約の約定に違反している。Ｙ１Ｙ２は違約責任を負うべき

である。

17　北京世紀春天房地産開発有限公司案（北京市第二中級人民法院民

事判決書（2011）二中民終字第 18772 号）

　契約の類型　保証契約

　事件の概要

　Ｘの主張

　2003 年 10 月８日，ＸとＹは商品房売買契約を締結。その価額は 2,349,134

元，Ｙはローン借款の支払方式でＸに代金を支払うこととした。2004 年

３月 30 日，Ｘ，Ｙ，北京市建設銀行北京安華支店（Ａ）は個人住房貸し

付け借款契約を締結し，Ｘが連帯保証人となることに同意した。

　借款契約締結後，ＡはＹに貸し付けたが，ＹはＡに返済せず，そのため

Ａは借款契約の保証人のＸの口座から直接当該借款契約の元本・利息分を

差し引き，その結果，ＸはＹに対してＸが弁済した金額 160,915.72 元につ

き求償権を行使する。

　Ｙの抗弁

　房屋購入に際して取得した駐車場の問題で，約 16 万元の損失を被った

こと，ＸはＹの補修保証金をずっと返済していないこと，Ｘは今に至るも

契税・維修基金の領収書を引き渡していないこと，約定の期限どおりに房

産証と駐車場の産権証を引き渡していないこと，こうした問題について書

面でもってＸに解決を求めたが，Ｘは一貫して解決していない。Ｙは買主

として弱い立場にあり，ほかに方法がなく，ＹがＸに支払わなかった部分

は，Ｙが被った損失額部分に相当する。

　一審の判断

　契約法 68 条は不安抗弁権行使の事由の一つとして，商業信用の喪失を

定める。その事由を本案と結び付けて考えると，Ｘが主張する訴訟請求と
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Ｙの抗弁は同一の法律関係にない。しかし，Ｙの抗弁理由は，Ｙが貸付金

を支払わないことと客観的には因果関係が存在する。Ｙが提起した房屋の

品質，駐車場等はＹの居住や生活の質と密接な関連があり，Ｘはそれを遅々

として解決せず，ＹをしてＸの商業信用に対して合理的疑いを生ぜしめた。

そのためにＹはＸが問題を解決するまで，代金支払義務を中止したが，そ

の理由は正当である。契約 68 条（３号―小口補）の規定により，Ｘの請

求を棄却する。

　二審の判断

　借款人Ｙ，貸付人Ａ，保証人Ｘは借款契約を締結。その内容は，ＹはＡ

から銀行ローンを借り，Ｘが担保を提供するという内容である。この借款

契約はＹとＸが締結した商品房売買契約に基づいている。ＹはＸの販売す

る房屋を購入するために銀行ローンを必要とし，従ってＸは借款契約にお

いて担保を提供した。商品房売買契約と借款契約は同一の法律関係にはな

いが，しかし商品房売買契約と借款契約は密接な関係にあり，ＹがＸから

購入した房屋に品質問題が出来し，駐車場の大きさが承諾内容と一致せず，

それはＹの正常な生活に直接影響を与える。Ｘは遅々として解決せず，一

審法院が，Ｙの抗弁理由と借款を支払わないこととは客観的には因果関係

があり，ＹがＸの商業信用に対して合理的疑いを抱き，Ｘとの問題を解決

するまで代金支払義務の履行をＹが中止したのは正当な理由があると判断

したのは，不当ではない。

小括

　以上の 17 例の裁判例に限ったうえでのことであるが，中国での不安抗

弁権の適用につき以下の点を指摘することができよう。

　①渉外経済契約法は不安抗弁権を規定するも，中国国内企業どうしの契

約関係を律する経済契約法はそれを規定していなかった。しかし，「Ｙが
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損失の拡大を免れるために船舶の派遣を拒むのは，運送人として情理に

適っている」（事例１），「一方が先に給付するも，相手方の反対給付を得

ることができないという結果の発生を避け，公平原則を維持する」（事例２）

とあるように，「情理」や「公平原則」により，不安抗弁権の行使が実務

上認められていた。しかも，事例２によれば，履行の中断に止まらず，解

除まで認めている。これは，中断しか認めていなかった渉外経済契約法に

おける不安抗弁権の行使の適用とも異なる。

　②日本法では，不安抗弁権に関する明文の規定はないが，瀬川信久教授

によれば「不安の抗弁権の紛争は継続的供給契約に集中して」（6）おり，「1960

年代以後であるが最高裁判決を含む 13 件の公刊裁判例がある。この裁判

例のうち 11 件が継続的な商品供給契約の事案であ」り（7），そして，給付が

一回の契約については，「先履行の債務が履行されずに後履行の債務の履

行期が到来する場合には」「日本法では同時履行の抗弁権によっている」（8）

とのことである。この点に関していえば，拙稿での 17 例中，明確に継続

的契約に属するといえるのは，事例４，９，10 の３例に止まる。むしろ適

用例が多いのは一回限りの契約においてである。

　③日本で不安抗弁権が認められる契約類型は商品供給契約，すなわち売

買契約にほぼ限られているようであるが，中国では，売買契約のほか，租

船契約，投資合作契約，租賃契約，商標許可使用契約，借款契約，請負契

約，組合［合夥］契約，保証契約等多様である。合同行為的性格を濃厚に

有する合作契約や組合契約についても，不安抗弁権の行使が認められてい

ることは興味深い。また，これは王成氏の紹介する，最高人民法院の，不

安抗弁権の行使を結局は認めなかった裁判例（額沛時投資公司案，最高人

民法院民事判決書（2002）民四終字第 3 号）であるが，それを認めなかっ

たのは，当該案件においては，先履行の関係が存在しないこと，履行中止

（６）�　同，前掲注（2）報告書，84 頁。
（７）�　同，85 頁。
（８）�　同，88 頁。
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の通知をしていないことを理由とするものの，合資契約＝合同行為を理由

として抗弁権を否定しているわけではない（9）。

　④ところで，不安抗弁権はドイツ，フランス等の規定を参照して作られ

た規定であるが，ドイツ法，フランス法が相手方財産の明白な減少を条件

とするのに対して，中国法は，その要件に該当する１号のほかに，財産の

隠匿等の不正行為，商業信用喪失行為，債務を喪失する可能性のあるその

他の行為といった各種の事由を広く掲げている。ところが，興味深いこと

に，本稿で見た 17 例の裁判例において，最も基本となるはずの 1 号に該

当することを明示した事例は僅か事例 10 の 1 例のみである。むしろ目に

着くのは，３号，４号事由を理由とする不安抗弁権適用例である（３，６，

７，11，12，13，17 の各事例）。それ以外の事例では具体的事由は明記さ

れていない。

　⑤不安抗弁権はすでに 1985 年の渉外経済契約法において規定されてい

たが，それは文字どおり不安抗弁権の行使＝履行の中止のみで，契約解除

までは想定されていなかった。しかし，1999 年の契約法はスイス債務法

やアメリカ商法典の影響を受けて，契約の解除まで規定した。その結果，

69 条の契約解除と 94 条の法定解除との関係をどのようにとらえるかが，

中国民法学界の論点の一つを構成しているわけであるが，本稿でみた 17

例の裁判例から浮かび上がってくる特徴の一つは，履行の中止に止まらず，

大半が解除まで至っているということである。裁判例では多くは「終了」［終

止］という語が用いられており，約定どおりの履行，相殺，供託，債務免

除，混同等の他に解除が終了の中に入れられている。２，３，５，６，８，

11，12，13，14 は明確に解除を認めた事例である。

　⑥およそ抗弁権の行使については，双務契約であって，双方の債務が対

価関係にある，すなわち牽連性が要件とされる。問題となるのは，主たる

債務と従たる債務，あるいは付随義務との間において抗弁権の行使が成り

（９）�　同，79 頁。
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立つかということである。そのことが直接争点となったのが事例の 15 で

ある。事件の概要を再録すれば，ＹはＡより不動産を購入し，そのさいＸ

（銀行）より借款，Ｙが購入した当該不動産にはＸの抵当権が設定されて

おり，ＹはＸが当該不動産の抵当権を抹消しなければ代金は無駄払いとな

り，所有権を取得できない危険に曝されるとして，Ｘが抵当権を抹消しな

い限り，借款契約にもとづくＸへの支払をＹは中止するというものである。

本件について，一審は「当該房屋の抵当登記を抹消することはＸが房屋ロー

ン借款契約を履行するために負うべき義務であると判断する」と述べて，

抵当登記の抹消とローン支払いとの間に牽連性を認めている。しかし，二

審は「Ｘの負っている抵当登記取消義務はローン借款契約で約定した義務

ではない。故に契約の約定からすると，Ｙが負っている元本・利息返済義

務とＸの抵当登記抹消義務との間に牽連性はない」として，Ｙの不安の抗

弁権の行使を否定した。しかし，類似の案件 17 では，「Ｘの主張する訴訟

請求とＹの抗弁は同一の法律関係にない。しかし，Ｙの抗弁理由は，Ｙが

貸付金を支払わないことと客観的には因果関係が存在（し）……密接な関

連があ（る）」として不安抗弁権を認めている。この種の問題は銀行ロー

ンつきの房屋の売買契約において多く存在すると思われる。今後の検討課

題としておきたい。

　⑦上記関連法規の中に掲げた 2009 年の司法解釈「指導意見」にある，

先履行者がすでに履行した後に，相手方の履行に不安を感じた場合に，相

手方の履行期限を到来させるとする，いわゆる期限の利益喪失の規定につ

いては，本稿ではその適用例を見出すことができなかった。先履行者がす

でに履行した後で不安抗弁権を行使した事例はいくつか存したが，それら

はいずれも期限の利益の喪失の問題ではない。

　本稿は，文部科学省科学研究費（基盤研究 C「中国契約法の理論と裁判

例の総合的研究」）による研究成果の一部である。


