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一　関係法規

中国法

　103 条【供託の効力】「目的物を供託した後，毀損，滅失の危険は債権

者が負担する。供託期間の目的物の果実は債権者の所有に帰す。供託の費

用は債権者が負担する。」

　133 条【所有権の移転時期】「目的物の所有権は目的物が引き渡された

ときに移転する。但し法律に別段の規定があるか，又は当事者間で別段の

約定があれば，この限りでない。」

　141 条【目的物の引渡地】「売主は約定の地で目的物を引き渡すものと

する。②当事者が引渡地を定めず，又は明確に定めていない場合において，
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本法 61 条の規定によっても確定できないときは，以下の規定を適用する。

一，目的物を運送する必要があるときは，売主は買主に運送して引き渡す

ため第一運送人に目的物を引き渡さなければならない。二，目的物を運送

する必要がない場合において，売主と買主が契約を締結したときに目的物

の所在を知るときは，売主は当該地で目的物を引き渡さなければならない。

目的物の所在地を知らないときは，売主が契約を締結したときの営業地で

目的物を引き渡さなければならない。」

　142 条【危険負担】「目的物の毀損，滅失の危険は，目的物の引渡前は

売主が負担し，引渡後は買主が負担する。但し，法律に別段の規定がある

か，当事者間で別段の約定があるときは，この限りでない。」

　143 条【受領遅滞における危険負担―その１】「買主の原因で目的物が

約定の期限にもとづいて引き渡すことができないときは，買主は約定に違

反したときから，目的物の毀損，滅失の危険を負担しなければならない。」

　144 条【運送目的物売買の危険負担】「売主がすでに運送引受人に引き

渡し，運送中の目的物を売買した場合は，当事者間に別段の約定があると

きを除くほか，毀損，滅失の危険は契約の成立時より，売主が負担する。」

　145 条【債権者主義】「当事者が目的物の引渡地を約定せず又は明確に

約定していない場合において，本法第 141 条（＝目的物の引渡地）第 2 項

第 1 号の規定にもとづき，目的物の運送を必要とするときは，売主が目的

物を第一運送人に引き渡した後は，目的物の毀損，滅失の危険は買主が負

担する。」

　146 条【受領遅滞における危険負担―その２】「売主が約定又は本法第

141 条第２項第２号に定める地点で目的物を買主に引き渡す場合におい

て，買主が約定に反して，目的物を受領しないときは，目的物の毀損，滅

失の危険は約定に違反した日から買主が負担する。」

　147 条【付属資料未交付の影響】「売主が約定にもとづき目的物の保証

証券又は資料を交付していない場合，目的物の毀損，滅失の危険の移転に

影響しない。」
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　148 条【目的物の瑕疵担保責任】「目的物の品質が基準に適合しないこ

とにより，契約の目的を達成できない場合には，買主は目的物の受領を拒

むことができ，又は契約を解除することができる。買主が目的物の受領を

拒み，又は契約を解除したときは，目的物の毀損，滅失の危険は売主が負

担する。」

　149 条【危険負担は瑕疵担保に影響を与えない，又は危険負担と違約責

任の関係】「目的物の毀損，滅失の危険を買主が負担することは，売主の

債務の履行が約定に合致しない場合に，買主が売主に対し違約責任を追及

する権利に影響しない。」

　231 条（賃借物の毀損，滅失）「賃借人の責に帰すべき事由によらずして，

賃借物の一部又は全部が毀損，滅失したときは，賃借人は賃料の減額又は

賃料を支払わないことを求めることができ，賃借物の一部又は全部が毀損，

滅失したことにより契約の目的を実現することができなくなったときは，

賃借人は契約を解除することができる。」

　314 条【運送契約貨物の滅失と運送費の処理】「運送過程において物品

が不可抗力により滅失したときは，運送人は運送賃を請求してはならず，

すでに運送賃を受け取ったときは，荷送人は，返還を請求することができ

る。」

　338 条１項【技術契約危険負担通知義務】「技術開発契約の履行過程に

おいて克服することのできない技術上の困難が生じ，研究開発が失敗又は

部分的に失敗したときは，当該危険の責任負担については，当事者が約定

する。約定せず又は約定が明確でなく，本法第 61 条の規定に照らしても

確定できないときは，危険の責任について当事者が合理的に分担する。」

　94 条【法定解除事由】「以下の事由に該当する場合は，当事者は契約を

解除することができる。（一）不可抗力により契約目的が実現できない場合。

…（四）当事者の一方が債務の履行を遅滞し，又はその他の違約行為があ

り，これにより契約目的を実現することができない場合。」

　司法解釈「商品房売買契約解釈」［2003］７号 11 条２項「家屋の毀損，
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滅失の危険は，引渡前は売主が負担し，引渡後は買主が負担する。…買主

が売主の書面による家屋引渡通知に接し，正当の理由なくその受領を拒ん

だ場合，家屋の毀損，滅失の危険は書面での家屋引渡通知が定めた引渡使

用の日から買主が負担する。」

　司法解釈「売買契約紛糾案件を審理するうえでの法律適用問題に関する

解釈」（2012 年）11 条「契約法 141 条２項の１号が規定する『目的物を運

送する必要がある』とは，目的物が売主の責任によって運送委託の処理を

し，運送人は売買契約の当事者から独立した運送業者のケースに係ること

を指す。目的物の毀損，滅失の危険負担は，契約法 145 条の規定により処

理する。」

　同 12 条【特定地点での危険負担移転規則】「売主が契約の約定にもとづ

いて目的物を買主の指定地点まで運送し，運送人に引き渡した後，目的物

が毀損，滅失した場合の危険は，買主が負担する。但し，当事者に別段の

約定があれば，この限りでない。」

　同 13 条【運送途中の目的物の売買につき，売主が危険の事実を隠した

ことについての危険負担】「売主が，運送人によって運送される運送途中

の目的物の売買につき，契約成立時，目的物がすでに毀損，滅失している

ことを知り，あるいは当然知り得たのに，買主に告知せず，売主が目的物

の毀損，滅失の危険を負担するように買主が主張した場合，法院は支持し

なければならない。」

　同 14 条【特定されていない目的物の危険負担】「当事者に危険負担につ

き約定がなく，目的物が種類物で，積載輸送証券 [ 単据 ]，押印標識，買

主への通知等の識別可能な方式でもってはっきりと目的物を売買契約に特

定せず，買主が目的物の毀損，滅失の危険を負わないことを主張した場合，

人民法院は支持しなければならない。」

日本民法

　534 条【債権者の危険負担】「①特定物に関する物権の設定又は移転を
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双務契約の目的とした場合において，その物が債務者の責に帰することの

できない事由によって滅失し，又は損傷したときは，その滅失又は損傷は，

債権者の負担に帰する。②不特定物に関する契約については，第 401 条第

２項の規定によりその物が確定したときから，前項の規定を適用する。」

　535 条【停止条件付双務契約における危険負担】「①前条の規定は，停

止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合に

は，適用しない。②停止条件付双務契約の目的物が債務者の責に帰するこ

とができない事由によって損傷したときは，その損傷は，債権者の負担

に帰する。③停止条件付双務契約の目的物が債務者の責に帰すべき事由に

よって損傷した場合において，条件が成就したときは，債権者は，その選

択に従い，契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この

場合においては，損害賠償の請求を妨げない。」

　536 条【債務者の危険負担】「①前二条に規定する場合を除き，当事者

双方の責に帰することのできない事由によって債務を履行することができ

なくなったときは，債務者は，反対給付を受ける権利を有しない。②債権

者の責に帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったとき

は，債務者は，反対給付を受ける権利を失わない。この場合において，自

己の債務を免れたことによって利益を得たときは，これを債権者に償還し

なければならない。」

二　日中条文比較

　①危険負担について，日本法は契約法総則で規定するのに対して，中国

法は供託に関して一部規定が存するものの，基本的には総則には規定せず

各則で規定する。その大半は売買契約に規定されるが，上記のように，技

術開発契約や貨物運送契約にも規定がある。請負契約に関する危険負担の

規定はないが，契約法徴求意見稿 298 条では「①請負の工作成果が発注者

に引き渡す前に滅失したときは，請負人が負担する。発注者が受領を遅滞
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したときは，その危険は発注者が負担する。②発注者が提供した材料が，

不可抗力により毀損滅失したときは，請負人は責任を負わない」の案が存

した。②売買契約に関しては，日本法が債権者主義を採るのに対して，中

国法は引き渡し主義を採る。③現行日本法と中国法で決定的に異なるのは，

契約解除との関係である。中国法は不可抗力による目的物の毀損滅失につ

き，一方で危険負担を規定すると同時に，他方で上記契約法 94 条１号に

あるとおり，不可抗力により契約目的が実現できない場合に契約解除を認

める。その結果，中国法では危険負担と解除の競合が生ずる。現行日本法

は，契約解除については帰責事由の存在を要件としているので，適用上の

競合が起きない（最近の債権法改正で，日本法は危険負担を廃止し，契約

解除に一本化される方向であると聞く）。また，中国契約法 148 条は「契

約解除と危険負担規則が交錯する場合の法律適用の問題に対する中国の立

法者の思考を反映させる恰好の規定をなす」（1）と称されるが，この種の規

定ももちろん日本法にはない。なお，危険負担と 94 条１号，４号の併存，

及び 149 条の違約責任と危険負担の関係をめぐる規定は国連国際動産売買

契約条約を参考にし，また 148 条の，所謂根本違約の状況下での危険負担

の規定はアメリカ統一商法典を参考にしたものと言われる（2）。

三　契約法 94 条との競合をめぐる裁判例

　契約解除と危険負担を併存させる場合に最も問題となるのは，一方が契

約解除を主張し，他方が危険負担を主張し，そのいずれかの法を適用する

ことにより異なる結果が発生する場合である。このような事例がどの程度

中国の裁判例に存するかが筆者の主たる関心の一つをなしたが，筆者が目

を通した約 100 例の中では僅か１例に止まる。以下の（１），（２）の事例

（１）　2013 年３月４日の早稲田大学での「中国契約法研究会」での韓世遠氏の発言。
（２）　胡康生主編『中華人民共和国合同法釈義』法律出版社，1999 年，229 頁。
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はすでに周江洪氏によって紹介されている事例（3）で，（３）は筆者が目を

通した約 100 例の裁判例の中から見出した事例である。なお，以下の各事

例において，原告をＸ，被告をＹ，案外者をＡと表記する。

　（１）孫紅亮（4）

　原告　孫紅亮（以下Ｘ）

　被告　河南中原自動車貿易集団自動車租賃有限会社（以下Ｙ）。

　事件の概要

　車輛の分割払いの売買契約を結んだ後，完済前に当該車輛が強盗により

奪い取られ，買主Ｘは契約解除を主張し，売主Ｙは危険負担を主張した。

本件について示した裁判所の論旨を必要最少限示せば，以下の通りである。

　①「買主は目的物の使用者として，目的物の毀損，滅失の危険を負担し

なければならない。つまり，目的物の引き渡し後，目的物の毀損，滅失に

対して買主に過失があるかどうかに関係なく，買主はその負っている全額

の代金支払い義務を履行しなければならない。本件での車輛の滅失は強盗

によるものであり，Ｘには過失は存在しない。しかし，Ｘはこのことによっ

てＹに対して負っている代金全額支払い義務を免れることはできず，Ｘは

残余の車輛代金を支払う義務を有する。」②「車輛はすでに滅失し，契約

の履行はもはや必要なく，契約は終了されなければならず，契約解除を要

求しているＸの訴訟請求を支持しなければならない。」③「４万元の担保

金は，もともとＸＹが契約を履行するために約定した一種の担保方式であ

り，Ｘが代金完済という主たる債務を履行した後に，担保金は返還されな

ければならず，Ｘのこの請求は支持されなければならない。」④「Ｙ（反

訴原告）の，Ｘに対する残余車輛代金支払い請求の訴訟請求は，法律の規

（３）　「風険負担規則与合同解除」法学研究 2010 年１期。
（４）　�『人民法院案例選』2001 年４輯，人民法院出版社，2002 年，225 頁以下。本事

例の判決の詳細は，拙訳「周江洪『危険負担ルールと契約解除』」早稲田法学
86 巻３号，2011 年，252 ～ 253 頁。
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定に合致し，支持されなければならない。」

　本判決では，危険負担と解除の関係は並列的に論じられている（①の危

険負担論と②の解除論）。しかし，③及び④を見ると，危険負担論が基調

である。

　本件に関するコメントとしては以下のようなものがある。

Ａ　本件を紹介している「人民法院案例選」の【評析】者（氏名不詳）

　「本案の紛糾の解決方法はきわめて簡単である。車輛はすでに強奪され，

契約の目的物はすでに存在せず，契約は履行を終了しなければならない。

原告は車輛の強奪について過失はないが，危険責任を負担し，なお被告に

全額の代金を支払う義務を履行しなければならない。」（5）これは危険負担に

立脚した議論である。

Ｂ　周江洪

　「本件では，判決理由で危険負担ルールと解除制度を同時に援用してい

るのである。しかし，両者の関係については十分な理解が示されていな

い。危険負担ルールの一般原理によれば，危険負担ルールを適用すれば，

危険を負担した後の債権者はなお代金支払い義務を負い，債務者の給付義

務だけが免除される。債権者の契約義務及び契約自身は依然として存在す

るのであり，この点で解除によって生ずる契約の終了 [ 合同終止 ] とは明

らかに異なる。もし契約解除によって処理すれば，それは契約法 97 条に

より行われ，たとえ金銭支払い義務が存在していても，それは契約上の代

金支払い義務ではなく，清算関係又は賠償関係での金銭支払いの問題とな

る。」（6）。ここでは，清算関係や賠償関係は解除の問題であり，危険負担で

はその種の関係は生じないということが指摘されている。

Ｃ　王成

　「仮に不可応力によって契約目的が実現不能となった場合に，契約解除

と危険負担をどう処理するかはきわめて困難な問題となる。例えば周江洪

（５）　同書，230 頁。
（６）　前掲注（３）論文，77 頁，拙訳，前掲注（４）誌，231 頁。
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の論文で論じられている孫紅亮事案では，目的物が強奪された後，契約解

除で処理すべきか，それとも危険負担で処理すべきか，競合のケースが生

じる。孫紅亮案についていえば，個人的見解としては，契約解除を適用す

るほうが，効果の面でより妥当すると思う。何故なら，契約解除後，双方

で損失を分担するやり方の方がより弾力性があり，危険負担に比べて債権

者の負担の点でより合理性があるからである。」（7）。ここでは，上記Ａとは

異なり，「きわめて困難な問題となる」との認識が示され，「双方の損失分

担のやり方」において解除の方が「より弾力性がある」との一般的評価が

加えられている。

　（２）羊興新案（8）

　原告（被上訴人）　羊興新（Ｘ）

　被告（上訴人）　磐安県糧食局（Ｙ１）

　被告（被上訴人）　磐安県競売ビジネス会社（Ｙ２）

　被告（被上訴人）　磐安県新握糧管所（Ｙ３）

　事件の概要

　Ｘは競売に付されたＹ３所有の家屋を落札し，当該家屋が将来収用され

ることがないということを確認のうえ，当該家屋の売買契約を締結し，引

渡を受け，且つそれを第三者に賃貸したが，その後，都市計画に変更があり，

当該家屋の立ち退きをＸは迫られ，そこで，Ｙ３に対して契約解除を要求

した。なお，当該家屋の所有権移転登記手続はまだなされておらず，また，

Ｘの支払った代金はＹ３の上級主管機関のＹ１が取得し，すでに別用にそ

の代金を使った。

　一審判決

　「売主には目的物の引き渡し以外に，移転登記等の所有権の合法的移転

の義務を負っている。売主はすでに目的物の鍵をＸに引き渡しているが，

（７）　前掲注（１）研究会での発言。
（８）　本事例の判決の詳細は前掲注（４）拙訳を参照のこと。



10 比較法学 48 巻３号

それは所有権の占有，使用，収益の権能をＸに移転させているに過ぎず，

売主はなお移転手続の義務を負っている。本案では，Ｙ３が今に至るまで

家屋所有者であり，当該家屋は移転・取り壊しの対象となっているため，

売主はこの家屋の所有権をＸに移転することはできない。すなわち売買契

約義務は履行不能であり，Ｘの家屋購入目的は実現不能に属する。このこ

とにより，契約を解除して代金の返還を求めるＸの請求は支持されなけれ

ばならない。」

　二審判決

　「本案の契約が解除できるかどうかの問題については，家屋はすでに買

主に引き渡され，使用されていて，且つ客観的に，Ｘは買主としてすでに

その購入した家屋を他人に賃貸しており，従って家屋売買契約の目的は実

現されていて，売主たるＹ３は根本違約を構成しない。一方において，契

約法の規定によれば，売主には所有権移転の意義があるが，売主がいまだ

この義務を履行しない場合，買主は売主に当該義務の履行を請求できる。

他方で，本案の売買の対象となった土地計画上の家屋については，当該家

屋はＹ３が企業改制の必要から売却したものであり，移転時に譲渡金を後

払いする必要があり，これについては土地評価をしなければならず，その

ため時間的に速やかに移転手続ができなかった。これがいずれの側の原因

によって引き起こされたのか認定し難く，売主が違約を構成するとの認定

は証拠に乏しい。事実上，本案の争いが生じた理由は，町の計画によって，

買主の購入する家屋が移転，立ち退きの対象となったことによる。これは

法律上目的物の危険負担の問題である。契約法 142 条の規定によれば，目

的物の毀損，滅失の危険は，目的物の引渡前は売主が負担し，引渡後は買

主が負担する。従って，本案では，家屋の移転立ち退き後の補償費が家屋

購入価格を超えるかどうかに関係なく，立ち退きによって生ずる権利は買

主のＸが享有し，危険もＸが負担する。以上にもとづき，原審の法律適用

には誤りがあり，本院はこれを正す。契約法 142 条，民事訴訟法 153 条１

項２号の規定により，以下のように判決する。一，磐安県人民法院（2002）
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磐民初第 238 号判決を取り消す。二，Ｘの訴訟請求を棄却する。」

　一審は解除に関する契約法 94 条を適用し，二審は危険負担に関する

142 条を適用している。本件に関するコメントとしては，以下のようなも

のがある。

Ａ　周江洪

　「磐安県案では，一審裁判所は，契約目的は実現不能で，契約を解除す

べきであるとの判断を示し，二審裁判所は，危険負担を適用すべきである

との判断を示した。ここでは，解除制度と危険負担ルールの交錯の可能性，

法律適用上の困惑等が一目了然である。法律適用についていえば，両者を

比較分析し，合理的解釈学の案を提起する必要がある。」，「二審裁判所は

危険負担ルールを援用したが，具体的理由の中では，たとえ『所有権移転

義務が完成していなくても』『すでに引渡使用されている』ことは，『契約

目的の実現』とみなすことができ，そこから進んで契約解除を否定してい

る。しかし，この理由は明らかに不当である。実際には，体系的解釈及び

目的解釈からすると，上記のケースでは，債権者の解除権を否定し，危険

負担ルールだけを適用すべきである。債権者が危険負担することを法律が

規定するその他のケースでも，解釈論上，同様の理由でもって債権者の解

除権を否定すべきである。」（9）。

Ｂ　韓世遠

　「私個人は一審の裁判結果に賛成する。但しその理由の構成については

異なる。この案件は家屋売買契約である。売主はすでに家屋引渡義務を履

行しているが，しかし，その『目的物の所有権を買主に移転させる』義務

はまだ履行していない。本案が紛糾を生じたのは，売買の目的物をなす家

屋の取り壊し・立ち退きを求められたことによる。家屋の取り壊し・立ち

退きについては，当事者は契約締結段階ですでに予見されていた。一審

法院の認定した事実によれば，『競売前，原告及び証人は状況を理解する

（９）　周江洪前掲注（３）論文 77 頁，85 頁。前掲注（４）拙訳 232 頁，247 頁。
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ために磐安県糧食局に赴いたとき，家屋は公道を１メートル余り削られる

が，家屋は取り壊し・立ち退きの対象とはならないことを肯定した』とあ

る。従って，『家屋は取り壊し・立ち退きの対象とならないことを肯定した』

ということは，少なくとも，当事者双方が売買目的物の品質についての共

通の認識を構成するものである。これが本案契約の基礎である。さらに言

えば，上記の事実によれば，売主は家屋に『取り壊し・立ち退き』の危険

は存在しないことを担保したものと解釈できる。これは売買目的物に対す

る一種の『品質担保』をなす。もしこうした『品質担保』がなければ，買

主は家屋売買契約を締結しなかったはずである，あるいは案件で示された

条件で契約を締結することはなかったはずであると考えるのが，合理的考

え方である。二審法院は，この事実に対して当然払うべき注意を払ってお

らず，直接，契約法 142 条の危険負担にもとづいて判決を下している。こ

れは不当であるように思われる。私個人の見解としては，本案の処理は，

家屋立ち退きを，目的物の使用に対して一種の公法上の制限が存在するも

のとみなし，これは中国の実務上一種の物の瑕疵であり，権利瑕疵ではな

いと考える（注　韓世遠「租賃標的瑕疵与合同救済」中国法学 2011 年５期，

57 ～ 69 頁）。よって，契約法 148 条により，買主の契約解除の主張を支持し，

代価危険はなお売主が負担する。」（10）

Ｃ　王成

　「私個人の見解では，本案の一審と二審の分かれ目は以下の点にある。

一審は，不適当な履行に属し，買主の目的を実現できなくさせたので，契

約を解除し，損害を賠償させるとの判断を下した。他方，二審は，危険負

担に属するので，危険負担のルールを適用して，買主が損失を負担するこ

とになると判断した。私個人は一審判決に与したい。その理由は以下のと

おりである。本案の被告には事実上ある種の過失が存在する。……原告が

当該家屋が立ち退きの対象となるかどうかを確認したとき，被告は立ち退

（10）　前掲注（１）研究会での発言。
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きの対象とはならないと回答している。しかし，時を隔てること久しから

ずして，当該立ち退きが確定した。もし仮に十年後に立ち退き問題が生じ

たとしたら，どのような結果になったであろうか。我々はその結果を想像

できる。一審判決が，契約解除にもとづき被告にすでに支払い済みの代金

の返還を命じたのは妥当である。第二に，本案の被告には適切に履行でき

なくさせている状況が存在する，すなわち原告が名義変更手続をとること

をできなくさせている。この点でも違約に当たる。相手方の違約により守

役方は契約を解除し，すでに支払った代金の返還を要求することができる。

第三に，上記二点が存在するために，本案での立ち退きは危険（負担）に

は属さないように思われる。本案は 94 条１号の，不可抗力による契約目

的実現不能を事由とする解除を適用すべきではない。本案は 94 条４号の，

（根本）違約による契約目的実現不能を事由とする解除を適用すべきであ

る。」（11）

　以上のように，本件に関して文字通り，三者三様の見解が示されている。

　（３）呉峯案（河南省南陽市中級人民法院民事判決書（2010）南民再字

第 6 号）

　本案は上記（２）の羊興新案に類似する事例であり，周江洪論文では同

論文の掲載時期が 2010 年 1 期であることからして，当然のことながら，

本裁判例についての言及はない。

　原審原告（二審被上訴人）呉峯（Ｘ）

　一審被告（二審上訴人，再審申請人）祈正普（Ｙ１）

　一審被告（二審上訴人，再審申請人）馮艶萍（Ｙ２）

　事件の概要

　Ｘは 2006 年４月，Ｙ１Ｙ２と鄭州市某社区居民委員会四組の北面南の３

階の房屋と後院を 138,000 元で購入することに合意，同年４月 30 日に房

（11）　同。
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屋売買契約を締結。その主要な内容は，売主は手付金を受け取った後 60

日以内に買主に土地使用権証，建設許可証，房産権証を引き渡す，売主は

買主に対して他の単位・個人と土地紛糾がなく，房産の紛糾がなく，品質

に問題がないことを担保する。もし双方で取引達成後にこの種の紛糾が生

じたときは，売主は全部の責任を負い，併せて買主のすべての経済損失を

負担する，というものである。その後，2008 年春，鄭州市解放社区委員

会及び解放社区居民委員会四組はＸに，当該購入後院の土地は集団計画道

路に属することを通知し，無償で当院を取り壊した。そのため，双方で紛

糾が生じた。

　一審判決

　Ｙ１Ｙ２は約定の 60 日以内にＸのために承諾の物件を処理しておらず，

その後，いまだ土地証の処理手続を済ませておらず，且つ土地証原本 [ 老

証 ] は依然としてＹ１Ｙ２の処にある。故に，約定は履行されておらず，Ｙ

１Ｙ２は家屋代金 8752 元及び利息をＸに返還せよ。但し，Ｘの違約金の請

求は棄却する。

　二審判決

　原審維持。

　再審

　2008 年春，鄭州市某弁事処社区解放委員会は城鎮計画によりＸの占有

する４×７メートルの小院の取り壊しを必要とした。当該４×７メートル

の小院の滅失の危険問題は，契約法 142 条の規定により，Ｘが当該房産を

占有使用した後は，滅失の危険はＸが負担する。道路計画をなし，４×７

メートルの小院の取り壊しをなすのは村組で，故に当該取り壊しに対して

補償をなすのは村組である。ＸのＹ１Ｙ２に対する代金返還請求は成立し

ない。…以上，原審の認定には誤りがある。原審判決を取り消す。

　一審は契約解除を採用し，二審は危険負担を採用している。この点で上

記羊興新案の一審，二審の判断に類似している。
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四　「引渡」の概念

　中国契約法における危険負担は引渡主義を採用しており，従って，引渡

概念の内容を具体化することが必要となる。

　売買契約の危険負担問題の事例において多数を占めるのは家屋売買につ

いてである。どの時点で家屋の引渡が完了したかが問題となる。湘潭某地

産開発公司案（湖南省湘潭市中級人民法院民事判決書（2010）潭中民一終

字第 308 号）では，ＹはＸに家屋引渡手続の処理を通知するも，房屋験収

合格証の問題により，Ｘは受け取りを拒否，その後，階上の住人により当

該房屋が毀損された事案につき，Ｙが負担するとの判断が示されており，

房屋検査合格 [ 験収 ] が引渡の要件をなしている。また南寧市柏辰房地産

有限責任公司案（南寧市中級人民法院民事判決書（2012）南市民一終字第

614）でも，商品房売買契約において当該房屋の引渡の時点が問題となり，

「Ｘ（買主）とＹは 2009 年８月 14 日，商品房売買契約を締結，2010 年 11

月７日，Ｘは当該房屋の鍵 8 個，品質保証書，使用説明書を受け取ったこ

とを確認。すなわち当該房屋の引渡時期は 2010 年 11 月７日である」との

判断が示されている。鍵，家屋品質合格証，品質保証書，使用説明書等が

引渡判断の材料をなしている。

　請負契約に関しては危険負担に関する明文の規定がなく，そのため，

174 条にもとづいて売買契約が準用される。その請負契約の危険負担問題

に関しては以下のような裁判例が存する。その一つは，陳華明案（柳州市

中級人民法院民事判決書（2012）柳市民二終字第 264 号）の事例で，そこ

では「目的物取り付けの場所はＸ（発注者）の経営する工場内」，つまり

Ｘの支配管理可能地であっても，「工作成果の毀損滅失の危険は，工作成

果を引き渡す前は，請負人が負担する」との判断が示されている。成果物

の引渡の前後で危険負担の主体が判断されている。また，広東安順電梯工

程有限公司等案（広東省佛山市中級人民法院民事判決書（2005）佛中法民
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五終字第 831 号）の建設工事施行契約では，エレベーター取り付け過程に

おいて，エレベーター設備失火の危険負担移の移転問題，危険移転の基準

は取り付けが完了した時点か，それとも引渡使用の時点か，それとも引渡

の時点かが争点をなし，「引渡の重要な基準は，引渡側がすでに目的物の

管理，支配及びコントロールの権利を相手方に移転させていること」との

判断を示している。

　ところで，引渡の地点が特定されているかどうかも 142 条適用上問題と

なる。特にこのことは契約当事者の間に運送人が介在する場合に問題とな

る。本稿で分析対象とした 100 例余の危険負担の事例のうち，この運送人

が介在する事例は約 20 例を数える。上記の 2012 年の売買契約に関する司

法解釈の 11 条から 14 条がこの運送人が介在する場合のものであることも

頷ける。裁判例で問題となっているのは，142 条の適用と 145 条の適用の

区別である。裁判例によれば，引渡地が特定されていれば，特定地点で引

き渡すまでは，売主（債務者）が危険を負担するとの 142 条の適用となり，

特定されていない場合は 145 条により，売主が第一運送人に引き渡した時

点で買主（債権者）の負担とされている。合肥宝盈物資有限公司案（安徽

省高級人民法院民事判決書（2012）皖民二終字第 00181 号）は「双方の主

要な争点は，Ｙは当該貨物が盗まれる前にすでに引渡を完成させているか

どうかが問題となった事案であるが，「目的物 345 トンはＹが約定の地点

に行って目的物を引き渡す前に盗まれている」として売主Ｙが危険を負担

するとの判断が示されている。また，李鶴案（広東省広州市中級人民法院

民事判決書（2008）穂中法民四初字第 51 号）も同様の事案である。Ｘと

Ｙ１は目的物の引渡地点を約定していないが，契約の実際履行の過程で，

Ｙ１が貨物をＡに引き渡したとき貨物の引渡地を北京としていることは明

確，この場合は，145 条ではなく，142 条を適用する，すなわち引き渡し

地が約定で特定されていなくても，客観的に目的地を当事者が認識してい

たと認定できる場合には，目的物の危険は買主が目的地で貨物を受領して

はじめて買主に移転するとの判断を示している。なお，危険負担を約定で
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取り交わすケースは中国でも少なくないと思われるが，そして中国でも契

約の解釈において約定がきわめて重要な意義を有するが，引渡の客観的条

件が具備していると判断された場合には約定の適用が限定化されている事

例も存する。成都新達房地産開発有限公司案（四川省成都市中級人民法院

民事判決書（2008）成民終字第 3282 号）はそうした約定の解釈が問題となっ

た事案である。約定の内容は「もし乙方（買主）が契約の約定の日時に房

屋取得手続を済ませず，且つ書面での異議を提起しない場合，甲方は契約

約定による引渡日時後 15 日までに甲方は房屋を引き渡したものとみなす」

とある。一審はこの約定にもとづき，「たとえＸ（買主）が規定の期限内

に房屋取得手続を済ませていなくても，Ｙは約定による引渡後 15 日以内

はなお当該房屋の毀損滅失の危険責任を負担すべき」と判示した。しかし，

二審は「Ｙが開発した目的物は 2007 年 4 月 19 日に検査に合格，双方の約

定の目的物引渡期限前にすでに引渡条件を具備，Ｙが目的物の所有者［業

主］＝Ｘに家屋を受け取ることができる旨通知した事実が証明されている」

として，Ｘに危険負担させている。引渡条件が具わっていることと，Ｘが

書面による異議を提起していないことが，危険負担の主体を決める判断基

準をなしている。

　その他，やや変則的事案での 142 条適用の裁判例を掲げておきたい。そ

の一は，目的物が物ではなく権利で，その権利の滅失に関する 142 条適用

のケースである。孔慶昌案（安徽省合肥市中級人民法院民事判決書（2007）

合民三初字第 13 号）は特許権の譲渡に関するもので，「Ｘ（特許権譲渡人）

は当該特許譲渡につき法により権利帰属変更登記を行わず，その間，特許

の年費納入義務履行を尽くさず，そのため当該特許権が国家特許行政管理

部門により消滅，このことにより当該特許譲渡契約の権利目的物の危険は

Ｘが負担する」とあり，具体的には，Ｘは譲受人Ｙに対して対価給付義務

の履行を要求できないとの判断が示されている。変則的事案のその二は，

廊坊市中実商貿有限公司案（北京市第一中級人民法院民事判決書（2009）

一中民終字第 12615 号）で，買主の側からの目的物の返還の受取を売主が
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拒んだ事件において 142 条が援引された事例である。Ｙ（買主）は目的物（山

羊）に病気があるとして，Ｘに返還しようとしてＸの圏舎に運ぶも，Ｘは

それを受領せず，そのもたらした結果はＹが負担すべきである（ＹのＸに

対する代金債務は消滅しない）とした事例である。しかし，本件は目的物

に重大な瑕疵が存したかどうかが問題となる事案，すなわち 148 条をめぐ

る事案であり，142 条を適用条文の一つに掲げた裁判所の判断は疑問であ

る。

五　受領遅滞と危険負担

　（１）某養魚場案

　本件は王利明『民法疑難案例研究』に収められている事例である（12）。

　事件の概要

　原告　某養魚場（Ｘ）

　被告　某副食卸会社（Ｙ）

　ＸとＹは　某年５月 20 日，鮮魚売買契約を締結，ＹはＸより武昌魚１

キロ 16 元の価格で 2000 キログラム，鮒を１キロ 15 元で 1000 キログラム，

羅非魚を１キロ 13 元で 1000 キログラム買い取り，６月 10 日までにＹが

Ｘの処で引き取ることに合意した。Ｘは引渡に備えてＹが注文した魚を川

に隣接した池に移した。同年６月５日，ＸはＹに対して魚を引き取るよう

催促するも，Ｙは在庫が売れ残っていることを理由に６月 10 日までに引

き取りに来なかった。６月中旬以降，例を見ない集中豪雨に見舞われ，Ｘ

の池の水が溢れ出し，魚も川に流出した。ＸがＹのために移していた魚が

流出したことで，Ｘは魚 2000 キログラム，合計金 3 万元の損失を被った。

そこで，Ｘは，損失の原因はＹの違約によるものであるとして，その責任

を追及した。

（12）　中国法制出版社，修訂版，2010 年。
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　本件につき，王利明同書によれば裁判所内部では以下の二つの意見が対

立したと言う。第一の見解。当該損失はＹの受領遅滞によってもたらされ

たもので，もしＹが期日通り目的物を受領していれば，損失は生じなかっ

た。従って，当該損失はＹが負担すべきである。第二の見解。たとえＹに

違約があったとしても，Ｘが魚を川の近くの池に集中し，且つ魚の流出を

防ぐために必要な措置をとらなかった点で過失が存する。従って，双方で

損失を分担すべきである。

　以上の通り，本件について裁判所は違約責任を以て対応した。本件に関

して，以下のようなコメントが存する。

Ａ　王利明

　「（危険負担は）双務契約の当事者の一方の債務が双方当事者の責に帰す

ことのできない事由によって履行不能となり，これによって生ずる損害状

態のことを指す。」「Ｙは６月 10 日までに引き取らなかったので，受領遅

滞を構成する。この遅滞期間内に発生した意外毀損，滅失は危険（負担）

の問題ではない。」「魚が川に流出した原因は集中豪雨にあるとはいえ，こ

れに対して一方当事者であるＹには故意又は過失があり，この種の損失の

発生に対してＹに故意又は過失があれば，危険負担の原則を適用すべきで

はない。もしこれらの損害が取引当事者の一方又は双方の違約行為によっ

て引き起こされたのであれば，違約責任に従って処理すべきである。」「（但

し）本件においてＸに過失が全くないということではない。Ｘの過失は，

主に豪雨がやってこようとし，又はやってきたときに，速やかに合理的な

措置をとって損害を軽減しなかったことにある（契約法 119 条の損害拡大

回避義務違反がある）。」「Ｘはその被った実際の全損失について，部分的

責任を負うべきである。」（13）

Ｂ　房紹坤＝郭明瑞『合同法要義与案例析解（分則）』（14）

　「この種の損失の直接の原因は意外発生の自然事件である。…本案の目

（13）　同書，290 頁，291 頁，293 頁。
（14）　『合同法要義与案例析解（分則）』中国人民大学出版社，2001 年。
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的物を６月 10 日までに引き渡すことができなかったその原因は，買主で

あるＹにある。もしＹが 10 日までに品物を受け取っていれば，或いはＸ

が６月 10 日までに品物を送ることに同意していれば，6 月中旬の大雨に

遭うこともなく，従って損失の発生を避けることができたはずである。Ｙ

の行為は明らかに受領遅滞に属する。契約法 143 条の規定により……本案

のＹは目的物滅失という損失を負担すべきである。もちろん，もしＸがこ

の損失に過失があれば，相応の責任を負わなければならない。」（15）

Ｃ　韓世遠

　「債権者遅滞の場合，もし不可抗力によって履行不能となれば……中国

では契約法 146 条によって処理すべきである。例を見ない暴風雨は本来不

可抗力である。ただその発生が債権者の受領遅滞期間中であれば，不可抗

力と受領遅滞が共に目的物の毀損，滅失の原因を構成する。不可抗力につ

いて言えば，明らかに債務者の責に帰することはできないし，また債権者

の責に帰することもできない。この点について言えば，『双方当事者の責

に帰することができない事由』をもって不可抗力の基準とし，且つそれを

危険負担の特殊なケースとしても，何ら誤りではない。」「ただ，債権者の

受領遅滞，あるいは買主の原因で目的物を約定どおりの期限に引き渡すこ

とができないということは，債権者の故意・過失である。そして，契約法

146 条及び 143 条の規定によれば，買主が目的物の毀損滅失の危険を負い，

これは明らかに危険負担の問題である。債権者の受領遅滞が違約と等しく，

従って違約責任が生ずるかどうかについては，中国でも日本と同様，学説

上見解が分かれているが，ここでは深く論じない。いずれにせよ，学理構

成上は，債権者遅滞の場合の危険の移転は，それ自身，債権者遅滞の一種

特殊な法的効果である。要するに，危険負担と受領遅滞とは，単に二重の

効果であるに止まらず，一種 [ 聚合 ]（競合ではない）の効果である。」（16）

Ｄ　王成

（15）　同書，37 ～ 38 頁。
（16）　前掲注（１）研究会での発言。
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　「（受領遅滞は債務不履行を構成するとの）我妻栄教授の見解は賛同に値

する。中国契約法上，違約責任と危険負担の両制度は相互に独立し，また

密接に関連している。例えば，契約法 143 条は，買主の原因によって目的

物が約定どおりの期限に引き渡すことができなくなった場合，買主は約定

に違反した日から目的物の毀損滅失の危険を負担しなければならないと規

定している。この規定は，危険負担の一般規則（142 条）が，買主の受領

遅滞（違約）によって移転することを意味している。契約法 146 条及び最

高人民法院の「商品房売買契約紛糾案件を審理するうえでの法律適用の若

干の問題に関する解釈」（2003 年）11 条２項は当然類似の意味を含んでい

る。」（17）

　（２）その他の 143 条適用裁判例

　受領遅滞における危険負担の裁判例も少なからず見受けられる。

１　南京緑特農業科技有限公司案（江蘇省高級法院（2008）蘇民三終

字第 0065 号）

　事件の概要は，羊の売買契約で，積荷の羊の出港が買主（Ｙ１）の運送

代理商間の紛糾で遅れ，そのため二度目の検疫をなす最中に 20 匹の羊が

死亡し，売主（Ｘ）が多大の損失を被ったというものである。

　一審は，20 匹の種羊が，買主（Ｙ１）の受領遅滞中に発生し，貨物

の滅失の危険責任は違約方が負担するとして，Ｙ１に対してＸへの代金

411,645.5 元及び利息の支払いと，死亡した 20 匹の種羊の損失分 220,500

元の支払いを命じた。この判決では 143 条も根拠条文をなしている。二審

も，「Ｘはすでに 2003 年 5 月に履行準備し，且つＹ１に対して履行の受領

を要求するも，Ｙ１は 2003 年 11 月になってやっと受領，従ってＹ１の受

領は明らかに遅滞し，履行遅滞の責任を負わなければならない。」「契約法

107 条の規定によれば，当事者の一方が契約義務を履行しなかった場合，

（17）　同。
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継続履行，補救措置，損失賠償等の違約責任を負う。本案では，Ｙ１は貨

物の受領を遅滞し，相応の損失をもたらし，継続履行，損失賠償及び受領

遅滞のときからの貨物滅失の危険を負担する」との判断を示している。上

記 220,500 元がその目的物滅失の危険負担をなすということである。

２　曽加洪案（昆明市中級法院（2009）昆民四終字第 576 号）

　事件の概要は，売買契約で売主（Ｙ）が変更した目的地に目的物を送る

も，双方での引渡が行われず，目的物が管理不善のため損失を来し，買主

（Ｘ）が契約の解除と 5 万元の手付の返還を請求し，Ｙは反訴で，違約によっ

て生じた経済損失７万元の支払いを請求したというものである。

　裁判所の判断は概略以下の通りである。契約締結後，Ｙがすでに引き渡

した鶏糞 16 トン，トン当たり 110 元，合計 1,760 元の代金をＸは支払う

べきであるが，現在，400 元を払うのみである。その未払い金 1,366 元を，

Ｙが支払う（返却す）べき金額（５万元，裁判所はＸの手付の主張を退

けて前払いとする）と相殺してＹは 48,633 元を支払わなければならない。

双方は契約履行過程で口頭で貨物引渡地点を変更し，Ｘが受け取りに来な

かったのは受領遅滞に属し，目的物の毀損滅失の危険を負担すべきであ

る。Ｙは７万元の損失賠償を主張するが，その証明は成立せず，事情を斟

酌して 15,000 元とする。以上，Ｙが実際に支払うべき金額は 33,633 元とし，

契約の解除を認めたうえで，33,633 元の支払いを命ずる。

　本件では，契約の約定解除に関する 93 条と 143 条が適用されている。

ここで 143 条が適用されているのは，従って契約解除の文脈においてであ

り，解除に伴う原状回復の内容をなす前払い金５万元の返還につき，Ｘの

側にも 16 トンの鶏糞の受領遅滞があるので，その分の代金支払い債務は

消滅せず，前払い金の返還額と相殺するというのである。本件でも，受領

遅滞は危険負担として捉えられている。

３　韓志忠案（海南省海南中級法院（2000）海南経終字第 93 号）

　本件は西瓜の売買契約紛糾案件で，一審の事実認定と法的判断は概略以

下の通りである。
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　Ｘ（買主）とＹ（売主）は 2004 年４月 10 日，西瓜の売買契約を締結し

たが，契約履行期間中に雨天の影響でＸは価格の引き下げを提起し，Ｙは

同意しなかった。その後，Ｙは 17 日，18 日に約 10 万斤の西瓜を収穫し，

引渡のための準備をなし，いつでも引渡可能な状態になった。しかし，Ｘ

は約定の期限内にＹの西瓜を運ぶための十分な車輛を用意せず，４月 18

日午後になってはじめて一部の車輛を用意してＹの生産地に行き，西瓜を

積む用意をした。しかし，双方約定の 10 万斤の西瓜を運ぶための十分な

車輛は用意せず，Ｘが速やかに目的物を受け取るという誠意を示さなかっ

たため，Ｙは西瓜の積載を拒否し，Ｙはその西瓜を低価格で他人に売却す

ることを余儀なくされ，一定の損失を被った。契約履行中，契約を履行で

きなくした主要な原因は，Ｘが十分な車輛を用意しなかったことによる。

しかし，Ｙが西瓜の積載を拒み，積極的な対応をとらなかったことにも故

意・過失があり，一定の責任を負うべきである。故に，Ｘに対する 60,000

元の手付（二倍返し）の請求は支持しない。手付の 30,000 元は各自の違

約責任の割合で負担し，Ｘの支払った 30,000 元の手付のうち，6,000 元は

Ｘに返還すべきである。

　このような判断のもと，Ｘが支払った手付 30,000 元につき，Ｙは 6,000

元をＸに返還するように命じた。そして，この判決の適用条文として違約

金と手付の選択に関する 116 条，双方違約に関する 120 条のほかに，143

条が適用されている。ここで何故受領遅滞における買主の危険負担が登場

するのであろうか。結局，受領遅滞を違約と捉え，違約による手付の没収

の部分に危険負担論が入り込んできていると言わざるを得ない。また，受

領遅滞中の不可抗力による目的物の毀損滅失のケースでもないのに，143

条が適用されている。

　この一審判決は，二審で否定された。その判決概要は以下の通りである。

　Ｙの，Ｘは一部の車輛だけを用意したことは違約行為に属するとの主張

は事実の根拠と理由がなく，他方，西瓜の積載を拒んだ行為は違約行為に

属し，違約責任を負うべきである。原審の，24,000 元の手付の没収の判決
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は取り消し，ＹはＸに対して手付の 2 倍返しを命ずる。

Ｘの受領遅滞は否定されたわけである。

４　広州市辰彩広告有限公司案（広州市中級法院（2006）穂中法民二

終字第 2033 号）

　本件は，請負人（Ｘ）が建造した広告看板がＸと発注者（Ｙ）双方によ

る検査［験収］を経るまえに取り壊され，その結果，契約目的物の滅失の

危険をいずれが負担するかが問題となった事案である。本件について一審

法院は以下のような判断を示した。

　Ｘは 2005 年６月 16 日にＹに対して検査を行う通知を発送した。この

通知を出した状況のもと，Ｙは当然，契約の約定にもとづき，速やかに

2005 年６月 19 日までに検査の準備をなし，あわせて検査後の工事合格の

有無，あるいはいかなる種類の問題が存在するかにつき結果を得なければ

ならない。しかし，Ｙは速やかに検査を組織せず，工事竣工の状況を不明

にした。故にＹには検査を怠った事由が存する。目的物の取り壊しについ

ては，そのいずれに責任があるか証明できていないので，この面から責任

の所在を判断することはできない。以上の前提のもと，Ｙには検査を怠っ

た事由が存在し，且つ本案の目的物がＡホテルの場所内にあり，Ｘが単独

で管理できる類型に属さないため，Ｙは工作物の受領遅滞の危険を負担す

べきである。

　このような判断のもと，Ｙに対してＸへの 7,720 元の代金支払い義務を

命じた。この判決に際して金銭債務の違約責任に関する 109 条とともに，

143 条が適用されている。ここでの違約責任の内容はＹの受領遅滞のこと

であり，この受領遅滞＝違約の効果としてＹの代金支払い債務は消滅しな

いというのが一審法院の論旨である。この判断は二審でも支持された。

六　目的物に重大な瑕疵がある場合の危険負担

　危険負担に関する裁判例の分析を通じて分かることは，危険負担が 148
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条の適用の中で論じられている事例が多いということである。その典型的

事例は，契約目的の実現を不能にする重大な瑕疵ある目的物の引渡を受け

た後で，当該目的物が不可抗力で毀損滅失したような事例である。但し，

以下の（２）に見るように，148 条の適用例を見ていくと，目的物の毀損

滅失が「不可抗力」によるものであるかどうかは殆ど議論されていない。

先ずは，教科書の類で取り上げられている以下の事例（１）を見ておこう。

　（１）某労働服務公司案（18）

　事件の概要

　原告　某労働服務公司（Ｘ）

　被告　某軽工物資公司（Ｙ）

　ＸとＹは鹸化甘油（以下甲）の売買契約を締結。Ｙは５月 23 日，Ｘに

テレックスを送り，甲８トンをトン当たり 1.7 万元で提供できる，含量は

95％以上で，もし品質に問題があれば全責任を負う，と称した。当日，Ｘ

は同意の意思表示をなし，５月 25 日，Ｘは約定どおり 13.6 万元をＹの預

金口座に振り込んだ。しかし，Ｙは約定どおりの８トンの品物を送らず，

４トンのみを送り，あわせて６月 15 日，残額代金 6.8 万元を返還した。

Ｘは品物を検査したとき，甲が包装が不合格のため漏れ出し，重量は４ト

ンに足りないことを発見し，検査機関に送って調べたところ，甲の甘油の

含量がきわめて低いことが判明した。Ｘは検査結果と入庫験収書をＹにテ

レックスで送り，人を派遣して処理してほしいと伝えた。しかしＹは６月

30 日にＸに代金 5,000 元を返還すべく振り込み，Ｘに甲のテスト販売を求

めるだけで，人を派遣して甲の品質問題の処理はしなかった。甲の品質が

基準に達せず，Ｘの取引先は品物を頻々と返品してき，Ｘに 6,682 元の損

失をもたらした。双方が争っている最中に，台風が襲ってきて倉庫が倒壊

し，甲全部が毀損した。このため，Ｘは裁判所に訴えを提起し，契約を解

（18）　前掲注（14）書，35 頁～ 36 頁。
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除し，Ｙは代金を返還し，旅費・鑑定費・得意先の損失，利息の損失を負

担するよう求めた。

　裁判所の判決

　Ｙが提供した甲は国家基準に満たず，Ｘに経済損失 33,262 元を与えた。

Ｙは代金 6.8 万元を返還し，Ｘの損失 33,262 元を賠償すること。目的物滅

失の危険はＹが負担すること。

　裁判所の判決は適用条文を明示していないが，148 条を想定しているも

のと思われる。本件に関して以下のようなコメントが存する。

Ａ　本件紹介者（氏名不詳）

　「本件に 148 条の規定を適用し，目的物の危険負担を確定できるか。

……契約法 148 条の規定によれば，買主が目的物の受領を拒絶し，あるい

は契約を解除した場合にのみ，目的物の毀損滅失の危険は売主が負担する。

Ｘは受領を拒絶もせず，契約の解除もせず，争っている期間に目的物の毀

損滅失の危険が生じた。従って，厳密に言えば，こうした場合の目的物の

毀損滅失の危険について契約法 148 条の規定を適用することはできない。

目的物はすでに引き渡されている以上，危険は買主が負担しなければなら

ない。Ｘは験収後異議を提起したが，それはＹに違約責任を負うように要

求する条件にすぎない。契約法 148 条の規定を拡大して『買主が目的物の

品質の異議を提起する期間の目的物の危険は売主が負担する』と解釈でき

るかどうか，さらなる検討を要する。」

Ｂ　韓世遠

　「裁判所は調査の結果，Ｙの提供した目的物は国家の強制的基準を充た

しておらず，且つＸに経済的損失を与えたと認定した。裁判所はこれを踏

まえて，Ｙに対して，代金の返還とＸへの損失賠償を命じたが，私個人の

見解としては，この裁判所の判決は適切でないとは言えない。その理由は

以下の通りである。先ず，契約法 148 条から見て，買主が目的物の受領

を拒み，あるいは契約を解除する条件は，『目的物の品質が品質の要求に

符合せず，契約目的の実現を不能にする』場合に限られ，『目的物の返還』
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までは要求していない。従って，目的物が不可抗力によって毀損滅失した

場合，買主はなお目的物の受領を拒み，あるいは契約を解除できる。次に，

買主が 148 条の規定する条件によって解除権を有する場合，96 条の規定

により，『相手方に通知し』解除権を行使することは当然可能である。当

事者が訴えの提起の方式をとって，裁判所に契約の解除を主張する（本件

のケース）こともできないことではない。」（19）

Ｃ　王成

　「142 条の基本規則は故意・過失を考慮して危険を分配しないというこ

とである。……契約法 143 条，148 条，149 条及び売買契約司法解釈 13 条

はいずれも 142 条の例外規定である。従って，これらは 142 条より優先的

に適用される。」「契約目的を実現できないような瑕疵がある目的物を債務

者が引き渡す。これを前提として 148 条は以下の三種類のケースに分けら

れる。第一のケース，もし債権者が引き渡しを拒絶又は契約を解除した場

合。このときは，目的物はなお債務者によって占有されており，契約法

142 条にもとづき，危険は債務者が負担しなければならない。第二のケー

ス，債権者が引き渡しのとき受領し，その後に契約目的を実現できない目

的物の瑕疵を発見し，そこで債務者に対して受領を拒絶し，又は契約を解

除する。この場合は，148 条後段を適用し，債務者が危険を負担する。第

三のケース，債権者が引き渡しのときに受領し，その後に契約目的を実現

できないような目的物の瑕疵を発見し，しかしなお債務者に対して受領の

拒絶又は契約解除の主張を提起しない場合。この場合の目的物の滅失ある

いは毀損の危険負担の分配は，149 条の規定を適用しなければならず，債

権者が危険を負担する。但し，債権者は債務者に対して違約責任を主張で

きる。Ｘはまだ受領を拒絶しておらず，また直ちに契約を解除していない。

事例紹介の著者の意見（上記Ａ）により，この場合は，Ｘが危険を負担す

べきである。このときに，買主が売主に違約責任を追及する権利を否定す

（19）　前掲注（１）研究会での発言。
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べきでない。」（20）

　以上，本件に関しても，見解は分かれている。すなわち裁判所の判決及

びＢは 148 条を適用して契約解除を認めており，他方，ＡとＣは契約解除

を否定し，買主が危険負担すると同時に違約責任を追及できるとの見解を

とる。

　（２）148 条適用のその他の裁判例

１　Ａ与Ｂ案（上海市第一中級法院（2012）瀘一民四（商）終字第 2135 号）

　本件はフォークリフト売買契約で，買主（Ｘ）は品質保証期間 1000 時

間までのところ，228 時間使用し，この間，当該目的物の品質に問題があり，

たびたび修理した。売主（Ｙ）は修理の継続を希望するも，Ｘは，当該目

的物購入の目的は正常な生産経営にあり，Ｙの度重なる修理により，正常

な使用ができず，Ｘの目的物購入はすでに実現不能と判断し，契約の解除

を請求した。裁判所はその請求を認め，契約解除後，未履行部分は終了，

既履行部分については，原状回復を認めた。そして，この原状回復部分に

ついて，裁判所は，Ｘはすでに代金 133,000 元を支払っている，残額は契

約解除により終了，これとは別に，Ｘは当該目的物を占有使用している

ことを考慮して，公平原則にもとづき，Ｘは占有使用期間の使用費 10,000

元をすでに支払った 133,000 元と相殺し，Ｙは 123,000 元を返還すべきで

あるとの判断を示した。本件において裁判所は 94 条（４号の根本違約か）

と同時に 148 条を適用している。Ｙの原状回復義務である 123,000 元の返

還のどこに危険負担が表明されているのか。Ｘの目的物使用費 1,000 元の

性格をどう見るかということになろうが，危険負担というものが目的物の

意外毀損滅失を前提とする限り，本件での目的物は意外毀損滅失したわけ

ではなく，単純な 94 条４号の根本違約の問題であって，何故危険負担の

問題が出てくるのか，疑問である。

（20）　同。
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２　北京市奥普科星技術有限公司案（北京市第一中級法院（2009）一

中民終字第 15683 号）

　本件は鋼管の売買契約で，鋼管の品質に隠れた瑕疵があるとして，買主

（Ｘ）が 148 条にもとづいて契約解除を請求した事件である。一審の裁判

所は，契約解除を認め，Ｘは鋼管 7551.6 キログラムを返還すること，売

主（Ｙ）は代金 332,268 元を返還すること，そして，もしＸが重量どおり

の目的物を返還できないときは，Ｙはその不足部分の重量に照らしてトン

当たり 439,999 元の価格をもって相応の代金と相殺することを命じた。こ

の判決の中でどの部分に危険負担の問題が存するかといえば，鋼管 7551.6

キログラムの一部不存在部分を滅失と捉え，この滅失部分の負担をＸに負

わせている点にある。ただし，この不足分の目的物が不可抗力による滅失

であることは論じられていない。従って，本件も本来的意味での危険負担

の問題ではない。単純に契約解除における原状回復の負担の配分問題と考

えた方が理解しやすい。

３　北京科禄格機電設備有限公司案（北京市第二中級法院（2009）二

中民終字第 07068 号）

　本件は送風機売買契約で，全部で 118 台の送風機を購入することにし，

その最初に引き渡した 19 台につき，瑕疵が発見され，契約目的実現不能

と判断され，裁判所は根本違約に因る解除に関する契約法 94 条４号，解

除の効果に関する 97 条とともに 148 条を適用し，目的物の「毀損滅失の

危険は売主（Ｙ）が負担し，故にＹは買主（Ｘ）に存放させている送風機

19 台を受け戻さなければならないとの判断を示し，①契約解除を認める，

②ＹはＸに前払い金 253,435 元を返還せよ，③Ｙは自ら送風機 19 台を引

き取れ，④ＹはＸに違約金 253,434 元を支払え，との判決を下した。ここ

で，上記下線の危険負担の内容は送風機 19 台の受け戻しということであ

り，そうすると，その具体的負担は送風機の受け戻しの費用をＹが負担す

るということであろう。しかし，翻って，目的物の送風機は毀損滅失して

おらず，単純な契約解除の原状回復の問題であり，何故これが危険負担の
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問題になるのか，分からない。なお，本件二審判決において，目的物に隠

れた瑕疵が存在する場合，買主の目的物の品質に対する異議は検査期間の

品質保証期間の制限を受けないことが判示されている。

４　黄Ａ案（上海市第二中級法院（2011）瀘二中民一（民）終字第 2574 号）

　本件は仏像の売買契約で，売主（Ｘ）が引き渡した目的物の品質が約定

と合致せず，買主（Ｙ）が代金支払いを拒み，そのためＸがＹの違約責任

を追及し，他方，Ｙが反訴でもって契約解除を請求したというものである。

本件につき，一審はＸの本訴請求を認めず，契約法 94 条４号，５号，97

条，107 条等，契約解除と違約責任に関する規定のみを適用し，目的物３

体の返還を命じた。しかし，二審では，以下のような判断のもと，一審判

決を取り消し，Ｙに対して５万元の代金支払いを命じた。その判断とは「Ｙ

は係争後本案訴訟まで１年余の長きにわたって品質に異議を提起しておら

ず，また契約解除も要求していない。Ｘが代金請求の訴えを提起したとき

にはじめて契約解除の反訴を提起し，Ｙの反訴は請求理由が不十分で，Ｙ

は本案中目的物受け取りのとき仏像に対してじっくり調査をせず，且つこ

れを理由として契約を解除できると称しているが，本院は採用しない」と

いうものである。この二審判決の中で 94 条５号等と並んで 148 条が適用

されている。148 条が適用されてはいるが，目的物の重大な瑕疵の認定が

問題となっているだけで，目的物の意外毀損滅失という危険負担の要素は

存在しない。なお，ここでは目的物に瑕疵があっても，引渡後１年余の時

点での解除請求は認められないとの判断が示されている。

５　黄結萍案（北京市第一中級法院（2009）一中民終字第 13226 号）

　本件は請負契約における成果物に重大な欠陥があり，且つ数量が不足

しているとして，発注者（Ｘ）が目的物の受け取りを拒否し，契約法 148

条により，違約金 5,440 元の支払いをＹ（請負人）に求め，契約の解除を

要求し，既得利益損失 6,800 元の賠償をＹに求めたというものであり，裁

判所は，契約解除とＹに対して 24,480 元の代金返還を命じた。本件でも，

上記 4 と同様，目的物の重大な瑕疵の問題ではあっても，目的物の意外毀
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損滅失という要素は存在しない。なお，本件は，瑕疵ある目的物の引渡時

における受領拒絶，解除のケースである。仮に受領拒絶後に不可抗力で目

的物が滅失した場合も，142 条ではなく，148 条が適用されるということ

であろうか。

６　廊坊市中実商貿有限公司案（北京市第一中級法院（2009）一中民

終字第 12615 号）

　本件は売主（Ｙ）が引き渡した鋼材が約定の国家基準に合致せず，品質

に問題があり，違約を構成するとされた事案で，買主（Ｘ）は，Ｙの鋼材

の品質に問題があったとして，目的物の返品と，相応の代金の返還を請求

し，一審法院では，瑕疵ある履行における修理，交換，作り直し，返品，

代金・報酬減額等の違約責任に関する 111 条と，売主の引き渡した目的物

が品質の要求に合致しない場合に買主が 111 条により違約責任を追及でき

るとする 155 条を適用して，ＹはＸのところにある 1406 メートルの鋼材

を引き取ること（返品），Ｙは 1406 メートルの鋼材の代金 235,469 元をＸ

に返還すること，①もし，Ｘが同型同量の鋼材を返品できないときは，そ

の不足分相当の金額を鋼材 1406 メートル相応の代金 235,469 元から差し

引くことを判示した。二審も，この判断を支持したが，一審にはなかった

148 条を適用している。その文面を再現すれば「148 条の，目的物の品質

が品質の要求に合致しなければ，買主が目的物の受領を拒むことができ，

②目的物の毀損滅失の危険は売主が負担するとの規定により，Ｙの，交換

又は返品は原物同様［原様］を保持すべきとの上訴は法的根拠がない」と

なっている。返品すべき鋼材 1406 メートルの不足分がここでの「目的物

の毀損滅失」に当たり，その部分の負担は下線②によりＹに帰属するとい

う趣旨であろうか。しかし，二審も原審を維持している以上，それでは下

線①の部分と整合性を保ち得ない。疑問の残る裁判例である。しかし，こ

の事例でも目的物の意外毀損滅失という危険負担の要素の明示的言及はな

い。
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７　東莞市雲峰化工有限公司案（広東省東莞市中級法院（2013）東中

法民二終字第 343 号）

　本件は売買契約において，買主（Ｙ）が速やかに品質の検査をすること

なく受領し，それをさらに第三者に転売し，その後において，Ｘの引き渡

した目的物に品質合格証がないことを理由に代金 14,850 元の支払いを拒

んだことにつき，Ｙのその主張は支持されないという文脈で 148 条が出て

くる。つまり本件は 148 条の要件には該当しないという文脈で 148 条が適

用されているのであるが，目的物に重大な瑕疵が存したかどうかという点

では 148 条に関わるが，目的物の意外毀損滅失の要素は皆無である。

８　南通某機械製造有限公司案（上海市第一中級法院（2011）瀘一中

民四（商）終字第 511 号）

　本件は，機械設備売買契約において，売主（Ｙ）が残額代金の支払いを

請求したのに対して，買主（Ｘ）が，目的物の重大な瑕疵を理由に契約の

解除と損害賠償を請求した事案で，裁判所は 2008 年 1 月に検査記録を発

行してから，2 年半が経過し，その間，権利行使を怠っているとして，Ｘ

の根本違約を理由とする契約解除等を認めなかったという事案である。こ

こでも適用条文として 148 条が登場するが，目的物の意外毀損滅失が関わ

る案件ではない。

９　山東甲食品有限公司案（上海市第一中級法院（2011）瀘一中民四（商）

終字第 1881 号）

　本件は，機械設備売買契約で，買主（Ｘ）は売主（Ｙ）の引き渡した目

的物が約定に合致せず，正常な利用ができないことを理由に契約解除を請

求し，それに対して，裁判所が，設備の問題の原因はＸにあり，Ｘの代金

未払いは違約を構成し，他方，Ｙの設備引渡は約定に合致し，根本違約を

構成しないと判示した事案である。本件も，契約解除の可否の問題ではあ

るが，危険負担固有の問題は存しない。
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10　上海奥的斯電梯有限公司（上海市第一中級法院（2003）瀘一中民

四（商）終字第 159 号）

　本件はエスカレーター売買契約で，係争の 2 台の目的物の安全装置が作

動せず，契約目的の実現を不能にしたとして，裁判所は目的物に重大な瑕

疵の存することを理由に契約解除を認め，契約の未履行部分は終了し，買

主（Ｙ）に対して 2 台の目的物を返還することを命じたという事案である。

ところで，この目的物の返還＝原状回復において，裁判所は，①「もし毀

損滅失があれば，価額により賠償する」と述べている。実際には，目的物

に契約履行を不能とする重大な瑕疵は存在するが，「毀損滅失」という事

実はなく，また，その毀損滅失が不可抗力によるとの事実もなく，② 148

条で明記する「目的物の毀損，滅失の危険は売主が負担する」という意味

での危険負担の問題になり得るか，疑問である。

　但し，もし目的物が引渡後不可抗力で毀損滅失した場合であれば，事は

面倒となる。契約法 97 条は解除の効果を定め，すでに履行した場合，履

行の状況と契約の性質に基づいて，当事者は原状回復その他の補救措置

を請求できると規定している。問題となるのは，「目的物の意外毀損滅失

のとき，買主は責任を負担する必要があるかどうかの問題である」が，97

条の原状回復につき「目的物の意外毀損滅失のときの解除権者の責任につ

き特別の規定を設けて」おらず，「従って，③目的物が買主の責に帰すこ

とのできない事由によって毀損滅失したとき，買主は価額返還義務を負う。

つまり，買主が滅失毀損の危険を負担する」と説かれている（21）。この③下

線部分の認識は上記①の裁判官の認識によっても裏付けられる。しかし，

148 条で言うところの危険負担とは②下線部のことであり，売主の危険負

担，すなわち買主の代金支払い債務は消滅するということである。他方，

③の「危険を負担する」とは，買主の「危険負担」のこと，すなわち買主

はなお原状回復義務＝価額返還義務を負うということである。しかし，こ

（21）　李永軍＝易軍『合同法』中国法制出版社，2009 年，461 頁～ 462 頁。
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の③の負担は語の厳密な意味での危険負担に属するのであろうか。

　なお，本件での損害賠償部分において，双方違約が認定されていること

からも，「双方当事者の責に帰すことができない事由によって履行不能と

なる」（王利明）ことを危険負担の要件と考えるなら，本件はそれには該

当しない。

11　上海事必興電子発展有限公司案（上海市第一中級法院（2002）瀘

一中民四（商）終字第 1084 号）

　本件は目的物であるサーバーを引き渡すとき，マザーボードが引渡前に

分解し取り換えられていたのか，それとも引渡後に分解し取り換えられた

のかが問題となった事案で，裁判所は，Ｙは供給商であり，顧客に過失が

存したことを証明できないときは，供給した商品の瑕疵につき責任を負

担すべきであるとして，結論として，Ｙは買主（Ｘ）に対して代金 11,800

元を返還すること，ＸはＹに対して係争物のサーバーを返還することを命

じた。そのさい，148 条が適用されているが，本件では当事者の過失の有

無が問題とされており，帰責事由を問わない危険負担の問題ではない。

　以上 11 例の裁判例を見た限りでは，重大な瑕疵ある目的物が引渡後に

不可抗力で滅失した場合の契約解除と危険負担の競合という，本節冒頭で

掲げた典型事例を見出すことはできなかった。いずれも重大な瑕疵ある目

的物の引渡に関する契約解除論だけで処理されている。148 条に関して，

これは「売主の根本違約の状況のもとでの，危険負担の規定である」（22）と

説かれているが，法律出版社の「公民常用法律手冊」や同社の「学生常用

法律手冊」，中国法制出版社の「学生常用法規全書」ではいずれも「目的

物の瑕疵担保責任」との見出し語が付されており，具体的裁判例を見た限

りでは，148 条は瑕疵担保責任に関する規定と理解するほうが，ぴったり

くる。

（22）　前掲注（２）書，229 頁。
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七　危険負担が明文化されていない契約類型

　請負契約をめぐる危険負担問題も散見するが，請負契約の危険負担につ

いては明文の規定がない。裁判例によれば，陳華明案（柳州市中級法院

（2012）柳市民二終字第 264 号）において「契約法 142 条の規定を参照し，

①工作成果の毀損滅失の危険は，工作成果を引き渡す前は請負人が負担し，

請負人は工作の成果に対して善良なる管理者の保管義務を負い，保管不善

によって滅失，毀損したときは請負人は損害賠償責任を負わなければなら

ない」とあり，また陳耀妹案（浙江省金華市中級法院（2011）浙金商終字

第 1019 号）において「本案は請負契約紛糾案件であるが，契約法の請負

契約の章には貨物運送委託引渡についての規定がなく，売買契約の関連規

定に依るべきである。原告（請負人）が貨物を運送委託処に引き渡したと

き，貨物の毀損滅失の危険は発注者が負担する。危険負担の一般規則は引

渡主義であり，原告が貨物を引き渡すと，引渡義務を履行したと認定すべ

きである」とある。

　また，取次 [ 行紀 ] 契約についても，危険負担の明文の規定はなく，邱

紹安案（湖南省益陽市中級法院（2010）益法民二終字第 167 号）では，「取

次契約では，取次人は自己の名義で対外的に委託事務を行うが，それは委

託人のためであり，自己の利益のためではない。取次人は委託人が給付し

た報酬を得ることができるが，しかし，取次人の行為によって生じた権利

義務は最終的には委託人に帰属し，その経済上の実益は最終的に委託人が

受け，危険は委託人が負担する」と述べられている。但し，本件の契約内

容はこの取次契約には該当せず，売買契約に相当すると判示されている。

そのうえで，当該裁判所は以下のような判断を示している。「売買契約に

おいて，目的物の毀損滅失の危険は，引渡前は売主で，漁具工場（売主Ｘ）

が貨物を買主（Ｙ）に引き渡した後は，貨物の毀損滅失の危険は引き渡し

のときから移転する。本案での“黒格比”台風がもたらした貨物の毀損滅
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失はＹが負担すべきで，Ｘは負担しない。②Ｘが善良なる管理者の責任を

尽くしたかどうか，また，“黒格比”台風がもたらした貨物の損失金額は

本案の定性及び責任区分に影響しない」。

　この下線②の論理こそ，本来の危険負担論と言うべきであって，それは

上記下線①の論理とは異なる。しかし，筆者が目を通した 142 条，143 条，

148 条等のいわゆる危険負担関連規定の適用例の大半は，この下線①に示

されているように，違約責任の効果の中で論じられている。

八　結語

　以上の裁判例の分析から以下のようなことが指摘できる。

　①中国契約法は一方で危険負担を契約法各則で個別的に規定すると同時

に，総則 94 条１号で不可抗力によって契約目的が実現できない場合に解

除を認める。その結果，両者の競合が生じ，その場合いずれの法を適用す

るかが問題となる。この点に関して，裁判所の判断自体が分かれており，

また論者の認識も多様である。契約解除と危険負担の関係をどのように扱

うべきか中国では実務上も，また学説上もまだ固まっていない。

　②受領遅滞と危険負担の関係をめぐっても，理論は統一されていない。

受領遅滞は違約を構成し，従って違約責任＝損害賠償で処理すべきとする

説，受領遅滞中の危険負担は典型的な 143 条の適用事例をなすとする説，

受領遅滞の場合の危険の移転は受領遅滞の特殊な法的効果である（両者の

競合ではなく，両者の [ 聚合 ] の効果である）とする説，受領遅滞は違約

を構成し，その違約により，危険負担の一般規則（142 条）が買主乃至債

権者に移転するとする説等多様である。裁判例によれば，受領遅滞は違約

責任を生じ，その違約の効果として危険を違約者が負担すると認識されて

いるように思われる。受領遅滞は違約＝債務不履行を構成しないとの認識

は見られない。

　③目的物に瑕疵ある場合の危険負担の問題もハードケースをなす。本論
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六の（１）の某労働服務公司案を見ても，裁判所は契約解除によって理解

し，他方，本件の紹介者，学者の間では，これを危険負担で処理すべきと

する説，契約解除で処理すべきであるとする説，違約責任で処理すべき説

に分かれている。ところで，この事例は，瑕疵ある目的物が引き渡された

後に，不可抗力で当該目的物が滅失した場合を想定したものであるが，11

例の裁判例をみた限りでは，そうした事例は皆無で，重大な瑕疵を理由と

する契約解除の文脈の中で「危険負担」が語られており，その内容は解除

の効果としての原状回復の中での負担の問題である。そのことは，六の（２）

の 10 の上海奥的斯電梯有限公司案における，買主に２台の目的物の返還

を命じた中での，「もし毀損滅失があれば，価額により賠償する」との判

断の中に如実に示されている。これは契約解除における原状回復の議論で

あり，「目的物の毀損，滅失の危険は売主が負担する」との本来の危険負

担の議論ではない。

（本稿は文部科学省科学研究費基盤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。）




