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はじめに

　本稿は，契約法93条～98条に掲げる契約解除をめぐる裁判例の分析を主
たる対象としたものである。中国法における解除に関しては，不安抗弁
権，事情変更，危険負担等でも問題となるが，それらについては別途論じ
ているので，別稿の参照を乞う（1）。本稿で対象とした裁判例は無作為で収
集した約90例余（2）と，王衛国主編『合同法』（北京師範大学出版集団，2010

年），法律出版社法規中心編『中華人民共和国合同法注釈全書』（法律出版
社，2012年），李顕冬主編『案例合同法学』（中国法制出版社，2012年）等の
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（ 1）　「中国契約法における不安抗弁権小論」比較法学48巻 2号，「中国における事
情変更原則の基礎的研究」早稲田法学89巻 3号，「中国契約法における危険負
担の基礎的研究」比較法学48巻 3号。

（ 2）　この90例余の裁判例の収集は中倫法律事務所の李美善パートナー弁護士の協
力に負っている。
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教科書類で紹介されている25例である。
　本稿での主たる考察対象は，契約解除と無効をめぐる問題，合意解除及
び約定解除の適用例，法定解除の適用例，通知義務，解除の効果に関する
ものであるが，もとより十分ではない。しかし，これを一応の出発点とし
て引き続き研究を進めたい。
　なお，裁判例においては，訴訟当事者は原審原告を X，原審被告を Y

で表記している。

一　関係法規

　契約法93条（合意解除・約定解除）「①当事者の協議が一致した時は，契
約を解除することができる。②当事者は，一方が契約を解除する条件を約
定することができる。契約を解除する条件が成就した時は，解除権者は契
約を解除することができる。」
　同94条（法定解除事由）「以下に掲げる事由に該当するときは，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。（二）履行期が到来
する前に，当事者の一方が主要な債務を履行しない旨を明確に表示し，又
は自己の行為をもって明らかにした場合。（三）当事者の一方が，主要な
債務の履行を遅滞し，催告を経た後も合理的期間内に履行しない場合。
（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（3）。

（ 3）　CISG25条「当事者の一方のなした契約違反が当該契約の下で相手方に正当
と認められた期待を実質的に奪うような不利益な結果をもたらす場合には，重
大なものとする。ただし，違反した当事者がかかる結果を予見せず，且つ同じ
状況のもとでその者と同じ部類に属する合理的な者もかかる結果を予見しなか
ったであろう場合はこの限りでない」（邦訳は甲斐道太郎ほか『注釈国際統一
売買法Ⅱウィーン売買条約』法律文化社，2003年，318頁による。以下同）。中
国契約法の根本違約概念には，この下線部の但し書き部分はない。
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　同95条（解除権の行使期限）「①解除権の行使期限を法律が規定し，又は
当事者が約定している場合において，期限が到来しても当事者が行使しな
かったときは，当該権利は消滅する。②解除権の行使期限を法律が規定し
ておらず，又は当事者が約定していない場合において，相手方が催告した
後も，合理的期間内に解除権を行使しなかったときは，当該権利は消滅す
る。」
　同96条（解除権行使手続）「①当事者の一方は，本法93条 2項，94条の規
定に従って契約の解除を主張する場合，相手方に通知しなければならな
い。契約は，通知が相手方に到達したときより解除される。相手方は，異
議あるときは，人民法院又は仲裁機関に契約解除の効力の確認を請求する
ことができる。②法律，行政法規が契約の解除について承認，登記等の手
続を行うべき旨規定するときは，その規定に従う。」
　同97条（解除の効果）「契約を解除した後，未履行の場合は履行を中止
し，既に履行している場合は，当事者は，履行の状況及び契約の性質に従
って，原状回復，その他手当の措置を講ずるよう要求することができると
ともに，損害の賠償を請求する権利を有する（4）。」
　同98条「契約の権利義務関係の終了は，契約中の決済及び清算条項の効
力に影響を与えない。」

　以下，その他の解除関連規定
　契約法69条（不安抗弁権の行使）「当事者が本法第68条の規定に基づいて

（ 4）　CISG81条 1項「契約の解除は，損害賠償義務を除き，両当事者を契約上の
義務から解放する。解除は，紛争解決のための契約条項，又は契約の解除から
生じる当事者の権利義務について規律する条項には影響しない。」同条 2項
「契約の全部又は一部をすでに履行している当事者は，相手方に対して，自己
がその契約においてすでに給付し，あるいは支払ったものの返還を請求するこ
とができる。当事者双方が返還しなければならない場合には，両者はそれらの
返還を同時に行わなければならない。」（前掲邦訳書，333～334頁）中国契約法
には下線部はない。66条の同時履行抗弁権規定を類推適用すればよいとする。
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履行を中止するときは，速やかに相手方に通知しなければならない。相手
方が担保を提供したときは，履行を復活させなければならない。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，且つ適切な担保
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。」
　同148条（売主の根本違約の場合の危険負担，あるいは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。」（5）

　同167条（割賦売買の解除） 1項「割賦売買の買主が弁済期に代金全額の
5分の 1を支払っていないときは，売主は買主に対し全額の支払いを請求
し，又は契約を解除することができる。」
　同224条（転貸） 2項「賃借人が賃貸人の同意を得ずして賃借物を転貸
したときは，賃貸人は契約を解除することができる。」
　同227条（租金の未払い，支払いの遅滞，期日を超えての未払い）「承租人が
正当な理由なく租金を支払わず，あるいは租金の支払を遅滞したときは，
出租人は合理的期間内に支払をなすように承租人に要求することができ
る。承租人が期日を超えても支払わないときは，出租人は契約を解除でき
る。」
　同268条（発注者の解除権）「発注者は随時請負契約を解除できるが，請
負人に損失を与えた時は，損失を賠償しなければならない。」
　同376条（寄託契約保管義務） 1項「寄託者は何時でも受託物の返還を受
けることができる。」

（ 5）　本条の表題を胡康生主編『中華人民共和国合同法釈義』は「売主の根本違約
の場合の，危険負担の規定」とし，塚本宏明監修『中国契約法の実務』（中央
経済社，2004年）は「不完全履行に関する危険負担」とする。他方，法律出版
社版『公民常用法律手冊』及び同出版社版『学生常用法律手冊』は「目的物の
瑕疵担保責任」とする。
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　同410条（委任契約契約任意解除権）「委任者又は受任者は，何時にても委
任契約を解除することができる。」

　海商法152条（租金の支払）「承租人は契約の約定にもとづいて租金を支
払わなければならない。承租人が契約の約定の期間内に租金を支払わずに
7日経過した時は，出租人は契約を解除し，併せてこれにより受けた損失
の賠償を要求する権利を有する。」
　民法通則115条（契約の変更または解除の時の違約責任）「契約の変更また
は解除は当事者が損失賠償を要求する権利に影響を与えない。」
　経済契約法（1981年）27条「①以下に記載する事由が存する場合，経済
契約を変更又は解除することが認められる。（一）当事者が協議のうえで
同意し，且つこれによって国家の利益に損害を与えず，国家計画の遂行に
影響を与えない場合。（二）経済契約締結の根拠であった国家計画が修正
され，又は中止された場合。（三）当事者の一方が閉鎖・操業停止・生産
転換のために，確かに経済契約を履行できない場合。（四）不可抗力によ
り，又は過失もなくて一方の当事者の防止できない外因によって，経済契
約が履行できなくなった場合。（五）一方の違約によって，経済契約の履
行が不必要になった場合。②当事者の一方が経済契約の変更又は解除を要
求する時は，適時に相手方に通知しなければならない。経済契約を変更又
は解除したために一方が損害を受けた場合は，法により責任が免除される
場合を除き，責任のある側が賠償の責任を負わなければならない。」（訳文
は中国研究所編「中国基本法例集」による）。
　改正経済契約法（1993年）26条 2号「不可抗力により経済契約の全部の
義務を履行できないときは，契約の変更または解除を認める。」
　同27条「経済契約を変更または解除することの通知または合意は書面形
式を採用しなければならない。不可抗力によって経済契約の全部を履行不
能にするか，または相手方が契約の約定の期限内に契約を履行しない場合
を除き，合意が達成されるまでは，経済契約はなお有効である。」
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　○司法解釈「担保法を適用するうえでの若干の問題に関する解釈」
（2000年）10条「主たる契約を解除した後，担保人は債務者の負担すべき
民事責任につきなお担保責任を負わなければならない。但し，担保契約に
別段の約定があるときは，この限りでない。」
　○司法解釈「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） 8条「以下の事由が存在し，商品房売
買契約目的が実現不可能となった場合，房屋を取得できない買主は契約解
除，支払済み代金および利息の返還，損失賠償を請求し，併せてすでに支
払った房屋代金の 2倍を超えない範囲での賠償責任を負うように売主に対
して請求することができる。（一）商品房売買契約締結後，売主が買主に
告知せずに当該房屋を第三者の抵当に供した場合。（二）商品房売買契約
締結後，売主が当該房屋を第三者に売却した場合。」
　同15条「①契約法94条の規定により，売主が家屋引渡を遅滞し，あるい
は買主が家屋代金支払を遅滞し，催告を経た後 3ヵ月の合理的期間内に履
行せず，当事者の一方が契約の解除を請求したときは，支持しなければな
らない。但し，当事者に別段の約定があれば，この限りでない。②法律に
規定がなく，あるいは当事者に約定がない場合，相手方当事者が催告した
後，解除権行使の合理的期間は 3ヵ月とする。相手方当事者が催告しない
場合，解除権は解除権発生の日から 1年以内に行使しなければならない。
期日を過ぎても行使しなければ，解除権は消滅する。」
　○司法解釈「建設工事施行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」（2004年） 8条「請負人に以下の事由が存在し，発注者
が建設工事施行契約の解除を請求した場合，支持しなければならない。
（一）契約の主要な義務を履行しないことを明確に表示するか，又は行為
をもって表明した場合。……（三）すでに完成した建設工事の品質が不合
格で，且つ修復を拒否した場合。」
　同 9条「（二）（発注者の側が）提供した主要な建築材料，建築物付属品
及び設備が強制的基準に合致しなかった場合（催告の合理的期限内にいまだ
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相応の義務を履行せず，請負人が建設工事施行契約の解除を請求したときは，

支持しなければならない）。」
　○司法解釈「国有地使用権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」（2005年） 3条「一，土地使用権譲渡契約紛糾／……当
事者が契約締結時の市場評価価格にもとづいて土地使用権譲渡金を納める
ことを請求した場合，支持しなければならない。譲受人が市場評価価格に
もとづいて補足することに同意せず，契約解除を請求したときは支持しな
ければならない。これによって生じた損失は，当事者の故意・過失により
責任を負担する。」
　同 6条「譲受人が土地使用権譲渡契約が約定した土地の用途を勝手に変
更し，譲渡人が契約解除を請求したときは，支持しなければならない。」
　○司法解釈「契約法を適用するうえでの若干の問題に関する解釈（二）」
（2009）24条「当事者が契約法96条，99条の規定する契約解除あるいは債務
の相殺に対して異議があるが，約定の異議期間満了後に異議を提出し，且
つ人民法院に訴えを提起したときは，人民法院は支持しない。当事者に異
議期限につき約定がなく，契約解除又は債務の相殺の通知が到達した日か
ら 3ヵ月後に人民法院に訴えを提起したときは，人民法院は支持しない。」
　○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）26条「売買契約が違約によって解除された後，守約方
が違約金条項の継続適用を主張した場合，人民法院は支持しなければなら
ない。但し約定の違約金が実際に生じた損失より高すぎる時は，人民法院
は契約法114条 2項の規定を参照して処理することができる。」

二　無効か解除かが争われた裁判例

　契約解除に関する裁判例を見ていくと，日本法の専門家から見ると奇異
に映るかもしれないが，解除か無効かが争われた事例が散見する。この点
はすでに王利明氏によって「（司法）実践では，契約解除と契約無効は通



8　　比較法学 49巻 1号

常混同されやすい」（6）と説かれているところである。無効が主張される際
の主たる法律は，契約法52条（契約無効の法定事由）の「以下の事由が存
する場合，契約は無効となる。（一）詐欺，脅迫の手段により契約を締結
し，国家の利益に損害を与えた場合。（二）悪意で通謀して，国家，集団
あるいは第三者の利益に損害を与えた場合。（三）合法的形式を以て不法
な目的を覆い隠した場合。（四）社会の公共利益に損害を与えた場合。
（五）法律，行政法規の強制性規定に違反した場合」との規定で，特に五
号が問題となる。
　解除か無効かの判断をめぐって争われた裁判例としては以下のような事
例が存在する。
　 何水元再審案（広東省高級法院民事判決書（2009）粤高法民一提字第 9号）

　事件の概要
　原告 Xの主張
　Xは被告 Y1Y2と房屋租賃契約を締結後，Xは Y1Y2に保証金71,550元，
租金23,150元を支払った。Xは租賃場所に対して商業用設備構築，整備等
費用として75,335元の資金を投じた。その後，Xは Y1Y2の出租した土地が
弁公用地であり，その用地は工業工場建物の使用のためのもので，約定し
た出租用途と根本的に符合せず，Xが建てようとした設備の申請は計画部
門の審査承認を得られず，すでに建設済みの部分は法律執行部門の命令で
取り壊しを余儀なくされた。そのため Xは経営が困難となったので，租
賃契約を解除したい。
　イ　一審判決要旨
　Xと Y1Y2の締結した契約が有効であるかどうかが本案の争点をなす。
Y1Y2は当該土地の用途及び性質が一階建の工業工場用地であることを明

（ 6）　王利明『違約責任論』（修訂版）中国政法大学出版社，2003年，689頁。但し
王氏自身は両者の区別を論じている。なお，同書において王氏は，CISG条約
71条～73条も両者を区別していないと説くが，これらの条文では無効に関する
言及はない。
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らかに知りながら，Xと租賃契約を締結した。これは土地管理法 4条 4項
の「土地を使用する単位，及び個人は土地利用の全体的計画が定めた用途
に照らして厳格に土地を使用しなければならない」，同26条 1項の「審査
承認を経た土地利用全体計画を修正する場合，原審査承認機関の審査承認
を経なければならない。審査承認を経なければ，土地利用全体計画が定め
た土地用途を変えてはならない」との規定と矛盾し，わが国の法律の強制
性規範の規定に違反し，併せて契約法216条の「出租者は約定により租賃
物を引渡し，併せて租賃期間，約定に符合する租賃物の用途を保持しなけ
ればならない」との規定と一致せず，契約法52条 5号に基づき当該租賃契
約は無効な契約とすべきである。無効な契約は始めから法的拘束力がな
く，契約双方当事者は契約で取得した財産を返還し，故意・過失ある側は
相手方がこれにより被った損失を賠償しなければならない。従って Y1Y2

は Xに租賃保証金71,550元及び租金23,150元を返還し，併せて契約無効で
生じた損失分257,135元を賠償せよ。
　ロ　二審判決要旨
　本案の争点の第一は，双方が締結した房屋租賃契約が有効かどうかであ
る。双方が締結した契約は……法律と行政法規の強制性規範に違反してお
らず，有効な契約とみなすべきである。土地管理法は 4条，26条で土地の
用途について，土地利用全体計画に基づいて土地を農用地，建設用地，未
利用地の三種類の用途に区分している。弁公用地であれ，商業用地であ
れ，土地管理法上はいずれも建設用地に属する。且つ土地法の規定する
「建設用地の用途」とはいかなる種類であれ土地上に建設される建築物の
ことである。……本案では土地管理法の規定に違反して勝手に土地用途を
変更するという事由は存在せず，一審法院が土地管理法の強制性規定に違
反していることを理由に契約無効を確認したのは不当で，正されなければ
ならない。……本案の争点の第二は，当事者が締結した房屋租賃契約は法
定解除条件を具えているかどうかである。Xの訴えによれば，Y1Y2が X

に出租した場所は商業用途に属さず，その結果 Xの経営を不可能にした
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ので，双方の租賃契約は法により解除されなければならないという。しか
し，Xは租賃契約締結時，すでにその承租地が弁公用地であることを明ら
かに知っていた。……従って当該契約は契約法94条の規定する法定解除事
由に符合しない。本案の争点の第三は，Xは Y1Y2に房屋租金を給付すべ
きであるかということである。双方が締結した契約は有効であり，且つ
Y1Y2には違約行為はなく，従って Xは未払いの租金を支払わなければな
らない。
　ハ　二審再審判決要旨
　本案再審での争点は当該租賃契約が有効かどうかということである。
……（土地管理法の）土地利用全体計画は法律の強制性規定に属し，当該
規定に違反する契約は当然に無効である。本案について言えば，双方が締
結した租賃契約は工業用工場建物と弁公用地を商業用途とするもので，土
地利用全体計画に違反していない。何故なら工業用地であれ，弁公用地で
あれ，さらには商業用地であれ，土地管理法ではいずれも建設用地に属す
る。建設用地の枠内での契約の用途と規定の用途の不一致の問題は土地の
具体的な用途の調整に属し，土地利用全体計画の問題には属さない。当該
契約は法律の強制性規範には違反せず，有効である。租賃の商舗と土地が
利用できない状態に置かれ，Xは租賃契約によって収益を得ることができ
ず租金の損失に耐えることができず，他方，Y1Y2も期日どおりに租金を
得ることができず，また商舗と土地を回収することもできず，同様に損失
を受けた。従って，本案租賃契約は事実上履行できず，こうした状況では
契約の履行を継続することは必要でなく，双方いずれも損失を被ってお
り，当該契約は解除すべきである。
　ニ　広東省検察院の抗訴
　本案の租賃契約は法律法規の強制性規定に違反し，無効な契約に属す
る。Y1と Y2が土地用途の変更の審査承認を申請せずに勝手に弁公用地を
商業用途に変更し，他人に出租したことは土地管理法等の強制性規定に明
らかに違反する。契約法52条 5号の規定に基づき，本案契約は無効な契約
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とすべきである。再審判決は土地管理法の規定する土地利用全体計画に違
反していないことを理由として，契約は有効であると認定し，且つ双方と
もに損失を受け，解除すべきと認定したが，それは法律の誤った適用であ
る。
　ホ　二審再度の再審
　本件で出租した房屋は Y1Y2が合法的な建設報告［報建］手続をとって
おり，出租地は Y1Y2が国有土地使用権証を取得し，当該房屋と土地は出
租条件に符合し，出租房屋も当地の規定に基づいて房屋租賃証と租賃登記
報告・記録［備案］手続を済ませており，従って Y1Y2の房屋と土地の出
租行為は何ら法律，法規の強制性規定に違反していない。従って原再審判
決は不当ではない。しかし，原再審法院が「双方が締結した租賃契約は工
業用工場と弁公用地を商業用途とすることは土地利用全体計画には違反し
ていない……」ことを理由に当該租賃契約が法律の強制性規定に違反して
おらず，有効であると認定したことは妥当でない。（しかし）Xの房屋租
賃契約無効の再審申請は，理由が不十分で，支持しない。契約法216条は，
出租人は約定に基づいて租賃物を承租人に引渡し，併せて租賃期間租賃物
の約定に符合した用途を保持しなければならないと規定している。Xが承
租房屋と土地を商業用途に用いたのに，Y1Y2が出租した房屋の性質は弁
公用地であり，租賃物は租賃契約の約定の用途と符合せず，且つその後租
賃房屋と土地を遊休の状態に置いた。従って，房屋租賃契約を解除し，
Y1Y2に対して保証金を Xに返還することを命じた二審再審（ハ）の判断は
正しい。
　本案は土地管理法 4条等の理解をめぐって，イとニが52条違反による無
効，ロは有効且つ実際履行，ハとホが契約解除と分かれ，しかも解除説を
とるハとホもその根拠は前者が94条，後者は特別法としての216条と異な
り，実に多岐にわたっている。

　 中国建設銀行股份有限公司案（広東省高級法院民事判決書（2010）粤高法
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民二提字第68─160号）

　事件の概要
　原告の主張
　原告 Xは Y1Y2と借款契約を締結。Xは Y1に借款を提供し，借款期限は
10年，Y1は購入家屋をもって抵当とする。Y2は連帯保証人になる。契約
締結後，Xは Y1に貸付をなし，且つ関連家屋に抵当権設定の登記を済ま
せた。しかし，Y1はローン返還義務を履行せず，違約を構成するので，
契約の解除，ローン元本及び利息の償還，Xの当該抵当物件に対する優先
受償権の確認等を求める。
　イ　一審判決
　Y1は第 1期の家屋購入代金をいまだ実際に支払っておらず，また当該
房屋を受け取ってもいない。Y3は Y1が第 1期の代金を支払っていない状
況のもとで Y1がこの代金を支払ったことの領収書を発行し，Y1の Xから
の借入の条件を具備させた。Xが Y1に貸し付けた後，Y3はまた Y1と当該
商品房売買契約を終了させた。Y2，Y3の法定代表人はいずれも Aである。
Y2はこの事実を明白に知っていた。このことから，Y1Y2Y3は，事実の真
相を覆い隠す方式で Xの貸付金を騙し取る行為をなしたと認定する。
Y1Y2Y3の行為は合法的形式を以て不法な目的を覆い隠す行為に属する。契
約法52条 3号に基づいて，当該契約は無効と認定する。契約法58条の規定
により，契約無効の時，当該契約で取得した財産は返還しなければなら
ず，故意・過失ある側はこれによって受けた損失の賠償をしなければなら
ない。
　ロ　二審判決
　Y1Y2Y3の行為は……契約法52条 3号の規定に基づき，当該契約は無効と
認定する。Y1Y2Y3が Xと締結した契約は無効であるので，契約解除の問
題は存在しない。契約法58条は，契約が無効の時，当該契約によって取得
した財産は返還し，返還出来ない時は，価額に換算して補償しなければな
らない，故意・過失がある時は，相応の責任を負わなければならないと規
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定する。従って，Y1は借り受けた元本と利息を Xに返還しなければなら
ない。次に，抵当契約無効の効果について。Xは当該商品房に対して優先
受償権を有しない。Xの，当該商品房に対して優先受償権を有するとの請
求は支持されない。最後に，保証契約の効果について。担保法 5条 2項
は，担保契約が無効と確認された後，債務者，担保者，債権者に故意・過
失がある場合，その故意・過失に基づいて相応の民事責任を負担する。一
審法院の判決後，原審の被告は上訴を提起していない。債権者の利益を十
分に保証するために，一審判決で確定した原審各被告の責任負担方式に対
して変更を加えない。
　ハ　Xの再審申請に基づく再審判決
　Xと Y2，Y3は楼宇銀行ローン合作契約を締結，Y3と Y2が共同で保証人
となり，Xと Y1の個人住宅借款契約の連帯保証人となる。……個人住宅借
款契約及び楼宇銀行ローン合作契約は Y3Y2及び Y1が借款を騙し取るため
に詐欺の方式で締結した契約であり，それにより Xの利益に損害を与え
た。契約法54条 2項及び55条の規定により，Xは人民法院又は仲裁機関に
契約の取消を請求できる。取消権行使期間は 1年である。Xは取消権を行
使していないので，Xと Y1Y2Y3との契約は有効である。貸付返済期限到
来後，借款人は約定どおり返済しておらず，また Y2Y3も保証責任を履行
しておらず，Xの合法的権益に損害を与えた。Xは Y1の長期に渉る債務
不履行のため，その契約目的の実現を不可能とした。契約法94条 4号の規
定に基づき，Xの契約解除を支持する。契約法97条により，Y1は Xに借
款元本と利息を返済し，担保法適用若干問題解釈10条の，主たる契約解除
後，担保人は債務者の負うべき民事責任についてなお担保責任を負うとの
規定により，Xは抵当登記をなした房屋に対して依然として優先受償権を
有する。
　以上，イとロでは52条 3号により契約無効，ロではその無効の効力とし
て抵当契約にもとづく抵当物の優先受償権も消滅するとの判断を示し，そ
れに対して，ハでは Xと Y1との借款契約は詐欺に基づく取消事由に該当
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し，Xは取消していないので，契約は有効であり，その契約において Y1

の債務不履行により Xの契約目的実現が不可能となったとして94条 4号
を適用し，その解除認定により担保法司法解釈適用が可能となり，同司法
解釈の効果として房屋に対する Xの優先受償権を取得するとの判断を示
した。

　 青島市国土資源和房屋管理局嶗山国土資源分局案（最高人民法院民事判
決書（2007）民一終字第84号）

　本案は農地の建設用地への転用に絡む土地使用権譲渡契約の有効，無効
が争われた事案で，一審，二審の判決要旨は以下の通りである。
　一審（山東省高級法院）判決要旨
　双方当事者が締結した国有土地使用権譲渡契約が関わる土地のうち，一
部の土地は農用地の建設用地への転用手続がすでに終わっており，土地管
理法43条，44条の規定に基づき，Yはこの部分につき譲渡する権利を有す
る。しかし，残りの土地はいまだ政府の批准を経ておらず，依然として農
村集団所有地に属し，①この土地の譲渡は無権処分に属する。契約有効部
分については，Xは代金を支払っており，Yは Xに引き渡さなければなら
ない。Yの契約解除の抗弁は成立しない。
　Yの上訴
　本件係争地は不可分一体であり，一部有効の判断は誤っており，係争地
は完全には政府の批准を経ておらず，本件譲渡契約は法的効力を有しな
い。
　二審（最高法院）の判決要旨
　本件は省政府の批准を経てはじめて効力が生ずるが，契約締結前に84畝
についてはすでに省政府の批准を経ており，この部分は今次の審査承認の
対象とはならない。審査承認を経ていない残りの土地については，約定に
より契約は未だ効力を生じておらず，法により譲渡できない。② Yは，
契約はすでに成立するも未だ効力を生じていないのであって，一部有効，
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一部無効と認定すべきではないと考えるが，契約法44条と土地管理法44条
によれば，本案中の政府の批准を経ていない131畝の農地転用部分は③契
約無効に属する。84畝についての譲渡契約は有効である。ところで，契約
解除の前提条件は契約が有効であるということである。……しかし，Xは
84畝の譲渡代金を支払っておらず，契約解除の条件はすでに成就し，Yの
解除行為は有効であり，解除に伴って，Xに84畝の土地使用権譲渡義務を
履行しなかったとの Yの上訴は理に適っており，一審は法律適用を誤っ
ている。
　本件で興味深いのは，131畝の土地の処分に関する理解の食い違いで，
ここには行政機関の審査承認権と契約の効力をめぐる裁判実務上の混乱が
見てとれる。すなわち，第一に，①の「無権処分」の表現からわかるよう
に，一審は契約法51条を適用し，それに対して，二審の最高法院は契約法
44条を引用している。因みに，一審は「無権処分」故に無効と判断してい
るが，「無権処分」の契約自体は有効との考えもあり得るわけで（2012年

の売買契約に関する司法解釈はこの立場をとる），もし後者の立場をとれば契
約解除の問題となる。第二に，②の上訴人は，契約法44条 2項は効力未定
規定と考え，他方，最高法院は，行政機関の承認を経ていない契約は「無
効」と考えている。ところで，第三に，最高法院の無効判断は，契約法44

条 2項を規範的拘束力のあるものと理解したうえでのものなのか，それと
も，44条 2項にはそうした効力はなく，無効の実体的判断基準をなしてい
るのは土地管理法44条だけであるのか明確ではない。

三　93条の適用をめぐって

　93条 1項は合意解除を，同 2項は約定解除を定める。合意解除が紛糾し
て裁判例をなすことは当然のことながら少ない。しかし，注目すべき裁判
例が数例存する。その一つは杭州紅楠進出口有限公司案（浙江省高級法院
民事判決書（2009）浙商外終字第76号）で，原審裁判所は「契約履行過程に
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おいて，双方で紛糾が生じ，いまだ全部の履行を完遂できず，現在，双方
がともに契約解除を要求し，意思表示が一致しているので，認める」と述
べている。合意解除に属すると考えてよい。しかし，にもかかわらず双方
が手付及び損失賠償問題で争っていて，裁判所は「本案の契約の履行状況
と紛糾発生の原因を総合的に判断すると，Yには違約行為が存し，Xには
違約行為が存せず，故に Xの，Yに対する手付 2倍返しの請求は法的に
根拠がある」と判示し，二審もそれを支持し，Xの手付 2倍返しの請求と
一部の貨物代金返還請求を認めている。
　このように，合意解除したからといってそれで一件落着するわけではな
く，合意解除しながら損失賠償等で折り合いがつかなければ訴訟は続い
た。匯徳有限公司案（広東省高級法院民事判決書（2004）粤高法民四終字第

143号）はそうした事例であり，一審，二審の判決要旨は以下の通りであ
る。
　一審判決要旨
　Xと Yが締結した売買契約は法により成立し合法有効である。両者は
一審の審理中，2000年 2月15日に締結した契約の合意解除を表示し，法院
はそれを認める。……契約法93条……に基づき，① Xと Yの売買契約を
解除し，② Yは未払い代金1,032,181米ドル及び滞納金を支払うこと，③
Xは Yに対して顧問費，出張旅費241,168.42米ドルを支払うことを命じ，
④ Yのその他の請求を棄却する。
　二審判決要旨
　契約法93条 1項は合意解除， 2項は約定解除を規定している。原審にお
いて，Xは Yの違約を理由として，原審法院に対して契約法94条の規定
に基づいて契約を解除することを求め，他方，Yも Xの根本違約により
契約目的が実現できなくなったとして原審法院に契約の解除を求めた。Y

の主張も，法定解除事由による契約解除の権利の主張に属する。故に，双
方の訴訟請求は，いずれも法院にその解除権行使の権利の確認を求めてい
ることである。双方とも契約を解除することにつき協商一致をみていない
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［双方并未協商一致解除合同］。原審法院は双方に解除権を行使する権利が
存するかどうかにつき審理を行っていない。しかし，双方は原審において
契約解除に同意することを表示している［表示同意解除合同］ので，契約
法93条の規定に基づき，契約を解除する。原審判決中②部分のみ支払額を
135,989.28米ドルに変更する。
　本件は，双方が94条の法定解除事由に基づく解除権の行使を求め，審理
の中で契約解除に同意したものである。しかし，二審にある「協商一致を
みていない」という文言と「契約解除に同意する」ということの脈略がい
まひとつ釈然としない。
　本件で最も問題となるのは，一審で解除に同意していながら，Yは上記
②の部分を不服として上訴しているということである。合意解除［協議解
除］に関しては，「合意解除の状況のもとで，もし当事者が相手方の違約
によって生じた損害及び賠償問題につき合意をみていない場合に，合意解
除後に賠償を主張できるか」という問題がある（7）。この点に関して，合意
解除に至っていても損害賠償の請求には影響を与えないという説と，合意
解除には遡及力があり，損害賠償請求権は発生せず，またそもそも，合意
解除は紛争を解決するためであるから，当事者が損害賠償請求権を放棄し
ない限り，合意解除ということはあり得ないとの両説が存する（8）。この点
について，本件事例を見てみると，前者の説に立っているということがで
きる。
　さらに，93条 1項適用事案の中には，双方当事者が法定解除，特に94条
4号適用を主張し，裁判所がそれを否定したうえで，職権主義的に合意解
除に持ち込むという例が存在する。
　例えば　山西数源華石化工事能源有限公司案（最高法院民事判決書
（2012）民一終字第67号）では，「本案租賃契約及び補充契約は契約解除に

（ 7）　王利明『合同法研究』第二巻（修訂版），中国人民大学出版社，2011年，296
頁。

（ 8）　同，296頁。
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ついて約定を交わしていない。Xと Yはともに違約行為があるが，契約
目的を実現不能にする程度ではなく，根本違約を構成しない。故に Xと
Yが，相手方が根本違約を構成するということを理由として法定解除権を
行使するためには根拠を欠いている。本案紛糾後，Yと Xは某政府の主
導のもと2007年10月16日協調会を開催し，会議紀要を作成し，当該紀要に
は双方の署名があり，双方当事者が租賃契約及び補充契約を終了させるこ
とに同意する意思表示をなした。双方当事者は会議紀要作成後，租賃契約
の履行を復活させる協議を試みたが，いまだ意見の一致を見ていない。故
に，本院は Xと Yの租賃契約及び補充契約は2007年10月16日から解除さ
れたことを認定する。Yと Xが違約によってもたらした損失については，
各自負担すべき責任の割合は，全案の事実と双方違約の継続履行不能との
関連性を総合し，Xの負担50％，Yの負担50％と酌定する。」と説き，
　また　黄勉等案（広東省高級法院民事判決書（2010）粤高法民二終字第47

号）では「双方当事者は相手方が根本違約を構成することを主張するが，
いずれの主張も支持しない。しかし，当事者双方は契約履行においてとも
に誠実信用原則に従っておらず，Xは……約定どおり共同管理の口座を開
設せず…… Yは問題の処理が粗暴で……双方当事者とも契約の履行不能
につき過失がある。訴訟中 XYともに契約解除を主張し，且つ事実上 Xは
持ち場を離れ，合作から退いている。故に原審法院の契約解除は正しい。」
と説き，
　さらに　匯徳有限公司案（広東省高級法院民事判決書（2004）粤高法民四

終字第143号）では「原審において，Xは Yの違約を理由として原審法院
に契約法94条 4号の規定に基づき契約解除を請求し，他方，Yも Xの根
本違約により契約目的が実現できなくなったとして原審法院に契約解除を
請求している。これは法定契約解除事由を以て契約解除の権利を主張する
ものである。故に双方の訴訟請求はその解除権行使の効力の確認を求める
ものである。双方はいまだ協商一致での契約解除に至っていない。原審法
院は，双方に解除権行使の権利があるかどうかにつき審理を行わず，双方
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が原審の中でともに契約解除に同意しているとして，契約法93条の規定に
よって契約解除の判決をくだしている。本院はこの判決を維持する。」と
説いている。
　これらの裁判例は，裁判所が職権的に合意解除に導いている事例であ
る。こうした種類の93条 1号適用のケースが中国司法に存することを看過
してはならない。
　次に，93条 2項の約定解除についてであるが，これは解除条件つき契約
とは異なる。解除条件つき契約の場合，条件が成就すれば自動的に解除さ
れるが，約定解除では一定の条件の成就が解除権形成の原因となるもの
の，自動的に解除されるわけではない。すなわち約定解除の場合，解除権
者が主導的に解除権を行使してはじめて解除できる（9）。
　約定解除の適用をめぐって争われた裁判例は10例ほど存在する。以下，
二例のみ紹介しておきたい。
　朱楼三組案（『人民法院案例選』2009年第 4輯所収，175頁～176頁）

　本案は，約定解除が認められなかった例である。本件の契約類型は農業
請負契約であり，Y（ 6人）は X（村民小組）と新開墾地の請負契約を締結
し，その中で，Yは毎年10月 1日までに請負費を前納し，もし15日以上滞
納すれば，Xは土地を収回し別人に発注するというものである。契約締結
後，Yは約定どおりに請負費を支払わず，そこで Xは契約解除を求めて
訴訟を提起した。
　本件についての裁判所の判断は以下のとおりであった。
　裁判要旨
　当該請負契約は有効である。Yが時期どおりに請負費を支払っていない
行為は違約をなすが，いまだ契約に対する根本違約を構成せず，契約目的
の実現に影響を与えていない。立法目的及び村民の生産，生活と社会の安
定を考慮し，契約を解除すべきではない。

（ 9）　王利明，前掲注（ 6）書，697頁。
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　本件は，農家請負契約における農民保護，社会の安定化といった立法目
的に照らして，約定解除よりは94条 4号の根本違約の判断基準を優先さ
せ，94条 4号に該当しないとして解除を認めなかった。

　龔燕東案（広東省高級法院民事判決書（2009）粤高法審監民提字第78号）

　本件の契約類型は租賃契約である。原告の主張は以下の通りである。
　原告 Xの主張
　Xは Yと房屋租賃契約を締結し，その内容は，Yはその所有する某所28

号楼の 1階から 4階までの房屋を Xに賃貸する，租賃期間は2003年 5月
1日から2008年12月30日まで，毎月の租金は17,000元，租金は2003年 5月
1日より支払う，租賃房屋の用途は商場，住宅等とするというものであっ
た。契約締結後，Xは大量の資金を投じて租賃房屋に改修を加え，同年，
一部の房屋を第三者 Aに転貸。Xと Aが租賃房屋に対して正常な改修を
行っている過程で，Yは Xの分租房屋租金が相当な価値があると感じ，
心の中で後悔の念を生じ， 5月中旬，Xが約定どおりの用途で房屋を使用
していないことを理由として家人を組織して野蛮な手段で Xと Aの改修
工事を阻止し，工事を停止させ，Yは Aを教唆して Xとの分租契約を解
除させた。 6月 1日，Yは正当な理由なく，Xの租金の受け取りを拒ん
だ。 6月 4日，Yは各種の出鱈目な理由で一方的に契約を解除した。Xは
契約の規定する義務を履行し，Yは Xの房屋の正常な改修を妨害し，違
法に契約を破棄し，Xの房屋使用と転租を禁止している。これは重大な違
約に属し，Xに巨額の損失をもたらした。そこで，本契約有効の判決を求
め，Xの本契約の継続履行と損害賠償額1,038,483.25元の支払を求める。
　一審基層法院判決要旨
　Xの房屋改修行為は違約を構成する。しかし，双方の契約条項の中で
は，この行為に対して約定している違約責任は “照価賠償”（価額に換算し
て賠償する）ということである。しかるに Yは契約法219条の，承租人が
約定の方法，租賃物の性質に基づいて租賃物を使用しなければ，出租人は
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契約の解除と損失賠償を請求する権利を有するとの規定により，契約の解
除と損失賠償を請求している。ところで，法律の禁止性規定に違反しない
限り，契約自由により当事者が自由に権利義務を設定することを認めてい
る。契約法219条は法定解除権の規定であるが，任意性規定であり，禁止
性規定ではない。従って，約定は法定に優先するとの原則により，双方の
約定を適用すべきで，Yの法定解除権を排斥する。Xには契約通りに施工
していないという違約行為は存在するが，Yの主要な利益である租金の取
得が阻まれているわけではない。Xが契約解除に猛烈に反対したとき，Y

が無理やり房屋を回収し，契約を解除したことは違約を構成する。……本
案の状況によれば，Xは契約の履行過程において先に違約行為をなしてお
り，違約責任を負わなければならない。しかし，Yがこれを理由に契約を
解除することは法的根拠がなく，またこの解除は違約行為であり，違約責
任を負わなければならない。契約の継続履行は事実上履行不能で，契約は
解除されなければならない。Xは租賃物を Yに返還し，Yは房屋手付金
［押金］50,000元を返還せよ。
　二審中級法院判決要旨
　（ⅰ）　Yの契約解除及び出租房屋の一部収回行為は違約をなすかどうか
の問題について。
　Xは Yの明確な同意を経ずに房屋を改修し，出租房屋が損壊を受け，
危険点を生じた。当該契約 4条は Yがこれに対して契約解除権を有する
ことを排除していないが，しかし当該契約条項は，また，Yがこうした場
合に一方的に契約を解除できることを明確に約定していない。従って，Y

は契約法223条 2項の「承租人が出租人の同意を得ずに租賃物に対して改
善又は他物の増設を行った場合は，出租人は承租人に原状回復又は損失賠
償を要求することができる」という規定及び契約 4条 2項の約定に基づい
て，Xに房屋の原状回復又は損失賠償を請求できるだけである。従って，
Yは双方の合意［協商一致］が得られない状況のもとで，一方的に Xに
契約解除を通知し，大部分の租賃房屋を収回した行為は，根本違約を構成
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する。
　（ⅱ）　本案契約の処理の問題について。
　契約解除の問題。Yはすでに1077.64平米の房屋を収回し他人に転租し
ており，この部分の租賃契約については，事実上履行ができなくなってい
る。従って，この部分の房屋の租賃契約は解除すべきである。Xの改修行
為は根本違約を構成しないので，契約を解除するには不十分である。且
つ，Xは双方で紛糾が生じた中で，今なお134.28平米の部分を継続使用し
ており，従ってこの部分についての租賃契約は履行を継続しなければなら
ない。
　広東省高級法院再審判決要旨
　Xの房屋改修行為は房屋に対して損害を与えており，違約を構成する。
原審が，Xの改修行為によって当該房屋に危険点が生じたことを認定して
いることは不当でない。しかし，Xによる損壊の状況は，その性質及び程
度において，重大ではなく，修復が可能で，直接契約目的の実現を不可能
とするものでない。契約はまたこうした状況につき契約をただちに解除す
るとの約定もとり交わしていない。Yの契約解除の理由は成立せず，その
解除の行為は違約を構成する。Yが契約解除時に収回せず Xが使用して
いる134.28平米の房屋については，Yの，契約解除の理由は成立せず，契
約は継続履行されるべきである。
　本件は，解除に関する約定と法定解除に関する契約法各則219条のいず
れを優先させるかが問題となった案件で，一審，二審，再審いずれの判決
も約定解除が優位するとの判断を示している。
　約定解除と法定解除が対抗し合う事例はこの襲案 1例のみで，他は両者
が併用される事例である。しかし，その場合も，前掲の朱楼三組案のよう
な政策的要素の濃い事案を除けば，約定解除事由が法定解除事由に優先し
たと考えてよい。
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四　94条の適用をめぐって

　（ 1）94条 4号及び 3号の適用例
　94条は，不可抗力による契約目的実現不能を理由とする解除につき 1号
で，履行期前の契約違反を理由とする解除につき 2号で，履行遅滞に対す
る催告を経ての解除につき 3号で，根本違約を理由とする解除につき 4号
で，各則で規定されている解除につき 5号で規定している。この中で，筆
者が目を通した裁判例において圧倒的に多いのは 4号の根本違約を理由と
する契約解除の適用例である。一応そのデータを示せば，すべての審級で
4号が適用された裁判例は23例，上級審で認められた例が 1例存する。94

条とのみ表記された裁判例の中にも 4号該当例は存するものと思われる。
他方，下級審で認められ，上級審で否定されたものが 3例ある。
　中国の 4号の根本違約を理由とする契約解除は CISGを参照して作られ
た規定であるが，注（ 3）に記す通り，予見可能性が期待できない場合に
は解除を否定する CISGの制限的規定が取り払われており，「契約目的が
実現できない」という抽象的文言のみで解除ができることになっている。
当然，CISGに比べたら，その適用範囲は広くなる。そこで問題になるの
は，「契約目的が実現できない」という要件についてのより一層の具体化
の試みがなされているかということであるが，そうした試みは，最高法院
をはじめとして，いまだなされていないように思われる。
　裁判例での表現をそのまま例示すれば以下の通りである。「契約目的が
実現できるかどうかは，履行遅滞の期間［時間］及び相手方当事者の利益
の変化等の要素について総合的に考量しなければならない。……契約締結
後，Xは約定に基づき 7日以内に200万元を支払っておらず，履行遅滞を
構成し，その後の21カ月内においても契約の3.2億元についてまったく代
金を支払っていない。しかるにこの期間，土地市場の市況は重大な変化が
生じ，Yが係争房屋と土地利用権を転譲して市場の市況に符合する対価を
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獲得する契約目的の実現を不可能にした。従って Yは契約を解除する権
利を有する」（寧波世程電子科技有限公司案，上海市高級法院民事判決書
（2009）瀘高民一（民）終字第27号。本件の背景には，Yが Xに対して契約解除

の通知を発する前に，第三者とただちに契約を締結し，当該契約の目的物を処

分してしまったという事情が存した）。「Yは約定どおりに目的物を引き渡し
ていないと認定しなければならない。…… Yの行為は誠実信用原則の要求
に反し，違約を構成する。しかし，不足の目的物は少量にとどまり，Xは
この数量の目的物の不足が契約目的を不可能［落空］にすることの証明が
できておらず，……一般違約にとどまり，双方が約定した，取り過ぎ分を
返還して不足分を補う［多退少補］との方法で解決でき，従って Yの行
為が根本違約を構成すると認定できない」（科爾師克維奇案（広東省高級法
院民事判決書（2008）粤高法民四終字第89号）。「Xと Yが契約を締結したの
は，当事者自身の経済的利益を実現するためであり，契約履行の過程で生
じた矛盾を双方で自主的解決ができず，お互いに睨み合って対立し，工場
の建物及び設備の未利用状態［空置］をもたらしており，それは社会的資
源の浪費であって，双方が契約を締結した目的に悖る」（呂宝玲案（淅江省
高級法院民事判決書（2010）浙商提字第 1号）。「双方が締結したのは房屋売
買契約である。…… Yの主要義務は売買代金の支払である。Xは約定どお
り房屋を引き渡しており，自己の主要な義務を履行している。Yは約定に
基づき50,000元の手付を支払っているものの，期日通り最初の代金30,000

元は未払いである。Yが支払を拒んでいる額は全体額の小部分であるが，
しかし当該行為は残りの大部分の支払代金の継続履行を不可能にし，契約
目的を実現できなくさせているので，すでに根本違約を構成する」（周喜
和案，広東省高級法院民事判決書（2009）粤高法審監民提字第275号）。「契約
法94条の……法律が根本違約を定めている目的は，一方当事者が相手方の
違約の後，契約解除の権利を乱用するのを制限することにある。本案で
は，Xの装船は 1日の遅延で，それは Yの契約目的を不可能にさせてお
らず，Xの行為は根本違約を構成しない。」（韓昌産業株式会社案，上海市高
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級法院民事判決書（2010）瀘高民二（商）終字第78号）。
　以上を見る限り94条 4号の目的は「契約解除の権利を乱用するのを制限
する」ことにあるとしても，そのための具体的命題が示されているとは言
えず，ケースバイケースで判断されている。
　94条 4号の適用をめぐっては審級間で紛糾した事例も存在する。上記の
周喜和案もその一例である。
　原告 Xの主張
　2002年12月10日，Xと Yは房屋譲渡契約を締結。その内容は，譲渡価
額は215,000元，契約締結時に手付50,000元を支払う。2002年12月25日まで
に30,000元を支払い，房地産権利証の登記より 1月以内に残額を支払うと
いうものであった。契約締結の効力が生じた後，Xは目的物を Yに引渡
し使用に供するも，Yは手付50,000元を支払ったほかは未払いである。X

はたびたび催促するも Yはさまざまな理由をつけて言い逃れしてきた。
契約締結以来，Yは購入代金の支払いを拒み，Xに巨大な損失を与えてお
り，Yの行為はすでに Xの合法的権益を著しく侵害しているため，法院
に対して解除を求める。
　イ　一審判決要旨
　本案では解除につき約定を交わしていないので，契約を解除できるかど
うかは，双方当事者の行為が契約目的を実現できなくするかどうか，すな
わち法定解除事由が存在するかどうかに基づいて確定されなければならな
い（ここでは 3号は全く想定されていない─小口）。本案においては，Yの行
為は契約の一部不履行であり，その不履行が契約目的の実現を直接妨げる
ものではなく，根本違約には当たらない。Yによる履行不足部分の補足を
通じて契約目的を実現でき，Xは Yの違約責任を追究してその履行遅滞
によって生じた損失を補償（ママ）させるべきであり，契約解除を通じて
Yに制裁を行うべきではない。
　ロ　二審での，原審は事実認定が不十分で，法律適用が不当であるとの
破棄差戻し判決を受けての原審での再度の判決要旨
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　契約履行中，Yは，契約第 2条で約定した2002年12月25日までに支払う
べき房屋代金30,000元を支払っておらず，且つ Xの度重なる催促のもと
で，Xが水と電気の［報装］？手続を行わないことを理由に房屋代金支払
いを拒んでおり，Yのこうしたやり方は契約履行の主要な義務の遅滞を構
成する。従って Xが Yの違約を理由に，双方の契約の解除を請求してい
ることは……支持される。
　ハ　二審判決要旨
　Yの抗弁は支持されない。Yが支払いを拒絶した第 1期の房屋代金額は
全体の房屋代金の一部を占めるに過ぎないが，その履行を拒んだ行為は，
明らかにその他の条項の履行に影響を与え，且つ Xの契約目的を長期に
渉って果たせなくしている。契約法94条 3号による Xの契約解除の要求
は法律の規定に符合する。
　ニ　二審再審判決
　Yが2002年12月25日までに支払うべき30,000元をまだ支払っていない。
この行為は契約の一部不履行に属するが，Yのこの一部不履行は何ら契約
目的の実現を妨げるものではなく，根本違約を構成しない。且つ双方の紛
糾の過程において，Yが一貫して双方の契約関係の継続維持を要求してお
り，Yには主観的に契約を履行しないことの故意は存在せず，従って X

の契約解除の理由は法定解除条件に符合せず，故に Xの訴訟請求は支持
されない。
　ホ　省級検察院の抗訴要旨
　二審再審判決は法律の適用を誤ったものである。…… Yの違約行為は契
約の法定解除条件を構成し，Xは法により契約を解除する権利を有する。
Yが支払いを拒んだ房屋代金は全体の支払代金の一部に過ぎないが，しか
し本案では Yの未払い行為は実際には直接その他の契約条項の継続履行
に影響を与えており，Xの契約目的の実現を不可能にしている。Yの約定
代金未払いは94条 3号の事由に該当する。
　ヘ　省高級法院再審判決要旨
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　Xは約定どおり房屋を引渡し，すでに自己の主要な義務を履行してい
る。Yは約定の手付50,000元を支払ったほかは，まだ第 1期の房屋代金
30,000元を支払っていない。Yが支払いを拒んでいる房屋代金は全体の代
金額の少額部分ではあるが，しかし当該行為は残りの大部分の房屋代金の
継続履行をできなくさせ，契約目的を長期に渉って実現できなくさせてお
り，根本違約を構成する。……契約法94条 4号の規定により，Xの契約解
除の請求は理由も十分で，支持すべきである。
　本件では，イが解除を否定，ロが 3号の事由に基づき解除，ハも 3号に
基づき解除，ニは解除を否定し，継続履行，ホは 3号事由に基づき解除，
そしてヘは 4号事由に基づき解除と，判決は二転三転している。この裁判
例で注目すべきことは， 3号と 4号の構成要件の理解に混乱が見られると
いうことである。すなわち，94条 3号は，契約目的の実現を不能にするこ
とを要件とするものではなく，履行遅滞があり，催告をしても履行しなけ
れば，解除ができるという趣旨の規定の筈であり，ロはその趣旨を体現し
た判決である。その意味では，ニの判決は疑問である。何故なら根本違約
に該当しないからといって解除ができないわけではないからである。ま
た，イも解除事由として根本違約だけが想定されている。
　「契約目的を実現できなくする」ことの証明に比べたら，履行遅滞とい
う客観的事実にもとづき，催告さえすれば解除が認められる 3号の方が適
用し易いはずなのに，実際には，筆者が参照した裁判例においては 3号適
用事例は多くない。泰陽証券有限責任公司案（上海市高級法院民事判決書
（2004）瀘高民二（商）終字第259号），深圳市林氏脚手架有限公司案（（2009）

粤高法審監民提字第334号），深圳市港中旅物流貿易有限公司案（広東省高級
法院民事判決書（2010）粤高法民二終字第29号），上海学人電子科技服務有限
公司案（上海市高級法院民事判決書（2008）瀘高民一（民）終字第47号，原審

は 2号適用），加港投資有限公司案（上海市高級法院民事判決書（2004）瀘高

民四（商）終字第20号）と 5例を数えるのみである。
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　（ 2）94条 1， 2， 5号適用例
　94条の他の事由，即ち 1号， 2号及び 5号適用状況について言えば， 1

号適用事例の少なさが目につく。今回の論文執筆のために目を通した事例
による限り，重慶市永川区農業委員会案（重慶市第五中級法院民事判決書
（2010）渝五中法民終字第3061号）の 1例のみである。
　本件の概要は，Y（杜松涛）と X（区農業委員会）との土地請負契約をめ
ぐる紛糾案で，請負地が収用の対象となり，Xが請負契約の解除を求めた
というものである。
　二審の判決要旨
　不可抗力により契約目的が実現できなくなった時は，当事者は契約を解
除できる。Yと Xが契約で約定した請負地はすでに重慶市永川区人民政
府の全体プロジェクトのために収用されることとなった。この政府の収用
行為は不可抗力に属し，且つ当該収用対象地は完全に契約が履行不能とな
り，Xが法により一方的に契約の解除を求めたのは，誠実信用原則に違背
していない。
　本件は94条 1号の適用例であるが，この種の事例は危険負担の適用と競
合する。別稿の危険負担の裁判例の分析において紹介しているように，売
買契約に関する危険負担142条と94条が競合した事例は 3例目にすること
ができた。孫紅亮案（『人民法院案例選』2001年 4輯，人民法院出版社，2002

年，225頁以下），羊興新案（浙江省金華市中級法院民事判決書（2003）金中一

終字第180号），呉峯案（河南省南陽市中級法院民事判決書（2010）南民再字第

6号）がそれで，孫案についていえば，危険負担と解除（ 1号事由か）が
奇異なことに並列的に論じられているが，実質は危険負担適用例である。
羊案について言えば，一審は解除（但し 1号適用か 4号適用か明示されず），
二審は危険負担を適用している。呉案も同様で，一審は解除，二審は危険
負担が適用されている。要するに，終審判決だけをみれば，すべて危険負
担が適用されている。因みに，羊案，呉案は上記永川区農業委員会案と同
様，地方政府による土地収用に絡む事例である。筆者が目を通した裁判例
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による限りでは，不可抗力を理由とする契約解除の例は絶無に近い。
　 2号適用事例に目を転ずると，最終的にその適用が認められた事例は，
深圳市迅烈運輸有限公司案（浙江省高級法院民事判決書（2007）浙民三終字

第146号），上海良森商務有限公司案（上海市高級法院（2000）瀘高民終字第

141号），天津冶金軋一鋼鉄集団有限公司案（浙江省高級法院民事判決書
（2010）浙商終字第34号）の 3例にとどまる。
　ところで， 2号の適用に関して問題となるのは，黙示の毀約を理由とす
る契約解除の場合，解除に先立ち催告を要件とするかどうかということに
ついてである。69条が不安抗弁権の行使から解除に至る場合，実質的に催
告を要件としているのに対して，94条 2号の履行期前の契約違反中「自己
の行為を以てその主要な債務を履行しない」，即ち黙示の毀約の場合，解
除を求める側は催告を必要とするのかどうか，何も語っていない。この点
に関して上記事例 3例を見てみると，深圳市迅烈運輸有限公司案，及び上
海良森商務有限公司案は明示の毀約で，従って催告の問題は生じず，残る
天津冶金公司案は明示の毀約か黙示の毀約か不明で，仮に黙示の毀約とし
た場合でも催告に関する言及はない。しかし，催告の要否の点で興味ある
裁判例が 1例存する。それは，張家界電力広告装飾工程有限公司案（最高
法院民事判決書（2011）民提字第228号）である。裁判所の判決においてで
はないが，再審請求者の主張の中に「契約法94条の規定によれば，以下の
事由が存する時は，当事者は契約を解除できる。（一）履行期到来前に，
当事者自身の行為で主要な義務を履行しないことを表示したと時……。被
申請人は自己の行為を以て契約の主要な義務を履行しないことを表明し，
申請人の催告を経た後も，前後 1年の長きに渉ってなお履行していない。
こうした場合…契約の解除を主張することは，94条の規定に符合する」と
いう記述が見られ，これからすると，94条 2号に基づいて解除を求める場
合は，催告が要件となるということを当事者が認識していたことを物語っ
ている。
　なお，裁判所は 4号を適用しているが， 2号事案かと思われる事例が存
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する。中国新型建築材料集団公司案（最高法院民事判決書（2001）民二終字

第68号）がそれで，最高法院は「Y2は第一，第二次の契約が期限到来後も
借款返済義務を履行せず，代金返還と違約責任を負わなければならない。
第三，第四次の借款契約はまだ返済期日が到来しないが，Y2の工場は終
始期日通りにいかなる借款も返済できず，且つ破産に瀕しており，2000年
の全国企業兼併・破産の第三審査名簿に入れられていて，Y2の行為は根
本違約を構成し，契約法94条 4号の規定により，Xは期日未到来の第三
次，第四次の借款契約を解除する権利がある」と述べている。本件は履行
期前の黙示の毀約による解除事由と思われる。
　次に， 5号適用事例についていえば，94条 3号と268条の併用（順溢公司
案，広東省高級法院民事判決書（2004）粤高法民四終字第281号），城市房地産
管理法に関する司法解釈「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」 8条（深圳市闖旗投資発展有限公司案，
広東省高級法院民事判決書（2008）粤高法民一終字第196号），建設部の「城市
公有房屋管理規定の出租人の契約解除権」（諸曁市郵政局案，淅江省高級法
院（2001）淅民法終字第238号），410条と物権法76条 4号に関連する司法解
釈「物業服務紛糾案件を審理するうえでの法律の具体的適用についての若
干の問題に関する解釈」 8条のいずれを適用すべきかが問題となった事例
（広州市中怡物業管理有限公司案，広東省高級法院民事判決書（2011）粤高法審

監民提字第124号），海商法152条（胡桂等案，広西壮族自治区高級法院民事判
決書（2006）桂民四終字第 8号）等が存する。これら 5号適用例において注
目すべきことは，司法解釈や部門規章が 5号案件に適用されていることで
ある。いずれも当該法律に関する司法解釈で，法律そのものではないが，
単独で司法解釈を適用しているわけではないので，法律に含めているので
あろう。
　ところで，ここでの 5号適用案件は，本稿執筆のため無作為で収集した
契約解除案件中のもので，筆者は，これとは別途，危険負担に関する裁判
例の分析を試みた。その詳細は別稿に譲るが（10），この危険負担，具体的
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には売買契約に関する危険負担関連規定の中には目的物の瑕疵を理由とす
る148条の契約解除規定があり，同条に基づく解除の裁判例は相当な数に
上る。これまでの裁判例の分析による限り，契約法94条 5号の適用例とし
て最も多いのはこの148条適用の裁判例である。
　また，不安抗弁権に関しても別途分析を試みたことがあるが，そこでの
小括において，「本稿でみた17例の裁判例から浮かびあがってくる特徴の
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」ということを指摘しておいた。その根拠裁判例については拙稿を参
照してほしい（11）。

　（ 3）付随義務違反を理由とする契約解除をめぐって
　94条 2号及び 3号は「主要な債務」に違反することを解除の要件として
おり，他方， 4号は「主要な債務」に違反することを明文上要件としてい
ない。ここから， 4号の場合は，付随義務違反の場合も契約解除ができる
かどうかが問題となる。この点に関して，韓世遠氏はそれを肯定し（12），
その具体的裁判例として楊艶輝案（最高人民法院公報2003年 5期所載）を紹
介している。
　本件の概要は，Xは航空券販売の代理商 Yより上海発アモイ行きの航
空券を770元で購入し，当日虹橋空港に行き搭乗手続きをとろうとしたと
ころ，本チケットは浦東空港発のものであると告げられ，しかし，引き返
す時間はなく，そこで虹橋発の別の時刻のチケットに換えてもらおうとし
たところ，本チケットは格安チケットなので切り替え発給［簽転］できな
いと告げられ，やむなく新たに850元でアモイ行きチケットを購入し，後
日，770元で購入したチケットの払い戻しを要求したが，このチケットは

（10）　「中国契約法における危険負担の基礎的研究」比較法学48巻 3号，25頁～34
頁）

（11）　「中国契約法における不安抗弁権小論」比較法学48巻 2号， 1～33頁）。
（12）　『合同法総論』第三版，2011年，519～520頁。
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Yより購入したので，Yとの間で払い戻し手続を余儀なくされ，その手続
において20％の手数料をとられ，そこで Xは全額の払い戻しを求めて訴
えを起こしたというものである。
　本件に関する裁判所の判決要旨は以下の通りである。
　運送契約では，明白且つ誤りなく旅客に運送事項を通知することが運送
引受人の付随義務をなす。運送引受人がこの付随義務を正しく履行しては
じめて旅客は約定の時間に約定の場所に集合し，座席を得ることができる
［等待乗座約定的航空工具］。乗客がチケット購入を完成し，運送契約が有
効に成立すると，航空会社の主たる義務は乗客を目的地に運ぶことであ
り，乗客に通知することは航空会社が契約を履行するうえでの付随義務を
なす。しかし，本案では航空会社はチケットに “PVG” の字を記すのみで，
“浦東空港”の漢字の説明は記されていなかった。また口頭での説明もなさ
れず，そのため Xは誤って虹橋空港に行き，当便に搭乗しそこなった。
航空会社の付随義務が適切に履行されなければ，航空輸送契約の目的は実
現できなくなる。従って，航空会社は付随義務履行不当の責任を負わなけ
ればならず，全額の払い戻し料を負担しなければならない。
　下線部の通り，付随義務の不完全履行が契約目的の実現を不可能にした
として94条 4号により契約解除を認め，その効果として全額の払い戻し料
金を取得したのである。

五　96条の通知義務について

　事情変更による契約解除は通知を必要としないが，93条 2項及び94条に
よる解除は通知を要件としている。しかし，通知なしに契約解除を認めた
裁判例が1例存する。寧波世程電子科技有限公司案（上海市高級法院民事判
決書（2009）瀘高民一（民）終字第27号）がそれで，事件の概要及び判決内
容は以下の通りである。
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　事件の概要
　契約の類型は房屋売買契約であり，Yは A（その後 Xとなる）と2005年
3月に当該契約を締結した。その内容は，Aは Y所有の房屋と当該房屋
の占有内の土地使用権を価額320,000,000元で譲り受けるが，契約締結時よ
り 7日以内にその代金の一部2,000,000元を支払うというものであった。契
約締結後，いずれの側も契約を履行しなかった。すなわち Aは契約締結
後 7日以内に2,000,000元を支払わず，Yも代金支払いの催告をなさず，ま
た係争房屋を空けて引き渡すことをしなかった。2007年 1月 4日，Yは同
地の国有土地使用権を建築物と一緒に Bに譲渡しようとして，取締役会
が開かれ，認められた。その譲渡補償額は453,420,000元である。2007年 8

月28日，政府の審査承認を経て，当地の権利者は Bとなった。その後，X

は訴訟を提起し，Yに対して房屋譲渡契約の継続履行を求め，もし履行が
継続できなければ9950万元の損失賠償の支払を求めた。
　一審判決要旨
　係争の契約は契約解除の条件を約定しておらず，Xが違約の場合，Yは
履行を待つか，法定解除権を行使するか選択できる。Yは Xが期日を超
えて代金（2,000,000元のことか─小口）を支払った後，①残額の代金支払い
の催告をしておらず，また解除の意思表示もしていない。契約締結後21カ
月の間，双方はいかなる契約履行行為もなしておらず，係争契約はいわば
休眠状態にあった。本案の争点をなす Yと Aの契約締結行為をどのよう
に認定すべきであるかということであるが，係争契約は，Xが期日を超え
て代金を支払った違約責任の方式は相応の違約金を支払うべきことを定め
ている。主たる債務，付随債務の区別なく，守約方が②法定解除権を行使
しようとすれば，一般的には催告の手続きをなさなければならない。しか
るに Yは Xに通知をしない状況のもとで係争契約の目的物を処分し，こ
の Yの行為は事実上 Xと締結した契約を解除したことを意味する。本法
院は以下のように判断する。履行遅滞が契約目的の実現に影響を与える場
合，③催告手続を経なくても契約を解除できる。その判断基準には，期間
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及び守約方の利益の変化が含まれる。本案に就いて言えば，Xの履行遅滞
は21カ月にも及び，その間に土地市場市況に変化が生じた。前後の契約の
価額から Yの利益に重大な変化が存したことを認定できる。もし履行を
継続していれば，守約方の利益に重大な影響を与えた。それでもなお守約
方に対して相手方が長期に渉って違約した後でさらに催告手続を求めると
したら，苛酷にすぎる。守約方がただちに契約を解除するのを認めるべき
である。
　二審判決要旨
　④相手方の履行遅滞及びその他の違約行為によって契約目的の実現を不
可能にする時は，契約を解除できる。しかるに契約目的を実現できるかど
うかは，履行遅滞の期間及び相手方当事者の利益の変化等の要素を総合的
に考量しなければならない。Yに解除権があるかどうかが本案の争点をな
す。係争契約は房地産譲渡契約で，Xの主たる義務は代金支払い義務であ
る。Xは契約締結後 7日以内に200万元を支払わず，それは履行遅滞を構
成する。その後，21カ月の間，また3.2億元を支払っていない。この間，土
地市場市況に重大な変化が生じ，Yは当該房屋及び土地使用権を市場の市
況に応ずる形で売却して対価を獲得するという契約目的の実現を不能にし
た。従って，Yには契約を解除する権利がある。…… Yは Xに契約解除を
通知しない状況のもとで案外人（B）と契約を締結し，契約目的物件を処
分した。これは契約解除権の行使手続上は瑕疵が存するも，この瑕疵は Y

が契約を解除する権利に影響を与えない。
　一審は，下線①，③の催告の文言が示しているように，94条 3号を想定
し，他方，二審は下線④にあるとおり， 4号の根本違約による解除を想定
している。そして，一審では，下線②に示されているように，催告と通知
を混同しており，混乱が見られる。それに対して，二審は催告を要しない
4号事案とした理解したうえで，通知がなくても契約解除が認められると
の判断を示している。
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六　97条の解除の効果について

　解除の効果をめぐっては，日本と同様，解除によって契約は遡ってなか
ったことになるとする所謂直接効果説と未履行債務については契約は消滅
するが，既履行部分については解除の効果は遡及せず，返還義務が生ずる
とする折衷説とが対立している。そして，中国では，梁慧星，崔建遠，王
利明といった有力民法学者が直接効果説を採っているが，しかし，韓世遠
教授のような著名な若手の学者は所謂折衷説の立場をとっている。
　裁判例に目を転じて見ると，所謂直接効果説の採用を明言している例が
2例存する。その一つは広西桂冠電力股份有限公司案（最高法院民事判決
書（2009）民一終字第23号）で，もう一つは深圳市金牛投資集団有限公司案
（広東省高級法院民事判決書（2002）粤高法民一終字第52号）である。
　最高法院のこの桂冠電力公司案はよく知られた裁判例である。原告の主
張と判決要旨は以下の通りである。
　原告 Xの主張。
　Xと Yは2003年 3月12日，Yは Xのために弁公楼と商品住宅小区を建
設するという開発契約を締結した。契約締結後，Xは積極的に契約を履行
したが，Yは契約義務の履行を怠り，工期が大幅に遅れた。そこで2005年
3月30日，双方は補充契約を締結し，土地補償費を毎畝53万元から95万元
に，土地補償費の総額を1,590万元から2,850万元に引き上げる等を定めた。
しかし，それでも Yの工期は遅延し，品質も不合格で，且つ抵当禁止義
務にも違反する等重大な違約行為が存し，根本違約を構成し，契約目的を
実現できなくなったので，Xには法により契約を解除する権利がある。そ
こで契約を解除し，Yはすでに支払われた投資額11,050万元及び利息
1476.04万元を Xに返還すること，Yは Xに手付100万元を返還すること，
さらに2008年 2月29日に訴訟請求を増やして，Yは Xに工期徒過の違約
金5,187万元を支払うこと，Yは弁公楼抵当違約金5,037.59万元を支払うこ
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と，Yは Xに損失額13,123.3万元を賠償することを求める。
　一審（広西省高級法院）判決要旨
　契約解除後の責任負担問題に関して，Xは Yに対して房屋購入代金の
返還，手付の二倍返し，違約金の支払，房屋購入代金利息損失賠償，弁公
楼重置損失を要求している。本案の契約解除は Yの違約事実によって生
じた法律効果であり，契約の解除は違約責任方式には属さず，違約後の一
種の補救措置に属する。すなわち契約解除後の法律効果は違約責任の形を
とらず［不表現為違約責任］，主に不当利得返還と損害賠償を含む民事責
任の形をとる。Yは契約解除後，房屋購入代金11,050万元及び重置弁公楼
損失13,123.3万元を返還すること，手付 2倍返しについては二度目の契約
では手付の約定はなく認めないこと，違約金については，契約解除の効果
は契約関係を消滅に帰すことであり，契約解除の結果，違約方の責任方式
は違約金の支払の形をとらず，従って Xの違約金支払いの主張は支持し
ないことを命ずる。
　二審（最高法院）判決要旨
　Xの Yに対する，Yの工期徒過を理由とする違約金，及び Yが勝手に
土地を抵当に入れたことの違約金の請求について。契約解除の法律効果
は，契約関係を消滅に帰せしめることであり，契約解除の結果，違約方の
責任負担方式は違約金支払いの形をとらない。従って Xの違約金支払い
の要求は支持されない。
　もう一つの金牛投資集団公司案の概要と判決要旨は以下の通りである。
　契約類型は不動産合作建設契約で，Xが合作建房契約の主体資格を有す
ることを Y1Y2が拒み，当該敷地の価額がまだ支払われていないため，X

は一貫して当該プロジェクト権益変更登記手続をしなかった。Xは2001年
5月30日，Y1の重大な違約と，建物は今に至るも停滞状態にあること，
Y1は敷地代金及び利息を滞納していること，Y1は契約を継続履行する能
力がないことを理由に，環慶ビルの合作建設契約の解除，Y1はその契約
義務の不履行によって Xに与えた経済損失1,000万元を支払うことを求め
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た。
　一審判決要旨
　Aと Y1Y2は環慶ビル合作建設契約を締結したが，Aは負債を抱え，当
該契約の権益の競売を余儀なくされ，民事裁定で Xがその権益を取得し
た。契約の約定によれば，Y1は当該契約の敷地の全部の地価を納める義
務があるのに，長期に渉って納めず，契約目的の実現を不可能にした。も
し現状のまま合作契約を継続すると，さらに損失が拡大する。故に Xの
当該合作契約の解除の請求は支持される。Xは Y1に2,000万元の地価額を
支払わなければならない。Xの Y1に対する経済損失賠償の請求は棄却す
る。
　二審判決要旨
　Y1の行為は重大な違約を構成し，契約目的の実現を不可能にした。も
し契約を継続すれば合作当事者にはさらに損失がもたらされるだろう。従
って，Xの契約解除の請求は契約法94条 4号の規定に該当する。…… Y1の
根本違約により裁判所は契約解除の判断を下した。契約法97条の規定によ
れば，契約解除の効力は契約を締結前の状態に戻すことである。すなわち
契約を解除すると契約は締結の時から法律拘束力を失い，これによって生
ずる直接の財産的処理の結果は原状回復である。契約は始めより効力を失
うことにより，当事者が受領した給付の法律根拠を失い，給付者に返還し
なければならない。原物には利息あるいは果実があり，利息，果実を一括
返還しなければならない。…… Y1が当該プロジェクトに投じた2000万元
の地価額及び銀行利息を Xは返還しなければならない。
　筆者が目を通した裁判例で所謂直接効果説的説明を明示している裁判例
は以上の 2例に止まる。他方，折衷説を思わせる裁判例も存する。汕頭市
潮陽第一建安総公司案（上海市高級法院民事判決書（2009）瀘高民一（民）

終字第10号）及び広東良基兆業投資発展有限公司案（広東省高級法院民事判
決書（2004）粤高法民四終字第83号）がそれである。
　前者の事件の概要と判決要旨は以下の通りである。
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　Xと Yは建設工事施工契約を締結し，Yは工場の工事を Xに請け負わ
せた。しかし，Yの進度に応じた工事代金［工程進度款］の未払いを理由
に，Xは工事を停止し，契約の解除，Xへの工事代金9,230,320元と利息等
の支払を求めて裁判所に訴えを提起した。他方，Yも，Xは自ら工事を停
止したこと，Xの提供した材料は品質が約定に合致しないこと等を理由に
反訴を提起し，契約の解除，損害賠償等を求めた。
　一審法院判決要旨
　双方いずれも契約解除を請求しており，契約は履行を継続することがで
きない。契約の解除の効力は，将来に向かっての効力としては，契約は解
除後双方に対してもはや拘束力を生じず，双方がすでに履行した契約内容
に対しては，契約の条項は何ら拘束力を失わず，双方が契約を解除したこ
とによって引き起こされた結果を処理する時は，なお契約の約定を適用し
なければならない。
　上記下線部は所謂折衷説の立場を表明したものである。
　もう一つの広東良基兆業投資発展公司案の原告の主張と判決要旨は以下
の通りである。
　X1X2（夫婦）の主張
　2001年 X2は Y1と開発借款契約を締結し，その内容は，X2は Y1に開発
プロジェクトに1,600万香港ドルを貸し付ける，Y1は毎月16万香港ドルの
利息を支払う，借款期限は30カ月とする，Y1は同プロジェクトの権益を
担保とするというものである。契約締結後，Y1は利息を支払わず，そこ
で X1X2は Y1との開発借款契約を解除し，Y1に対してただちに1,600万香港
ドルの返還と利息の支払いを求める。
　一審（中級法院）判決要旨
　Y1は約定どおりの利息を支払っておらず，違約を構成する。代金返済
期限は到来し，X1X2は元本の返還と利息の支払いを求めているが，それ
は支持されなければならない。契約法94条 4号及び同205条，206条，民法
通則90条，司法解釈「借貸案件審理若干意見」 6条により，当該契約を解
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除すること，Y1は X1X2に9,348,837香港ドル及び利息を支払うこと，X1X2

の Y2に対する代金支払い請求は棄却することを命ずる。
　Y1の上訴
　原審法院は当該借款契約の解除について，契約法97条の規定により契約
解除の結果を処理すべきであるのに，契約法205条（利息の支払い），206条
（借款の返済期限）に基づいて Y1に対して約定の利息の支払い命じている
のは，法律の適用が明らかに不当である。
　二審（高級法院）判決要旨
　①契約解除後，契約関係はもはや存在せず，債務者はもはや履行義務を
負わない。契約法205条，206条は借款契約の履行問題に関する規定であ
る。②原審法院は本案で関わる借款契約を解除すると同時に，また上記の
契約履行に関する規定を適用しており，矛盾しており，Yの，原審法院の
法律適用は不当であるとの上訴理由の部分は成立する。契約法97条は原状
回復，補救措置，損失賠償を規定している。本案の借款契約における貸主
が元本の返還を請求していることは，原状回復に属する。本案の借款契約
の解除の原因は借款人 Yが債務を履行しないことによって契約目的の実
現を不可能にしたことにある。③契約解除前，契約はすでに法により成立
しており，当事者の一方が契約に違反すれば，法律の規定に基づいて債務
不履行の責任を負わなければならない。この種の責任は客観的に存在し，
当事者が契約を解除しようとしまいと影響ない。Yの違約によって X1X2

に与えた利息の損失の請求は支持される。
　この事例の二審判決は屈折している。一見すると，下線①②によれば，
直接効果説に立っているように見えるが，③は折衷説に立っている。すな
わち，二審の判決論旨は，原審が契約解除と契約履行の規定を同時に適用
したことは論理矛盾であり，本件は契約解除によるのであるから，契約解
除の効果における原状回復の観点から処理されるべきであるということで
ある。つまり，解除における原状回復の効果として，「債務不履行の責任」
は「客観的に存在し」，契約の解除によって影響を受けないということで
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あり，これは結局，折衷説の立場に立ったものである（13）。
　以上の 4例に関する限り，直接効果説の裁判例と折衷説の裁判例は拮抗
しているが，その中で桂冠電力公司案は最高法院の判断であり重要な位置
を占めているようにみえる。しかし，この最高法院の判断については「こ
の案件は最高人民法院全体の立場を代表するものではなく，まして最高人
民法院民事第一審判廷の立場を代表するものでもない。筆者（＝韓世遠）
はかつて最高人民法院の一部の裁判官と意見を交換したことがあるが，そ
の裁判官達は筆者に対してそのように述べた」との，中国契約法研究会に
おける韓世遠氏の言がある。事実，最高法院の上記直接効果説の表明は，
違約金請求権の存否を争点としているが，2012年の上記関係法規所掲の司
法解釈「売買契約紛糾案件を審理するうえでの法律適用の問題に関する解
釈」26条は解除後の違約金支払請求権を認めている。
　筆者の対象とした裁判例に関して言えば， 1例だけ微妙な裁判例が存す
る。それは上海良森商務有限公司案（上海市高級法院（2000）瀘高民終字第

141号）で，そこでは「Yは契約の約定の租賃期間満了前に Xに対して明
確且つ肯定的に契約を終了することを表示し……当該行為は明示の予期違
約を構成し，原告は契約を解除し且つ損害賠償を請求する権利を有する。
原告は予期違約期間内に法院に契約解除の訴えを提起したので，契約関係
は原告の解除権の行使によって終了に帰し，同時に原告はまた相手方に契
約義務の継続履行の請求権を喪失する。故に契約で言うところの被告の満
1ヵ月の租金の滞納についての実際違約行為は構成の基礎を欠き，原告が
これに基づき被告に対して違約金の支払いを要求する訴訟請求は支持され
ない」との一審判断が示され，二審もそれを支持している。
　しかし，他方で，呉某某案（浙江省高級法院民事判決書（2010）浙商外終

字第113号）では，「双方の約定した違約金は法律，行政法規の強制性規定
に違反していないことを考慮し，同時に契約法98条の，契約が終了しても

（13）　但し，後述する注（14）の崔建遠氏の見解に示されているように，直接効果
説の立場からも下線③のような議論が導き出され得る。
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契約中の決済と清算の効力に影響を与えないとの規定を考慮し，Xの Y

に対する約定に基づく（違約金）33万元支払の訴訟請求を支持する」との
判断を示している。ここでは違約金についても98条に含めて理解されてい
る。そのほか，江甲等案（浙江省高級法院（2010）浙海終字第199号），広州
市海珠区鳳陽街五鳳村民委員会案（広東省高級法院（2010）粤高法審監民再

字第38号），龔燕東案（広東省高級法院民事判決書（2009）粤高法審監民提字

第78号），佛山市順徳区徳勝電廠有限公司案（広東省高級法院民事判決書
（2004）粤高法民二初字第34号），匯徳有限公司案（広東省高級法院民事判決書
（2004）粤高法民四終字第143号），寧夏龍海房地産開発有限公司対寧夏合木
生物技術開発有限公司・楊建国・楊建寧・書生栄合作開発房地産合同糾紛
上訴案（最高法院判決，判決年次，判決番号不詳），重慶中建工程公司案（最
高法院民事判決書（2004）民二終字第168号），山西数源華石化能源有限公司
案（最高法院民事判決書（2012）民一終字第67号），深圳市迅烈運輸有限公司
案（浙江省高級法院民事判決書（2007）浙民三終字第146号），深圳市知本投資
集団有限公司案（広東省高級法院民事判決書（2008）粤高法民一初字第 5号），
上海市高級法院民事判決書（2005）瀘高民三（知）終字第119号，上海昌野
機電材料有限公司案（上海市第二中級法院民事判決書（2005）瀘二中民五

（知）初字第114号），呂宝玲案（浙江省高級法院民事判決書（2010）浙商提字

第 1号），李麗蘭等案（広東省高級法院民事判決書（2003）粤高法審監民再字

第26号），周喜和案（広東省高級法院民事判決書（2009）粤高法審監民提字第

275号），諸曁市郵政局案（淅江省高級法院（2001）淅民法終字第238号），太
原東鋁鋁業有限公司案（最高法院民事判決書（2011）民二終字第77号），深圳
市林氏脚手架有限公司案（広東省高級法院民事判決書（2009）粤高法審監民

提字第334号）等，圧倒的に契約解除と違約金の同時請求を認めている（14）。

結　語

　①日本法ではその種の議論を筆者は寡聞にして聞いたことはないが，中
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国の「（司法）実践では，契約解除と契約無効が通常混同されやすい」（王
利明）と言われている。事実，筆者の参照した裁判例でもそのいずれを適
用すべきかをめぐって争われた裁判例が散見する。その多くは土地使用権
譲渡に絡む案件で，土地使用権譲渡に関しては政府機関の審査承認を得な
ければならないことが紛糾の根源をなしており，審査承認を得ていない契
約は無効なのか，それとも有効且つ解除事由に当たるのか，司法実務も混
乱している。なお，無効と解除とでその法的効果に違いが存するのかが問
題となるが，中国建設銀行股份有限公司案は，借款契約の担保としての抵
当権設定契約の効力をめぐって，無効と解除とで異なる判断が示されてい
る。
　②93条の合意解除については，合意解除によって紛争は終結するわけで
はなく，解除に双方が合意したうえで，解除に伴う原状回復や損失賠償，
違約金の算定等をめぐって紛糾は続き，上訴に至っている。また，山西数
源華石化工事能源有限公司案のように，当事者双方が相手方の根本違約を
理由として解除を要求し，それに対して裁判所がいずれの根本違約も否定
したうえで，相互不信の状況のもとではもはや継続履行は困難であると判
断して職権主義的に合意解除に持ち込む（損失賠償は折半）という事例も
存在する。伝統中国における「教諭的調停」didactic reconciliationを連想
させる。

（14）　直接効果説を採る民法学者は，この点について以下のような説明を加えてい
る。例えば崔建遠氏は，違約責任は客観的に存在し，契約解除によって烏有と
化すわけではないと説き（「解除権問題的疑問与釈答」政治与法律，2005年 4
期，44，45頁），また王利明氏は，違約金の主たる作用は違約行為の制裁と債務
の履行の担保にあるからであると説く（前掲注（ 6）書，581頁）。なお，奚暁
明主編『最高人民法院関于売買合同司法解釈理解与適用』（人民法院出版社，
2012年）でも，解除権と違約金請求権の一体行使を認めた裁判例として，最高
法院の華東公司案（最高人民法院（2009）民一終字第23号民事判決書，最高人
民法院公報2010年第 5期）及び新宇公司案（最高人民法院公報2006年 6期所
載）を紹介し，売買契約に関する司法解釈小組は「折衷説を肯定する」ことを
明言している（同書，418頁）。
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　約定解除についても，約定の解除事由を無視して，裁判所が職権的に94

条 4号の法定解除事由の適用を設定・優先させ，そのうえで本件は根本違
約には当たらないとして解除を否定した事例が存する（朱楼三組案）。この
判決の根底には社会の安定化のために約定解除を否定するという政策的判
断が存した。しかし，約定解除と法定解除が競合した場合，約定解除の方
を優先させている裁判例（襲燕東案）の存在からすると，一般的には約定
解除が優先されたと思われる。
　③94条の法定解除事由において適用例が圧倒的に多いのは根本違約を理
由とする 4号事例である。履行遅滞者に対して催告のうえ解除に至る 3号
事由は少ない。 4号は「契約目的を実現できない」というきわめて抽象的
基準を要件とし，裁判所による具体的命題の構築が求められるところであ
るが，現在までのところ，そうした試みはなされていない。そして，この
4号に比べたらはるかに立証が容易なはずの 3号の適用事例が何故少ない
のか，興味ある問題をなす。
　94条の法定解除事由で極端に少なかったのは，不可抗力による契約目的
実現不能を要件とする 1号事由である。この点は意外であった。因みに，
筆者は別稿で危険負担に関する裁判例の分析を試みたが，解除と危険負担
が競合する事案につき，その一つは危険負担と解除を並列して掲げるとい
う奇妙な判決で，他の二つの事例の上級審はいずれも危険負担を採用して
いる。 2号適用事例も多くはない。 2号適用事例で問題となるのは，黙示
の毀約に起因する解除の場合に催告を必要とするかどうかということであ
る。この件は69条の不安抗弁権行使の延長線上にある解除との関連で問題
となる。69条が実質的に催告を要件としているのに対して，94条 2号は催
告を必要としないのか，筆者の見た裁判例は何も語っていない。ただ，訴
訟当事者の意識の中で催告を要件としていることが窺われる事例は 1例存
した（中国新型建材料集団有限公司案）。
　 5号適用の裁判例も数例存するが，司法解釈や部門規章が 5号事由案件
で引用されていることは注目されなければならない。しかし，解除の各則
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規定適用を予定する 5号事案で適用例が多いのは，別稿で分析した危険負
担に関する148条の目的物に重大な瑕疵が存した場合の解除事例であり，
また69条の不安抗弁権行使の延長線上での解除の事例である。
　なお，付随義務違反を理由とする解除が認められる例としては，周知の
事例を本稿でも紹介しておいた（楊艶輝案）。
　④事情変更による司法解除の場合と異なり，93条，94条に基づく解除権
行使の場合は，相手方への通知を前提とする。しかし，通知なしに契約解
除を認めた事例が存する。寧波世程電子科技有限公司案がそれで，履行遅
滞の最中に「土地市況に重大な変化が生じている」という特殊な事情を考
慮し，「契約解除権の行使手続上は瑕疵が存する」けれども，通知なしの
解除を認めている。
　⑤解除の効果をめぐっては，日本と同様，中国でも所謂直接効果説と折
衷説の対立が存している。筆者が目を通した裁判例によれば，明示的に直
接効果説の立場を表明している裁判例が 2例，逆に折衷説を表明している
例が 2例存する。このうち，直接効果説に立つ広西桂冠電力股份有限公司
案は最高法院の判決に係るものであり，重要な意味を有しているように見
える。しかし，韓世遠氏の言によれば，この判決は最高法院の全体の意思
を表明するものではないという。事実，広西桂冠案でも争点をなした違約
金請求権の可否に関して言えば，圧倒的多数の裁判例は解除権と違約金請
求権の併存を認めたものである。
　⑥最後に，中国法における契約解除は契約法総則における総則規定のほ
かに，同総則中の69条のような各則的規定，さらに契約法各則における各
則規定，司法解釈等，実に多様な形で規定されている。これが中国法の特
徴をなすのか，それともいずれの国でも同様であるのか，筆者は寡聞にし
て知らない。

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」の成果の一部である。


