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Ⅰ　事案

1 　判決要旨
【裁判摘要】（1）

　予約契約［預約合同］は，一定の契約を将来締結することを約定する契約で
ある。当事人の一方が予約契約の約定に反して，相手方と本契約を締結しない
又は予約の内容に照らして相手方と本契約を締結することができない場合は，
相手方に対して違約責任を負わなければならない。
　商品家屋の売買における［認購］，［訂購］，［預訂］等の合意［協議］が結局
のところ予約契約なのかそれとも本契約なのかを判断する際に，最も重要なこ
とは，この類の合意が「商品家屋販売管理弁法［商品房銷售管理弁法］」第16

条で規定される商品家屋売買契約の主要な内容を具備していると見られるか否
か，すなわち単に当事者双方の氏名または名称，商品家屋の基本状況（部屋番
号，建築面積を含む），総価格または単価，支払い時期，方式，引渡し条件お

（ 1） 　「張励與徐州市同力創展房地産有限公司商品房預售合同糾紛案」『中華人民
共和国最高人民法院公報』2012年第11輯，31頁。
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よび日時がなければならないと同時に，売主がすでに約定によって家屋販売代
金を受領している場合は，この合意［協議］が商品家屋売買契約の本契約の要
件を満たしていると認定することができるが，そうでなければ予約契約と認定
すべきである。もし当事者双方が合意の中で商品家屋予約購入の要件を満たし
た場合に重ねて新たに商品家屋売買契約を締結する必要があることを明確に約
定しているとき，当該合意は予約契約であると認定しなければならない。

2 　事案の概要
【事案の概要】（2）

　原告：張励（以下 X）。
　被告：徐州市同力創展房地産有限公司（以下 Y）。
　1999年 6月，徐州市泉山区奎山辧事処（旧・奎山郷）奎西村の旧村改造工程
は，徐州市の関係部門の認可を得て数期に分けて実施されていた。2003年10

月，旧村改造工程の二期が始動し，被告 Yは当該工程への参与を開始し，な
おかつ当該工程の名前を橙黄時代小区と定めた。建設の家屋部分は旧・奎西村
の立ち退き住民の代替手配［安置］に用いられ，その他の部分は商品家屋とし
て対外的に売り出された。被告 Yが上述の旧村改造工程に参与した後すぐに
Yが開発して建設した部分の建物が対外的に売りに出された。2004年 2月16

日，被告と原告 Xは「橙黄時代小区彩園組団商品家屋予約書［預訂単］」一式
を締結し，当該予約書では以下のように約定されていた。すなわち，原告は被
告が開発した橙黄時代小区彩園組団 8号楼 1単元102室の商品家屋を予約し，
当該家屋の建築面積は123平米と予定［預計］されており，双方は家屋単価を
2568元／平米として約定し，契約締結時の単価は不変とし，原告は被告に家屋
購入代金 5万元を予め支払い，契約締結時に残りの代金25.8484万元をさらに
支払うものとする。同日，原告は上述の約定により被告へ 5万元の家屋代金を
支払った。その後，立ち退きが阻止されたことにより，当該工程の進度に遅延
が生じたので，被告 Yは原告 Xに商品家屋売買契約を通知しなかった。
　2006年，国務院は文書を発布して2006年 6月 1日から新たに審査・認可，着
工・建設される商品家屋プロジェクトにおける区画［套型］面積は90平米以下
の住居が開発建設総面積の70％以上に必ず達することを要求した。2007年，徐

（ 2） 　滕威「商品房預約協議之認定及違約責任承担」『判解研究』2012年第11期
179～182頁参照。なお同『人民司法（案例）』2013年第 8期も参照。
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州市政府は文書を発布して2007年10月から徐州市のすべての各種の居住工程で
［現交框架］等の構造体系を必ず採用することと規定した。これによって，被
告がこの後に建設する橙黄時代小区の商品家屋の区画面積には変更が生じた。
立ち退き過程において，立ち退きの状況と建設の進度に基づくと，被告 Yが
橙黄時代彩園小区 8号楼を立ち退き代替手配家屋として立ち退いた家族を代替
手配し，なおかつ2008年 3月19日に被告と原告 Xが締結した予約書において
約定した橙黄時代小区彩園組団 8号楼 1単元102室（89平米）は立ち退き家族
の訴外 Aに代替手配された。
　2010年 1月21日，被告 Yは橙黄時代小区彩園組団 5， 6， 7， 8号楼の商品
家屋事前販売許可証［商品房預售許可証］を取得した。2010年 3月，原告 Xは
訴えを提起して被告が契約（予約書）の履行を継続するよう請求し，後に訴え
を取り下げたが，2010年11月16日に再び訴えを提起して，被告は原契約（予約
書）の価格により90平米を下回らない家屋 1件を賠償し，なおかつその他の損
失10万元を賠償するよう請求した。審理の過程において，原告 Xは，仮に被
告 Yの家屋交付が確実に不可能である場合，原告は被告に一回性の給付33万
元を請求すると主張した。
　江蘇省徐州市泉山区人民法院は審理を経て以下のように認定した。
　民事行為は自由意思［自願］，公平，等価有償，誠実信用の原則を遵守すべ
きであり，国家の法律および政策を遵守すべきである。本案において，原告，
被告双方は相応の民事行為能力を具備する行為者として「橙黄時代小区彩園組
団商品家屋予約書」を締結した時の意思表示は真実であり，なおかつ内容はか
なり具体的であったので，これによって当該予約書は双方の間に相応の権利義
務関系を生じさせ，そこにおいて確定された内容は双方の間に拘束力を生じ
る。しかし，当該予約書締結時にそれにかかる目的物はなお計画中であり，な
おかつ被告 Yは当時まだ商品家屋事前販売許可を取得していなかったので，
まずは当該予約書の性質を確定する必要がある。

1 ，�原告，被告双方が締結した「橙黄時代小区彩園組団商品家屋予約書」
の性質の問題について

　伝統的な民法理論によれば，当事者の間で締結された契約は予約契約と本契
約に分けることができ，予約契約の目的は当事者が将来一定の契約を締結する
にあたり関連する事項について計画するものであり，その主な意義は当事者の
ために公平，誠実信用原則に照らして交渉を行うことによって本契約に至らせ
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る義務を設定することにあるが，本契約とは双方の特定の権利義務について明
確に約定するものである。予約契約は本契約の契約締結行為を明確にするもの
でもあり，本契約の内容について予め設定し，そのなかでは合意により本契約
の内容を設定し，将来締結される本契約を予め直接確認しなければならない
が，その他の事項は本契約締結の時まで継続して交渉しなければならない。商
品家屋売買における予約書［認購書］が結局のところ予約契約なのかそれとも
本契約なのかの判断の際に，最も重要なことは，この種の予約書［認購書］が
「商品家屋販売管理弁法［商品房銷售管理弁法］」第16条で規定される商品家屋
売買契約の主要な内容を具備していると見られるか否か，すなわち単に当事者
の名称または氏名と住所，商品家屋の基本状況，商品家屋の販売方式，商品家
屋代金の確定方式および総代金，支払い方式，支払い時期，引渡し条件および
時期，装飾，設備基準の承諾，水・電気情報セット等の承諾および関連する権
利と利益，責任，公共セット建築の財産権帰属などの条項を具備していなけれ
ばならない。しかし一般的に，商品家屋予約書において上述の内容が完全に明
確であることあり得ず，さもなければこれと商品家屋売買契約そのものとに相
違がなくなってしまうので，実務の運用過程では，この種の予約書には当事者
双方の氏名または名称，商品家屋の基本状況（部屋番号，建築面積を含む），
総価格または単価，支払い時期，方式，引渡し条件および時期さえ具備してい
れば，この合意書［協議書］が既に商品家屋売買契約の本契約の要件を基本的
に満たしていると認定することができる。そうでなければ予約契約と認定すべ
きである。
　本案において，原告，被告の双方が締結した「橙黄時代小区彩園組団商品家
屋予約書」には当事者双方の氏名または名称，商品家屋の基本状況（部屋番
号，建築面積を含む），単価，代金支払い時期について明確な約定がなされて
いるが，双方が当該予約書の締結時に売買目的物となった商品家屋はまだ計画
中であって施工もされておらず，被告 Yは商品家屋予約販売許可も取得して
いなかったので，双方が商品家屋の引渡し時期，証書手続き［弁証］時期，違
約責任等の双方の権利義務に直接影響のある多くの重要な条項が予約書におい
て明確に約定されていなかったとしても，それは未決条項に属するものであ
り，売買契約の締結時に合意がなされている必要があるものである。事実，双
方は当該予約書において用いた語句では「予約［預訂］」，「予定［預計］」，
「（家屋購入代金を）予め支払う」として表現しており，その第 5条ではより明
確に「甲側（被告）が「商品家屋販売契約」の締結を通知する前であれば，乙
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側（原告）は随時に家屋からの退去を申し出ることができ……乙側が本条の約
定により「商品家屋販売契約」締結の前であっても，甲側は当該家屋を他の者
に売却してはならない」と約定しており，双方が当該覚え書き［認購単］を締
結した時，当該行為の性質が予約契約であるという認識は明確かつ疑いの余地
のないことを説明するものである。よって，法院は，双方が2004年 2月16日に
締結した「橙黄時代小区彩園組団商品家屋予約書」が将来において商品家屋販
売（売買）契約を締結することを目的とする予約契約であり，原告 Xが被告
に当該商品家屋の予約書を根拠として商品家屋の引渡し義務を請求する主張は
成立しないことを確認する。

2 ，予約契約の違反によって負わなければならない法的効果の問題について
　相応の行為能力を具備する人によって意思表示が真実であるという状況のも
とで締結された予約契約は，当事者双方の間に拘束力を生じさせるものであ
り，当事者の合意がなければ更改することはできず，さもなければ予約契約の
違約を構成することになる。予約権者は，相手方に本契約を締結する義務の履
行または損害の賠償を請求することができる。本案において，原告，被告双方
は商品家屋予約書を締結した後，商品家屋の建設用地の立ち退き代替手配問題
によって商品家屋建設着工時期が遅延し，この過程において，国務院および徐
州市政府が相次いで打ち出した関連する行政法規が新たに建設する商品家屋の
建築面積，施工技術および材料について強制的に規定し，それに加えて新たな
立ち退き代替手配の状況が生じ，商品家屋建設計画の変更，面積の変更および
建築コストの増加を引き起こしたが，これは予見不可能な状況に属するという
べきであり［応属于不可預料的情形］，被告 Yが故意によって予約契約に違反
したとみなすことはできない。しかし被告が商品家屋販売許可を取得せずに建
設未着工の商品家屋の販売を行ったことは関係する法律法規に違反するもので
あり，その行為には違法性がある。同時に原告 Xと商品家屋購入書を締結し
た時に上述の状況の推測が不十分であり，その後も予約書に列記された部屋番
号は他人に代替手配されてしまったので，双方がさらなる合意をして本契約を
締結する可能性を失わせ，双方が締結した商品家屋予約書の履行を終了させる
こととなり，この結果については被告が相応の責任を負うべきである。よっ
て，被告は原告から受領していた 5万元を返還し，なおかつ原告に対して違約
責任すなわち被告は原告にこれによって生じた損害の賠償責任を負わなければ
ならない。
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3 ，原告の損害の確定の問題について
　違約責任において，責任を負う一方は，相手方にもたらした利益の損失を賠
償しなければならない。本案において，原告 Xは被告 Yと予約書を締結した
後，被告が約定によって本契約を締結する義務を履行するだろうと信じる理由
があり，予約書によって約定された家屋価格に基づいて他人と別の家屋購入契
約を締結する機会を失ったので，したがって被告の違約によって原告に生じた
損失は予約書締結時の商品家屋の市場動向および現行の商品家屋価格によって
確定されるものであるが，被告が開発して建設する家屋が構造であれ建築コス
トであれいずれも双方が予約書を締結した時とは重大な変化が生じているの
で，原告が被告の開発建設する家屋の現行販売価格をもって賠償基準とするの
もまた著しく公平を失し，法院は採用しない。商品家屋市場の価格変動過程お
よび原告が被告に支払った家屋代金の金額を総合的に考量して，被告が違約に
より原告にもたらした損害については15万元と確定する。
　上述を総合すると，原告 Xが被告 Yに90平米を下回らない家屋 1件の引渡
しを請求する訴訟上の請求は支持しないが，被告には引き渡せる家屋がないか
ら損害を賠償せよという主張に関しては採用し，損失額は15万元と確定する。
よって，徐州市泉山区人民法院は民法通則第 4条，第 6条，契約法第42条の規
定に照らして，2011年 4月 2日に以下の通り判決する。
　一， 被告 Yは本判決の効力発生後10日以内に原告 Xが予め支払った家屋代

金 5万元を返還せよ。
　二， 被告 Yは本判決の効力発生後10日以内に原告 Xの損害15万元を賠償せ

よ。
　三， 原告 Xのその他の訴訟上の請求は棄却する。
　判決言い渡し後，当事者双方はいずれも法定期間内に上訴することがなかっ
たので，一審判決は確定した（法的効力を生じた）。

Ⅱ　解説

1 　はじめに
　本件は，建設中の商品家屋の販売において，その売主でもある不動産開発業
者が買主に対して予約販売を行ったのであるが，その予約契約の時期が市当局
による不動産予約販売の認可前であり，実際にも目的不動産の引渡しが困難と
なる状況となったため生じた事件である。
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　中国の経済発展の一因として不動産価格の上昇が挙げられ，2000年代からす
でに不動産バブルの指摘もなされている。根強い不安を残しつつも活況を呈す
る中国の不動産市場において，本件のような予約販売は通常の販売形態として
見られるものである。もっとも，契約法（3） をはじめとする法律の中には予約
契約に関する規定がないので，予約契約の法的効力についてはその法的性質は
もとよりその有効性の有無が議論されていた。また，仮に予約契約が有効であ
るとしても予約販売の認可が得られていない物件ないし権利を予約販売するこ
とが認められるのかという他人物売買の有効性あるいは無権利者による物権変
動の可否の問題がある。さらに，これらの被害者の救済が認められるとして，
その救済の範囲はどのようなものか，特に近年の最高人民法院の指導性案例（4） 

にも見られるように不動産取引の法的保護を重視する傾向があるなかでどの程
度の賠償が認められるのかが注目されている。これらの点について，中国固有
の不動産事情にも目を配りつつ，学説や最高人民法院の司法解釈を参照しなが
ら検討する。

2 　本件以前の議論
（ 1）　予約の性質
　上述のように，契約法などの法律レベルでは，予約契約に関する明文の規定
は存在しない。そこで，実務上行われている予約の性質が問題となる。学説
は，諸外国の実務や学説などを紹介するものも含め多岐にわたるが，概ね①前
契約説，②従契約説，③停止条件付本契約説，④独立契約説の 4つに分類でき
る（5）。①前契約説とは，予約契約を本契約締結以前の一段階（非契約）として
解するものである。②従たる契約説とは，予約契約を本契約との主従関係をも
つものと解するものである。③停止条件付本契約説とは，予約契約を本契約の

（ 3） 　同法は1997年に制定され，國谷知史訳「中華人民共和国契約法」中国研究
所『中国年鑑2000』創土社2000年499頁以下に日本語訳がある。

（４） 　2012年12月20日に，最高人民法院が指導性案例を第 1から 4を公表した
が，その第 1号案例が不動産紛争に関する事例であった。本件とは別の事案
であるが，不動産紛争が指導性案例の冒頭で取り扱われていることは注目に
値する。この点，長友昭「中国における不動産仲介における仲介排除の事例
について─指導性案例 1号を中心に─」拓殖大学論集　法律・政治・経
済研究18巻 1号を参照。

（ 5） 　奚暁明主編，最高人民法院民事審判第二庭編著『最高人民法院関于買売合
同司法解釈理解與適用』人民法院出版社2012年53頁以下。
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一部を成すものとしつつも本契約が成立するまで効力が停止されていると解す
るものである。④独立契約説とは，予約契約と本契約を相互に関連はあるもの
の別個独立した 2つの契約と解するものである。この点についてはⅰ）予約契
約の独立性，ⅱ）予約と契約締結意向書の区別，ⅲ）予約契約と本契約の区別
の 3点から検討できる（6）。
（ 2）　予約契約の法的効力（7）

　予約契約の法的効力については，以下の 4つの説が提唱されている。すなわ
ち，①協議必須説，②契約しなければならない説，③内容決定説，④本契約と
みなす説である。①の協議必須説は予約契約後に改めて協議（合意）を必須と
して，契約法上に明文の規定のない予約契約の効力を制限的に捉える考え方で
あるが，この説に対しては予約契約そもそもの趣旨と異なるものになってしま
うとの批判がある。②の契約しなければならない説とは，予約契約を締結した
からには本契約を締結しなければならないとする説であり，契約法上の明文は
欠くものの当然のこととして予約契約の効力を認める考え方であり，司法解釈
小組はこの見解に立つとされている（8）。また，③の内容決定説は約定の内容に
より効力も決まるべきとする考え方であり，④の本契約とみなす説は予約契約
として締結されても本契約と同一の効力を認めるべきとする考え方であるが，
いずれの考え方も，契約法上に明文の規定がないことから出発して導かれた考
え方である。
（ 3）　予約契約の違約の救済（9）

　まず，違約責任については，その後の履行の継続について否定する説と肯定
する説がある。これについては，本件では明確にされなかった。
　また，損害賠償の範囲については，違約損害の全体的範囲，すなわち信頼利
益（10） までとするのが通説とされている。機会の損失の賠償についてはなお争
いがあるとされている一方で，得べかりし利益の損害賠償については予約契約
には無し，本契約にはありと解されている（11）。

（ 6） 　王利明「預約合同若干問題研究─我国司法解釈相関規定述評」法商研究
2014年 1期54頁以下参照。

（ 7） 　前掲注（ 5）書54頁以下。
（ 8） 　前掲注（ 5）書58頁以下。
（ 9） 　前掲注（ 5）書58頁以下。
（10） 　もっとも信頼利益の内容については諸説あるとされる。さしあたり前掲注
（ 5）書61頁参照。
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2 　本件の検討
　この事例は幅広い論点を含んでいるが，不動産取引業における実務の視点か
ら見ると，例えば以下のような疑問点が浮かび上がってくる。すなわち①各種
の文書の法的性質をどうとらえるか，②本件「予約書」 5条の退去［退房］は
何を意味するのか，③「予約書によって約定された家屋価格に基づいて他人と
別の家屋購入契約を締結する機会を失ったので」の含意はどのようなものか，
④販売許可の法的性質はどのようなものか，である。これは，①については，
［預訂書］［預購書］［初歩協議（preliminary agreement）］［意向性協議（letter 

of intent）］などの各種の文書を法的にどのように位置づけるのだろうか，②に
ついては，本契約の前であれば退去［退房］できるという趣旨であろうか，③
については機会の「喪失」とされるが，何を喪失したのだろうか，④について
は，販売許可を例えば日本法との比較で見たときに，公法と私法の交錯の問題
として議論することが可能か（12），と敷衍できる。

3 　その後の展開
　不動産をめぐる予約契約については，関連する法制度の整備（13） も行われ，
近時は理論的な研究（14） も進められているが，本件の「最高人民法院公報」掲
載と前後して，司法解釈が公表されたことは注目に値する。それが2012年 7月
1日から施行されている「最高人民法院関于審理買売合同糾紛案件適用法律問
題的解釈」（法釈〔2012〕 8号）である。
　この司法解釈は，第 2条において，「当事者が締結した［認購書］，［訂購

（11） 　本件に関連する論点として，違約金支払いの問題，違約罰［定金罰則］の
適用の問題，さらに契約の解除，予約契約と優先協議との異同，予約と契約
締結上の過失責任との異同などもあるが，本稿の問題関心と紙幅の都合で割
愛した。

（12） 　この点については長友昭「建築基準法違反の建物の建築を目的とする請負
契約の効力（最二判23.12.16）不動産法上の契約の有効性と公序良俗の視点
から」日本不動産学会誌28巻 4）号，2015年，134頁以下，同「最近の不動産
関係判例の動き」日本不動産学会誌104号2013年 6月も参照。

（13） 　例えば，「最高人民法院関于審理商品房買売合同糾紛案件適用法律若干問
題的解釈」法釈〔2003〕 7号，「最高人民法院印発「関于当前形勢下進一歩
做好房地産糾紛案件審判工作的指導意見」的通知」法発〔2009〕42号などが
ある。

（14） 　例えば王利明による前掲注（ 6）論文などが挙げられる。
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書］，［預訂書］，［意向書］，［備忘録］等の予約契約において，将来の一定の期
間内に売買契約を締結することを約定したにもかかわらず，一方が売買契約締
結の義務を履行しない場合，相手方が予約契約の債務不履行［違約］責任を負
うよう請求し，または予約契約を解除することを求めてなおかつ損害の賠償を
主張するときは，人民法院は支持しなければならない。」と規定した。本司法
解釈のこの規定は，従来の議論の多くに答えるものともいえる（15）。

Ⅲ　まとめ

　本件は，商品不動産家屋の売買において，様々な名称をもちうる予約の合意
について，その合意が「商品家屋販売管理弁法」第16条で規定される商品家屋
売買契約の主要な内容を具備している場合は予約契約としての法的効果を認
め，その債務不履行［違約］責任を認めた事例である。また，本件では，売主
が売買代金を受領しているか否かを本契約か予約契約を認定する基準にすべき
であるとした。その意味で実務上重要な事例であるといえる。
　他方で，本件と前後して上述の司法解釈やその釈義が相次いで発表された。
「公報案例」としてこの時期にこの事例が掲載されたことの意味はどのような
ものであろうか。当該司法解釈の周知徹底，当該司法解釈の正統性の確保，各
司法解釈の整合的適用事例などが考えられるが，私見では，最高人民法院には
「最高人民公報」掲載事例を通して①条文の缺欠を埋める必要性を指摘する事
例であり，②司法解釈を制定したいわば立法事実としての意味をも持たせ，そ
のうえで③司法解釈の釈義等も合わせて学説の取り込みを行う，というような
一連の意図があるようにも思われる。今後の案例指導制度の展開との比較事例
ともなるだろう。
　他方で，理論上・実務上残された課題も少なくない例えば，販売可未取得の

（15） 　紙幅の都合で詳細な議論は別稿に譲るが，この司法解釈の代表的な解説と
しては，前掲注（ 5）書，王闖「「最高人民法院関于審理買売合同糾紛案件
適用法律問題的解釈」的理解與適用」江必新主編『最高人民法院司法解釈與
指導性案例理解與適用（第一巻）』人民法院出版社2013年がある。このほか，
中国社会科学院法学研究所，国際法研究所の HPである中国法学網に掲載さ
れた梁慧星「預約合同解釈規則─買売合同解釈（法釈〔2012〕 8号）第二
条解読」https://www.iolaw.org.cn/showArticle.aspx?id=3462［2015年10月 1
日確認］が有益である。
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商品不動産売買における未許可と売買契約の成否の成否ないしその紛争解決の
問題である。このような事案の紛争は中国で多発しているようであるが，およ
そ不動産取引関連の事件は，政府機関の不動産利権などもからみ解決が難し
い。この点の解決を不動産登記制度の整備に期待する議論（16） もある一方で，
上述のように最高人民法院も不動産取引に関する事例を指導性案例 1号（17） に
取り上げるなど，現在進行形の問題である。今後の研究課題としたい。

（16）　例えば，馬竜「関于我国商品房預售登記制度之探析」中北大学学報（社会
科学版）2013年 3期，2003年，王利明「構建統一的不動産物権公示制度─
評《不動産登記暫行条例（征求意見稿）》」政治與法律2014年12期などがあ
る。なお，物権法10条において法律，行政法規による国家の統一的登記制度
を定めながら，同法246条において統一までの間の暫定的なものとはいえ地
方法規で各地方ごとの登記制度を設けることを認めたことへの問題が指摘さ
れていた不動産登記の統一に関して，2014年11月24日に国務院令第656号と
して「不動産登記暫行条例」が公布され，2015年 3月 1日から施行されてい
る。

（17） 　指導性案例 1号については，前掲注（ 4）論文およびそこにおける引用文
献を参照。




