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はじめに

　本稿は，中国契約法第 3章「契約の効力」における52条の契約無効の法

定事由中の第 5号「法律，行政法規の強制性規定に違反する」契約の効力

に関する近年の裁判例を分析したものである。ただ，扱った裁判例は最新

の事例約100例余に止まる。West law Chinaに収録されている1000例を超

える同条同号事例からすると，極めて限られた裁判例の分析であり，不十

分なものである。なお，52条 5号の適用に関してはしばしば51条適用との

“混乱”が見られ，従って51条適用に関する約150例の裁判例にも目を通し

た。

　ところで，中国法で言う契約の効力に関する規定とは，契約の効力発生

要件に関するもので，そこに掲げられている，例えば制限的民事行為能

力，無権代理，詐欺・脅迫（日本法では強迫），重大な誤解（日本法の錯誤
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にほぼ相当）等の規定は，日本法では民法総則に規定されている。本稿で

対象とする契約無効事由に関する52条の規定は以下の通りである。

　契約法52条「以下に掲げる事由が存するときは，契約は無効とする。

（一）当事者の一方が，詐欺，脅迫の手段を用いて契約を締結し，国家の

利益を害う場合。（二）悪意をもって通謀し，国家，集団又は第三者の利

益を害う場合。（三）合法的な形式をもって不法な目的を隠蔽する場合。

（四）社会公共の利益を害う場合。（五）法律，行政法規の強制性規定に違

反する場合。」

　この契約法52条 5号に関連する規定は以下の通りである。

　民法通則58条「①以下に掲げる民事行為は無効とする。（一）略。（二）

略。（三）一方が詐欺，脅迫の手段でもって，あるいは相手方の危機に乗

じて，相手方をしてその真実の意思に違背せしめる状況のもとで行われた

もの。（四）悪意をもって通謀し，国家，集団，又は第三者の利益を害う

もの。（五）法律又は社会公共の利益に違反するもの。（六）経済契約で国

家の指令性計画に違反するもの。（七）合法的形式をもって不法な目的を

隠蔽するもの。②無効な民事行為は，行為の最初より法律の拘束力を有し

ない。」

　最高法院「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年）14条「契約法52条が規定する『強制性規定』とは，効力性の強

制性規定のことである。」

　最高法院「当面の形勢下での民商事契約紛糾案件を審理するうえでの若

干の問題に関する指導意見」（2009年）15条「契約法52条 5号の『法律，

行政法規の強制性規定』を正しく理解し，識別して適用することは，民商

事契約の効力の維持及び市場取引の安全と安定に関わる。人民法院は契約

法解釈（二）の14条の規定にもとづいて，効力性の強制性規定と管理性の

強制性規定を注意深く区別しなければならない。管理性の強制性規定に違

反した場合は，人民法院は具体的状況にもとづいてその効力を認定しなけ

ればならない。」
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　同16条「もし強制性規定が規制するものが，契約行為自身が当該契約行

為が発生すれば絶対的に国家または社会の利益に損害を与える場合は，人

民法院は契約の無効を認定しなければならない。もし強制性規定が規定す

るものが，『市場准入』の資格であって，ある種の類型の契約行為でない

場合，あるいは規制するものが，ある種の契約の履行行為であって［某種

合同的履行行為］，ある類の契約行為でない場合［非某類合同行為］，人民

法院はこの類の契約の効力の認定について慎重に把握し，必要なときは関

連立法部門の意見を徴し，あるいは上級人民法院の指示を求めなければな

らない」。

　契約法51条「処分権を有しない者が他人の財産を処分した場合，権利者

が追認したとき又は処分権のない者が契約締結後に処分権を取得したとき

は，当該契約は有効とする。」

　最高人民法院「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） 3条「当事者の一方が，売主に契約締結時に目的物

に対して所有権がない，あるいは処分権がないことを理由に契約の無効を

主張した場合，人民法院は支持しない。②売主が所有権又は処分権を取得

しないことにより目的物の所有権を移転できず，買主が売主に違約責任又

は契約解除を負うように要求し，あわせて損害賠償を主張したときは，人

民法院は支持しなければならない。」

一　52条 5号適用の主要な契約類型

　52条 5号適用が問題となった裁判例約100例余中の中で，相対的にみて

多数を占めている契約類型は借款契約と建設工事施工契約（工事請負契約）

である。前者の件数が23例，後者が20例を数える。但し，その全てが無効

と判断されたわけではない。その他の契約類型としては，家屋［房屋］売

買契約が11例，租賃契約が 8例，建設用地使用権（都市部の国有地使用権）

譲渡契約が 5例，農村の不動産取引に関わる契約（宅基地売買，農地請負
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等）も 7例存する。

（ 1）　借款契約

　借款契約が無効と判断された裁判例は以下の通りである。

　①杭州工華企業管理有限公司案（杭州市余杭区法院（2014）杭余商初字第

855号，2014年 9月18日判決），②江蘇省蘇匯典当行有限公司案（南京市鼓楼

区法院（2013）鼓商初字第1206号，2014年 9月 3日判決），③張某某案（上海市

第二中級法院（2009）滬二中三（商）終字第690号，2010年 2月 5日判決），④

柳州新実労働服務有限公司案（広西壮族自治区柳州市中級法院（2010）柳市

民二終字第27号，2010年 6月 2日判決），⑤上海某緑化工程有限公司案（上海

市第一中級法院（2010）滬一中民四（商）終字第1467号，2010年 9月 8日判

決），⑥杜満堂案（浙江省金華市中級法院（2010）浙金商字第13号，2010年 7月

13日判決），⑦馬素珍案（河南省鄭州市中級法院（2010）鄭民二終字第29号，

2010年 9月16日判決），⑧上海某国電能源有限公司案（上海市第一中級法院

（2010）滬一中民四（商）終字第1973号，2010年11月11日判決），⑨宋杯相案
（河南省鄭州市中級法院（2010）鄭民二終字第823号，2010年 9月16日判決），⑩

上海匯海房地産開発公司案（上海市第二中級法院（2010）滬二中民四（商）

終字第1126号，2012年12月 3日判決），⑪上海某教育投資管理有限公司案（上

海市普陀区法院（2010）普民二（商）重字第 8号，2010年11月19日判決），⑫湘

潭某貿易有限公司案（湖南省湘潭市中級法院（2010）潭中民二終字第22号，

2010年12月21日），⑬江蘇鑫宏達鋼結構屋面工程有限公司案（江蘇省徐州市

中級法院（2011）徐商終字第72号，2011年 3月 3日判決），⑭信陽市融創担保

投資有限公司案（2011）信中法民再終字第 1号，2011年 3月25日判決），⑮

浙江華欣家紡有限公司案（浙江省紹興市中級法院（2011）浙紹商初字第19号，

2011年 4月25日判決），⑯上海某投資管理有限公司案（上海市第一中級法院

（2010）滬一中民四（商）初字第46号，2011年 4月 7日判決。

　これらの裁判例で特徴的なことは，多くの事例において契約無効の判断

基準が具体的に明示されておらず，国家金融法規の関連規定に違反し，無



中国契約法の強制性規定に違反する契約の効力に関する基礎的研究　　5

効であるといった抽象的言い回しで処理されていることである。具体的に

明示されたものとしては，「典当企業が金銭を貸借するときに法により抵

当又は質を設定しなかったときは，その性質は典当管理弁法の，典当企業

は『信用貸付に従事してはならない』との規定に違反した非法金融活動に

属し，金銭貸借契約は無効と認定しなければならない」（②），「本案の三

方当事者はいずれも企業であり，この三者が2003年 8月21日に締結した借

款契約は企業間の借款契約に属し，最高法院の『連合経営契約紛糾案件の

審理についての若干の問題に関する解答』（1990年） 4条 2号は，企業間

の借款は関連金融法規に違反していることが明確であり，無効と認定しな

ければならない。また最高法院の『企業借款契約の貸し付けを受けた側が

期日を超えて返済しない場合にどのように処理すべきかに関する批復』の

中でさらに企業間の借款は無効な契約に属することを明確にし（これらの

司法解釈は2008年の司法解釈の調整によっても廃止又は調整されていない）」
（④），「Yは借款契約の当事者であり，最高法院の『契約法を適用するう

えでの若干の問題に関する解釈』（一）10条，商業銀行法 3条及び銀行業

監督管理法18条の規定にもとづき，当事者は経営範囲を超えて契約を締結

しており，法院はこれにより契約無効を認定する。……本案中の Yが X

に貸し付ける行為は，その経営業務範囲に属さず，またその経営範囲の業

務品種にも属さず，明らかに Yはいまだ承認を得ていない，あるいは報

告をしていない業務活動に当たり，法律の経営禁止規定に違反し，非法金

融業務活動に属する」（⑦⑨），「わが国の金融管理法律法規の規定によれ

ば，中国人民銀行の承認を経なければ企業間で金融貸付業務に従事しては

ならない。故に Xと Y 1との間で締結された借款契約は法律法規の禁止

性規定に違反し，無効な契約に属する（として，具体的規定としては国務院

の『非法金融機関及び非法金融業務活動取締弁法』 5条 1項（『中国人民銀行の

法による承認を経ないで，いかなる単位，個人も勝手に金融機関を設立し，あ

るいは金融業務活動に従事してはならない』）のみが引用されている）」，「Xと

Yが締結した借款契約は『非法金融機関および非法金融業務活動取締弁
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法』 5条の規定に違反し，中国人民銀行の承認を経ておらず，いかなる単

位，個人であれ，勝手に金融機関を設立し，あるいは金融業務活動に従事

してはならず，故に当該借款契約は無効な契約である」（⑧⑫⑬）といっ

たものがある。これらの根拠法規が明示された裁判例において無効の判断

基準として適用された「法律」は商業銀行法のみで，その他は国務院の行

政法規，部門規章および最高法院の司法解釈の類いである。

　無効の根拠規定が明示されたものであれ，あるいは明示されていないも

のであれ，借款契約で無効とされた事由として多いのは上記下線部にある

ような，中国人民銀行の承認を得ていない企業間の借款契約に関するもの

である。この根拠法規は上記⑧⑫⑬にある国務院の「取締弁法」である。

この行政法規の 3条は「本弁法でいう非法金融機関とは，いまだ中国人民

銀行の承認を得ないで勝手に預金，貸付，決算処理，手形割引，短期融

資，信託投資，ファイナンスリース，融資担保，外国為替取引等の金融業

務活動に従事するか，又はそれに主に従事する機関のことである」と規定

している。

　しかし，従来から，こうした規制については裁判の場でも抗弁が提起さ

れていた。例えば上記④における「今日，経済・社会の変化には甚大なも

のがあり，連合経営制度はすでに会社法，組合企業法にとって代わられ，

私営企業，組合企業等の非公司の性質の企業も遍く存在し，国家は私営企

業や組合企業等の経済状況についてほとんど監督管理せず，またそれを必

要ともしない。彼らの間の借款行為は普遍性を有し，何ら法律，行政法規

の強制性規定に違反せず，また国家の金融体系，社会的利益を害っておら

ず，むしろ金融危機の中で企業，特に中小企業融資の過渡的融資を促す役

割を果たした。これはまさに一部の地方が民間資本市場の開放を強烈に求

めている原因でもある。企業間の借款は銀行の経済利益を害うことがある

かもしれないが，しかし商業銀行は市場経済の一分子にすぎず，特別の保

護を受けるべきでなく，もしその一人（＝商業銀行）を保護するのであれ

ば，それは社会経済全体の発展を害うことになる」といった指摘はその一
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例である。また，非金融企業間での有効とされた借款契約も存在する。浙

江華豊電動工具有限公司案（浙江省金華市中級法院（2010）浙金商終字第

1486号，2011年 1月25日判決）がそれで，そこでは上訴人が「国務院『取締

弁法』（前掲） 5条の規定（前掲）にもとづき，企業間では借款行為をなし

てはならない。…… Xは中国人民銀行の承認を経た金融機関でなく，また

金融業務に従事する権利を有する企業でもない。故に本案の借款契約は関

係法律規定に違反し，無効と認定すべきである」と主張したのに対して，

被上訴人は「1998年 7月の国務院の『取締弁法』（前掲）はアジア金融危

機という特定の環境の中で作られ，且つ契約法公布施行以前の規定で，本

案借款発生以前のもので，現在の国際的な金融危機という特定の環境のも

とでは，当時の規定を適用すべきではない。また，2009年 9月の最高法院

『当面の形勢下での民商事契約紛糾案件を審理するうえでの若干の問題に

関する指導意見』15条の規定により，当面の状況のもとでは，効力性強制

性規定と管理性強制性規定を区別し，市場取引の安全と安定の保護に特別

に注意しなければならない。国務院の『取締弁法』は管理性の強制性規定

に過ぎず，効力性の強制性規定ではなく，当該規定の中には企業間の借款

を無効とするといった文言が規定されていない」と答弁している。全体的

には「取締弁法」違反を無効とする裁判例が多い中で，この答弁は当該

『取締弁法』は管理性の強制性規定に過ぎないと断じ，その答弁を裁判所

も特に否定していない。

　こうした，借款契約に対する制限緩和の見解に沿うかたちで，ごく最近

注目すべき司法解釈が公布された。「民間の借款案件を審理するうえでの

法律適用上の若干の問題に関する規定」（法釈［2015］18号，2015年 8月 6日

公布，9月 1日施行）がそれで，当「規定」の11条は「法人間，その他の組

織間，及び両者の間で生産，経営のために締結された民間借款契約は，契

約法52条，本規定14条の規定する事由を除けば，当事者が民間借款契約の

有効を主張したときは，人民法院は支持しなければならない」と規定し，

同14条は「以下の事由に該当するときは，人民法院は借款契約を無効と認
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定しなければならない。（一）不正な手段で金融機関の融資資金を取得し

て高利で借款人に貸し付け，且つ借款人がそれを知っていたか，当然知り

得たとき。（二）他企業から借りた資金，又は本単位の労働者から集めた

資金を借款人に転貸して利益を貪るとき。（三）借主が違法犯罪活動のた

めに借款することを貸主が知りながら，あるいは当然知り得たにもかかわ

らず借款を提供したとき。（四）社会の公序良俗に違背したとき。（五）そ

の他の法律，行政法規の効力性規定に違反したとき」と規定する（1）。今後

借款契約無効の裁判例がこの司法解釈によってどの程度減少していくか注

目に値する。

（ 2）　建設工事施工契約

　建設工事施工契約の効力紛糾案件の中で，契約無効の判断基準をなした

規定としては以下のようなものがある。

　 1　工事請負人が工事従事資格を欠くとして無効とされた裁判例。

　契約が無効とされた裁判例の中で最も多いのは工事請負人が建設工事従

事資格を欠くとされた事例である。以下の裁判例がそれに該当する。①王

友法案（浙江省余姚市法院（2014）甬余民初字第1935号，2014年 9月15日），②

徐兆良案（北京市第一中級法院（2014）一中民終字第5347号，2014年 9月 4日

判決），③劉吉冬案（湖南省類底市類星区法院（2013）類星民二初字第998号，

2014年 7月24日判決），④河南省中原建設有限公司案（河南省洛陽市中級法院

（2010）洛民再字第105号，2010年 7月 7日判決），⑤鄭州衆岩基礎工程建設有

限公司案（河南省高級法院（2009）豫法民一終字第128号，2010年 9月 2日判

決），⑥趙振声案（河南省開封市中級法院（2010）汴民終字第1092号，2011年 1

月27日），⑦肖某某案（湖南省長沙市中級法院（2010）長中民一終字第852号，

2011年 1月12日判決），⑧柳某某案（湖南省長沙市中級法院（2011）長中民三

終字第621号），⑨梁蘇勝案（広東省広州市中級法院（2009）穂中法民五終字第

（ 1） 　最近出されたばかりのこの司法解釈の存在については，北京大学法学院王成
教授より教示を得た。
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3111号），⑩郭宇連案（河南省三門峡市中級法院（2010）三民再字第55号，2011

年 3月22日判決），⑪河南紅旗梁建設集団有限公司案（河南省焦作市中級法

院（2011）焦民三終字第57号，2011年 3月 4日判決）。

　これらの裁判例で無効の判断基準として認定されている規定は以下のよ

うなものである。

　（イ）最高法院「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） 1条「建設工事施行契約に以下の事由が

存するときは，契約法52条 5号の規定にもとづき無効と認定する。（一）

請負人が建築施行企業の資格を取得しておらず，あるいは資格の等級を超

えているとき。（二）資格をもたない実際の施工者が資格を有する建築施

工企業の名義を借用したとき。（三）入札を必要とする建設工事につき入

札せず，あるいは落札が無効のとき」。本条適用案件は①②③⑥⑦⑧⑨⑩。

但し②は「建築資格を具備せず」とのみ表記，⑥は「Xは個人名義で Y

と締結した家屋建築契約は国家の法律規定に違反」とのみ表記，⑧は 1条

であることを明示していない。

　（ロ）同 4条「請負人が建設工事を違法に一括あるいは分割して下請け

に出し［非法転包，違法分包］，あるいは資格を有しない実際の施工者が

資格を有する建築施工企業の名義を借用して他人と建設工事施工契約を締

結する行為は無効とする。」本条適用案件は⑤。

　（ハ）契約法272条 3項「請負人が工事を相応の資格条件を具備しない単

位に下請けさせることを禁止する。下請け単位がその請け負う工事を孫請

けさせることを禁止する。建設工事の主要構造の施工は必ず請負人自身に

より完成されなければならない。」本条適用案件は④，⑫。但し⑫におい

ては上級審では明示されず。

　（ニ）建築法24条「建築工事を分割して請負わせることを禁止する。」同

29条「施工の総請負の建築工事主体によって構成される施工は必ず総請負

単位自らが完成しなければならない。」本条適用案件は⑧。

　以上の裁判例から分かるように，契約無効の判断基準を提供している規
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定の大半は上記の最高法院の司法解釈である。そして，その多くの裁判例

では契約法52条 5号の「法律，行政法規の強制性規定に違反する」ことと

なっているにもかかわらず，司法解釈のみが根拠法規として引用されてい

る。

　ただ，建築施工の資格を有しないからといって一律に当該契約が無効と

されているわけではない。姜喜禄案（河南省焦作市中級法院（2011）焦民三

終字第104号，2011年 3月 4日判決）では，一審の「Xは農民でないため，双

方の間の請負契約には建築法の関連規定を適用しなければならない。Yは

農民であり，彼は建築施工活動に従事する法定の資格を具えておらず，Y

が Xと締結した家屋建築施工契約は法律の強制性規定に違反しており，

無効と認定すべきである」との判断に対して，二審の中級法院は「建築法

83条 3項は，応急措置，災難救助及びその他臨時的な家屋建築と農民自身

の低層住宅建築活動には本法を適用しないと規定している。Xは町の住民

であるが，その修建の家屋は低層住宅であり，農民が自ら低層住宅を建築

する場合の関連規定を参照して，本案処理においては建築法を適用しな

い」との判断を示している。商業性を欠き，臨時的な個人住宅建築には町

民であっても農民に関する規定を参照（実は類推）して，当該契約を有効

としたわけである。

　 2　入札規定違反を理由として無効とされた裁判例。

　入札規定違反を理由に契約無効と判断された裁判例としては以下のよう

なものがある。

　①浙江聖華建設有限公司案（最高人民法院（2013）民一終字第117号，2014

年11月11日判決）②河南紅旗渠建設集団有限公司案（最高人民法院（2014）

民一終字第15号，2014年 7月25日判決）③通遼市哲一建建築工程有限責任公

司案（最高人民法院（2014）民申字第779号，民事裁定書）。

　これらの裁判例で契約無効の判断基準とされた規定は，当然ながら，入

札法の規定であり，具体的には，必ず入札を義務づけている諸プロジェク
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ト，具体的には社会の公共利益・公衆の安全に関わる大型基礎施設，公用

事業，全部又は一部の資金として国有資金を使用するもの，国際組織又は

外国政府の借款を使用するもの等についての同法 3条（②，③），5条「入

札活動は公開，公平，公正及び誠実信用原則に従わなければならない」
（①），32条「入札者は入札募集者と通謀して国家，社会の公共利益または

他人の合法的利益を害ってはならない」（①），43条「入札者が確定する前

に，入札募集者は入札希望者と入札価格，入札方法等の実質的内容につい

て談合を行ってはならない」（①），53条「入札希望者が相互に通謀し，あ

るいは入札募集者と通謀し，入札希望者が入札募集者，あるいは判定委員

会メンバーに贈賄の手段で入札を謀ったときは，入札は無効とする」（①）

が引用され，また，上記司法解釈「建設工事施工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」が②，③の裁判例で引用されてい

る。因みに①における最高人民法院の判示は「双方は入札を行う前にすで

に当該工事について実質的内容の折衝を行っており，入札は双方が主管部

門の要求にもとづいて履行された形式的な手続にすぎない。双方の上記の

行為は，入札法［招投標法］の強制性規定に明白に違反しており，締結し

た「建設工事施工契約」及び「ab入札工事補充契約」はいずれも無効と

認定すべきである」というものである。また，③では「本案工事は経済適

用住宅を建設するためのもので，社会の公共利益に関する公用事業工事建

設プロジェクトに属する」として，同様に，入札法 3条及び上記司法解釈

1条 3号を適用のうえ，当該契約を無効としている。

（ 3）　家屋売買契約

　家屋売買契約で無効とされた裁判例としては以下のようなものがある。

①会東県会東鎮杉松村村民委員会案（最高法院（2014）民申字第1765号，

2014年11月20日裁定），②葉乃静案（北京市第一中級法院（2014）一中民終字

第6475号，2014年 9月16日判決），③王雲平案（安徽省宿州市中級法院（2014）

宿中民一終字第331号，2014年 9月 1日判決），④姚桂珍案（北京市第一中級法
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院（2014）一中民終字第4349号，2014年 7月17日判決），⑤焦建坤案（河南省鄭

州市中級法院（2010）鄭民三終字第345号，2010年 4月28日判決），⑥郭永力案
（河南省鄭州市中級法院（2010）鄭民三終字第351号，2010年 4月28日判決），⑦

隗義勤案（河南省鄭州市中級法院（2010）鄭民三終字第344号，2010年 4月28日

判決），⑧高紅力案（河南省漯河市中級法院（2010）漯民一終字第154号，2010

年 9月10日判決），⑨任 X案（北京市第一中級法院（2010）一中民終字第16543

号，2010年11月 4日判決），⑩毛益平案（浙江省寧波市中級法院（2010）浙甬民

二終字第725号，2011年 1月 4日判決）。⑪魏国紅案（河南省安陽市中級法院

（2010）安民一終字第559号，2010年 9月26日判決）。

　これらの裁判例において，契約無効の判断基準とされている法規は以下

の通りである。

　①「Xが Yと2004年 3月 1日に締結した契約は農村集団所有の家屋の

譲渡行為である。二審法院が，1998年の村民委員会組織法19条 8号の規定

により，当該家屋の譲渡行為は上記の法律が規定する村民の利益に関わる

その他の事項に当たり，法により村民委員会の討論決定に付すべきである

と認定したことは事実と法律根拠を有する。当該家屋の譲渡契約が村民委

員会の討論に付されていないことが調査の結果明らかな状況のもとで，二

審法院が契約法52条 5号の規定にもとづき，会東鎮杉松村委員会房産譲渡

契約を無効と認定したことは法律規定に符合する。」

　②「当該家屋は経済適用家屋であるため，国家はこの類いの家屋に対し

て厳格な制限を加えており，Xは家屋購入の資格を具備せず，Yの家屋購

入資格を借用しており，双方の法律関係は法的支持を得ることができな

い。原審法院は，双方の間で形成された契約関係は国家の経済適用家屋購

入の関連規定に違反し無効に属すると認定した。……本院は（原審を）維

持する。」本案は下線部の如く，適用条文は明示されず。

　③「2006年 4月11日，Xは Aと……家屋売買契約を締結した。当該家

屋は Y 3が資金を集め建てたものであるが，Y 2は専業性の不動産開発公

司であり，当該家屋を広く社会に向けて販売したのであり，商品房販売行
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為と認定すべきである。最高法院「商品房売買契約紛糾案件を審理するう

えでの法律適用についての若干の問題に関する解釈」 2条は……と規定

し， 9条は……は規定している。Aと Xが家屋購入契約を締結したとき，

いまだ商品房予約販売許可証を取得しておらず，且つ今に至るもなお当該

家屋商品房予約販売許可を得ておらず，故に Yと Xの締結した家屋購入

契約は無効である。」本案では司法解釈が根拠規定をなしている。

　④「本案中，売主である Yは，Xが本村民ではなく，且つ本村家屋を

購入する資格がないことを明らかに知っており，且つ販売してから多年に

渉っているのに，また契約無効の確認を求めていることは，誠実信用原則

にもとり，故意・過失はかなり大である。……人民法院のすでに効力を生

じている判決は，Xと Yが2001年 3月11日に締結した家屋売買草契は無

効であることを認定した。原審法院の契約無効の場合の双方の過失責任の

認定は正しい。」本案では具体的根拠規定は明示されていない。

　⑤「本案で双方が争っている某区の家屋が占めている土地は某村の集団

所有地であり，Y 1は不動産開発企業であるが，政府の不動産主管部門に

よる建設審査承認手続を経ることなく社会公衆に向けて販売を行っている

のは法律と行政法規の禁止性規定に違反している。従って Xと Y 1の間

で締結した都市開発による住宅契約は無効である。」本案でも具体的条文

は明示されておらず，⑥⑦も同旨。

　⑧「わが国の土地管理法62条（ 4項「農村村民が住宅を売却，賃貸した後

で，再度宅基地を申請したときは，認めない。」）及びその他の規定によれば，

宅基地は農民の集団所有に属し，農村の村民は一カ所の宅基地を有するこ

とができるだけであり，村民が家屋を売却あるいは賃貸した後で再度宅基

地を申請したときは，認めない。わが国の法律は農村の家屋の売買を一般

的に禁止している。故に農村の家屋売買契約は一般的に無効と認定され，

特殊な状況のもとで，特別の規定に合致するときに限って有効と認定でき

る。…… Xの，双方で締結した家屋売買契約有効との上訴は証拠不十分で

……支持しない。」
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　⑨「土地管理法の規定によれば，農村の宅基地は農民の集団所有に属

し，農村村民は一戸あたり一カ所の宅基地を有し得るのみである。農民の

住宅用地は郷鎮人民政府の審査承認を経，あわせて県級人民政府の承認を

必要とする。XY双方の係争家屋は，農民の集団所有地上に建てられた農

民住宅であり，土地管理法63条は「農民の集団所有地の使用権は非農業建

設に出譲，転譲あるいは賃貸することはできない。」と規定している。本

案においては，XYの間の家屋売買契約は必然的に宅基地使用権の変更に

関わる。Xは本村集団経済組織構成員ではなく，本村において宅基地使用

権を有する権利を有しない。故に XY間の家屋売買契約は関連法律の強制

性規定に違反し，無効な契約とすべきである。」本案とほぼ同様の裁判例

が⑩の裁判例である。

　⑪「Yと Xが家屋購入契約を締結した時期は，2004年12月31日で，両者

が契約を締結したときは当該家屋の無権処分であり……当該契約は無効な

契約である。」本判決の一審ではこの無効を契約法52条 5号にもとづけ，

二審もその判断を維持している。しかし，本件は無権処分に関する51条の

問題であろう。後述するように，しばしば51条と52条 5号が混同されてお

り，本件もその一例をなす。

　以上の裁判例と異なり，無効とされなかった裁判例としては，姚幇旺案

（湖北省武漢市中級法院（2014）鄂武漢中民終字第416号，2014年 6月26日判決）

がある。本案は，建設用地上ではなく，福祉目的等の見地からなされる行

政割当用地［劃撥土地］上に建てられた家屋売買契約の効力が争われた事

例である。本件において上訴人は「物権法137条 3項は，行政割当方式を

もって建設用地使用権を設定することを厳しく制限しており，また城鎮国

有土地使用権譲渡暫定条例44条は『行政割当土地使用権は本条例45条の規

定による以外は任意に譲渡，賃貸，抵当に付すことはできない』と規定し

ている。この規定は国家の法律法規の強制性規定に属する。行政割当土地

使用権管理暫定条例 5条はまた，行政割当地につき，市，県人民政府土地

管理部門の承認及び土地使用権譲渡手続を経ずに土地使用権譲渡金を支払
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った土地使用者は，土地使用権を譲渡，賃貸，抵当に付すことはできない

と規定している。さらに，最高法院の『国有土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』11条は，土地使用権につき，

承認権を有する人民政府の承認を得ずに譲受人と契約を締結し行政割当土

地使用権を譲渡したときは，契約を無効と認定しなければならないと規定

している。……行政割当土地使用権は任意に譲渡できない。これは国家の

法律，行政法規の強制性規定であり，違反してはならない。本案の家屋売

買契約は法律，行政法規の強制性規定に違反し，契約法52条の規定により

無効と認定しなければならない」と主張したが，二審裁判所は「係争家屋

の土地の性質は行政割当の土地であるが，土地の行政割当の性質は契約の

履行に影響を与えない。名義変更手続をなす前に，行政割当地を譲渡地に

転換し，契約当事者が相応の土地譲渡金を納めればただちに名義変更手続

をなすことができる。Y 1 Y 2の……契約無効の主張の理由は採用できな

い」との一審判決を支持した。

　その他，岳朝相案（河南省新郷市中級法院（2011）新中民五終字第40号，

2011年 7月20日判決）は，城市房地産管理法38条は行政管理面から設けら

れた管理性規定であると判示しており，また，程天福案（河南省焦作市中

級法院（2009）焦民終字第1140号，2009年 9月 9日判決）では，一審は城市房

地産管理法37条 6号違反を理由として無効と判示するも，二審は債権契

約・物権契約区分説に立ち，債権契約は有効と判示している（後述三を参

照）。

（ 4）　租賃契約

　租賃契約が無効と判断された裁判例としては，①張占朝案（北京市第一

中級法院（2014）一中民終字第6305号，2014年 9月 2日判決），②北京達内科

技有限公司案（北京市第一中級法院（2014）一中民終字第3017号，2014年 7月

16日判決），③謝紅案（上海市第一中級法院（2010）滬一中民二（民）終字第

214号，2010年 2月 3日判決），④青浦区華新鎮華益村村民委員会案（上海市
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第二中級法院（2010）滬二中民二（民）終字第409号，2010年 6月 4日判決），

⑤河南省質量技術監督局案（河南省鄭州市中級法院（2010）鄭民四終字第122

号，2010年 5月24日判決），⑥裘文生案（河南省平頂山市中級法院（2011）平民

終字第25号，2011年 1月27日判決），⑦上海市第一中級法院（2011）滬一中民

二（民）終字第555号，2011年 4月12日判決），⑧涂立剛案（遼寧省葫蘆島市

中級法院（2011）葫民一終字第143号，2011年 5月18日判決）がある。このう

ち，④の農村集団所有地使用権賃貸契約以外はすべて家屋租賃契約であ

る。

　租賃契約で無効とされたその根拠法規は以下のようなものである。

　①「（二審は以下の一審の判断を支持。）賃貸人が審査承認を経ていない家

屋について賃借人と締結した租賃契約は無効である。Xが賃貸した家屋は

関係部門の審査承認手続を取得しておらず，従って Xと Yの締結した家

屋租賃契約は無効とすべきである。」但し，具体的根拠規定は明示されて

いない。

　②「（二審は以下の一審の判断を支持。）Xは Yと自主的に広告場所租賃契

約を締結したが，これに先んじて双方が約定した租賃目的物たる家屋は法

院によって差し押さえられ，且つ法院は当該差押家屋の抵当，譲渡，賃貸

等いかなる権利変更及び移転登記手続も公告により明示的に禁止してい

る。これに反すれば，法規により無効と見なされる。」但し，具体的根拠

規定は明示されていない。

　③「（二審は以下の一審の判断を支持。）係争家屋は Yが案外人より賃借

し，租賃契約はすでに2008年 6月30日で期日到来し，Yは賃貸人との契約

が期日到来し，且つ賃貸人の同意を得ない状況のもとで，勝手に租賃物を

Xに転貸しており，本案の転貸契約は無効に属する。」但し，具体的根拠

規定は明示されていない。

　④「（イ）農民集団所有地の使用権は非農業建設に出譲，転譲あるいは

賃貸に用いることはできない。1998年 2月18日に Xが Y 1と補充契約を締

結し，2.88畝の土地使用権を転譲することを約定したが，いずれも（ロ）
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相応の行政審査承認手続をとっておらず，Xは勝手に土地使用権を転譲

し，その行為は違法であり，当該補充契約は無効とすべきである。……土

地管理法12条，44条 1項，63条により以下の如く判決する。」下線部（イ）

は土地管理法63条，（ロ）は44条 1項のことである。

　⑤「当該法院は，Y 2が某ホテルの経営権を入札方式で対外的に借主を

求める過程で贈収賄行為があった。当該行為は入札法32条 3項の，入札応

募者が入札募集者あるいは評価委員に贈賄するという手段で入札を謀るこ

とを禁止するとの規定に違反する。……入札法32条 3項の規定により……

租賃契約を無効とする。」

　⑥「（二審は以下の一審の判断を支持。）Xが譲渡を受けた某家屋は転租で

得たもので，当該家屋の賃貸人と賃借人 Y 2が締結した約定によっても，

また関連法律規定によっても，租賃家屋は賃貸人の同意を得ておらず，

Y 1，Y 2の行為は法律の強制性規定に違反し，無効とすべきである。

……契約法224条にもとづき以下の如く判決する。」本件の無効判決の根拠

法規として契約法224条を引用しているが，同条は，賃貸人に無断で賃借

人が転貸したとき，賃貸人は契約を解除できるという規定であって，契約

無効の根拠法規にはなり得ない。疑問の判決である。

　⑦「本案の係争家屋は建設工事計画許可証の規定にもとづいて建設され

ておらず，違法建築に属す。故に原審の，賃貸目的物は合法でないとの理

由を以って双方が締結した租賃契約を無効とした認定と同じ認識である。」

本案の原審では城郷計画［規劃］法40条 1項が適用されている。

　⑧「Y 1 Y 2は Xと契約を締結し，彼ら（Y 1 Y 2）が某公司から賃借し

た某場等を Xに賃貸した。当該契約は契約法 7条の規定に違反し，無効

な契約に属する。」一審では，下線部の文言はなく，社会の公共利益を損

ない，従って当該契約は無効な契約に属すると述べている。契約法 7条

は，公序良俗規定とも称される。
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（ 5）　株式譲渡契約

　株式譲渡契約に関しては以下のような裁判例がある。

　①石景華案（最高法院（2014）民二終字第121号，2014年11月 5日判決），②

鄭義响案（最高法院（2014）民申字第802号，2014年10月31日判決），③高家勝

案（最高法院（2013）民申字第229号，2014年 7月30日判決），④張暁峰案（上

海市高級法院（2013）瀘高民二（商）再終字第 4号，2014年 6月30日判決），⑤

趙書軍案（山東省高級法院（2014）魯民提字第 6号，2014年 7月 4日判決），⑥

鄭州新海岸科技発展有限公司案（河南省鄭州市中級法院（2009）鄭民再終字

第166号，2010年 8月30日判決），⑦陳某某案（上海市第二中級法院（2010）滬

二民四（商）終字第971号，2010年11月30日判決）。

　これらの裁判例で契約の効力の判断基準とされた法は以下の通りであ

る。

　①「Xと Y 1が2010年に締結した株式譲渡契約及び補充契約は契約の性

質からみて株式譲渡契約であり，採鉱権譲渡契約ではない。会社法の規定

によれば，株主が有する株式は法律の規定する条件に合致すれば自由に譲

渡でき，鉱業権を有する会社の株式も例外でない。鉱山資源法，探鉱権・

採鉱権譲渡管理弁法のいずれも株式譲受人が株式譲渡方式を通じて鉱業権

を有する会社の株主になる行為を禁止していない。……その（契約の）内

容は国家の利益と他人の利益を損なっておらず，また法律，行政法規の強

制性規定に違反しておらず，合法有効と認定すべきである。」これは一審

判断であるが，二審も支持している。本案では判断の対象となる具体的規

定は明示されていない。

　②「Xと Aは，Yが自然人であり，中外合資経営企業某会社の中国側合

資経営者になることはできず，当該契約は中外合資経営企業法 1条に違反

し無効であると主張している。しかし，中外合資経営企業法 1条から見

て，本法は自然人が外商投資企業に投資し株主になることを明確に禁止し

てはおらず，本案の Xも自然人の身分をもって某会社から株式を譲り受

けており，且つ株式変更登録も済ませている。本案の Yは自然人で合資
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経営企業の中国側株主になり得ないことを理由に株式譲渡契約，補充契約

の無効を主張しているが，事実と法律根拠を欠き，その主張は成立しな

い。」

　③「株式譲渡に関わる合作終了及び代金返還契約……は契約法52条が規

定する契約無効の事由に該当せず，二審の当該契約は有効との認定は正し

い。……会社法及び某会社定款の規定にもとづき，Xと Yの間の株式譲渡

は株主内部の間で行われ，法律，行政法規の禁止性規定に違反しておら

ず，二審判決の有効との認定は正しい。」本件においてどのような法にも

とづいて無効が争われたのか定かでない。再審請求の中での「Yの行為は

合法的手段を以って非法の目的を覆い隠す行為に属し，二審判決はこの点

につき認定していない」との文言からすると，52条 3号を根拠としている

ようでもある。

　④「中外合資経営企業法 1条は，『中華人民共和国は……外国会社……

その他の経済組織又は個人が……中国の会社，企業，又はその他の経済組

織と共同で合営企業を行う』と規定しており，この法律規定によれば，わ

が国は中外合資経営企業の合資経営者の主体の資格を制限している。すな

わち中国の合資経営者は中国の会社，企業又はその他の経済組織であっ

て，中国の公民個人は含まれていない。…… X 2，X 3，X 4，Y 2は中国

公民であり，……この五人が自己の名義でもって　某会社の投資に参与し

ており，その投資主体は法律規定に違反し，また政府部門の承認を得てい

ない。現に原告被告の六人は連合投資契約締結の約定を通じて，出資を某

会社の名前にして，法律の規定を忌避しており……これにより連合投資契

約は契約法52条の規定する 3号， 5号の無効事由に該当する。」この一審

判断は二審でも維持されている。本判決の中外合資経営企業法 1条をめぐ

る52条 5号違反の判断は，上記②の最高法院の判断とは異なる。

　⑤「契約解除の前提は，契約が有効であることである。従って当該株式

譲渡契約が有効かどうかを確定することが当該契約を解除できるかどうか

の前提をなす。先ず，会社法72条は，株主が株主以外の者に株式を譲渡す
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るときは，他の株主の過半数の同意が必要なことを規定するだけで，他の

株主の過半数の同意を得ない株式譲渡が無効であることを規定してはいな

い。また，最高法院『当面の形勢下での民商事契約紛糾案件審理について

の若干の問題に関する指導意見』16条によれば，契約行為の発生が絶対的

に国家の利益あるいは社会の利益を害うときにのみ契約は当然無効となる

ことを規定しているのであって，Xが黄某の同意を得ないで Yに株式を

譲渡した行為は何ら国家あるいは社会の利益を害っておらず，必然的に無

効となるわけではない。……本件株式譲渡契約は有効である。

　⑥「Yと Xが締結した株主の決議では，契約履行の結果，Yが A会社

の唯一の株主となり，当該結果は会社法の，有限責任会社の株主は二人以

上を要するとの規定に違反し，契約は無効である。」この二審判決は再審

でも維持された。

　⑦「わが国の会社法は，株式有限会社の株式譲渡は厳格に法定の方式に

もとづいて行うことを規定している。例えば139条は『株主が株式を譲渡

するときは，法により設立された証券取引所で行うか，又は国務院の規定

するその他の方式によって行わなければならない』と規定している。本案

では，Xが A会社と行った株式譲渡は法定の場所の外で行われ，且つ A

会社は証券引受資格を具えずに株式売買を代理しており，従って Y 1と A

会社の締結した二つの株式委託売買代理契約は法律の強制性規定に違反

し，無効と認定しなければならない。」

（ 6）　建設用地使用権譲渡契約

　建設用地使用権譲渡契約の有効無効案件としては，以下のような裁判例

がある。

　①重慶索特塩化股份有限公司案（最高法院（2008）民一終字第122号，2008

年12月23日判決，なお，本件については最高法院の再審判決（2010）民抗字第

67号，2014年12月24日判決があるが，この再審判決も建設用地使用権譲渡契約の

有効無効の判断については二審判決と同旨），②岳陽中林置業投資有限公司案



中国契約法の強制性規定に違反する契約の効力に関する基礎的研究　　21

（最高法院（2014）民提字第104号，2014年10月 9日判決），③深圳土畜産茶葉

進出口有限公司案（最高法院（2014）民申字第304号，2014年10月14日裁定），

④孟昭香案（河南省開封市中級法院（2010）汴民終字第455号，2010年 4月 6日

判決），⑤呉建華案（河南省駐馬店市中級法院（2010）駐民二終字第337号，

2010年 9月10日判決），⑥洛陽市万地房地産開発有限公司案（河南省高級法

院（2010）豫法民再字第55号，2010年11月 3日判決）。

　これらの裁判例で有効無効の判断基準とされた根拠法規は以下の通りで

ある。

　①「担保法49条は，抵当期間に抵当権設定者が抵当物を譲渡するとき

は，抵当権者に通知しなければならず，通知しなければ譲渡行為は無効と

なると規定する。物権法191条も，抵当期間に抵当物を譲渡するときは，

抵当権者の同意を得なければならないと規定する。その立法目的は，抵当

権者の利益を確保し，侵害を受けないようにするためである。しかし，ま

た，担保法司法解釈67条及び物権法191条は，通知せず，あるいは抵当権

者の同意を得ずに抵当物を譲渡した場合に，もし譲受人が抵当権設定者に

代わって債務を弁済し抵当権を消滅させたときは，譲渡は有効であると規

定している。……契約法の角度から見れば，譲渡方は譲渡目的物に対して

権利瑕疵担保責任を負い……先に抵当権を抹消することを承諾しており，

当該承諾は契約中の負担行為……を構成し……従って当該連合開発契約及

び補充契約は有効（である）。次に，物権法15条によれば……物権の譲渡

行為が成就しないからといって必然的に物権譲渡の原因すなわち債権契約

が無効となるわけではない。」（本件裁判例の詳細については本誌別掲178～

187頁を参照されたし）。

　②「一審法院は以下のような判断をなした。本案の争点は2011年12月20

日に三方当事者が締結した調停協議書の効力にある。……（当該調停書が）

法律の規定に違反しているかどうかについての分析。調停書を締結したと

き，調停書に関わる土地使用権は Aによって裁判所へ差押……が申請さ

れているが，最高法院『人民法院民事執行中財産の差押，留置，凍結規
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定』26条は被執行人の……執行妨害行為は債権者に対抗することができな

いとある。これによれば，差押禁止処分効力に反してなされた処分行為は

絶対無効ではなく，債権者に対抗できないだけである。……最高法院『担

保法解釈』67条……物権法191条 2項は……と規定している。これにより

分かることは，抵当物禁止の目的は抵当権者の利益を保護するためであ

り，一律に無効となるわけではない。」（この一審判決は二審で維持された

が，再審判決では，「Yと Aは別案の建設工事施工契約紛争で，Xと共同で調停

書を締結しているが，しかし各当事者は当該協議（調停）締結後ただちに効力

を生ずることを約定しておらず，当該調停の中で，本調停は甲乙丙三者が

署名し，岳陽市中級人民法院が認定した後に効力を生じ，岳陽市中級人民

法院によって調停書を作成するとなっており，従って一審法院が法により

調停書を作成し，且つ当事者にそれを送付するまでは当該調停書は効力を

生じない」として，この調停書の効力を否定した。しかし，この再審判決は上

記最高法院の「民事執行中財産の差押規定」26条，「担保法解釈」67条，物権法

191条 2項の判断自体を否定しているわけではない。）

　③「Xは，『合作成立項目公司協議書』は国有資産評価管理弁法の強制

性規定に違反し，無効とすべきと主張する。強制性規定の問題について，

本院（最高法院）の契約法適用若干問題解釈（二）14条は，契約法52条 5

号が規定する『強制性規定』とは効力性の強制性規定のことであると規定

する。しかるに資産評価管理弁法 3条のルールは国有資産占有単位が国有

資産を処置することについての規定であり，それは管理性の強制性規定に

属する。」

　④「（上訴者 Y 1は，係争契約は，字面上，所有権は Y 1に帰属すると記して

いるが，実際は土地使用権は Y 1に帰属するということであると主張し，それ

に対して Xは，Y 2と Y 1が締結した契約は明確に当該土地の所有権は Y 1に帰

属すると明確に記しており，これは決して書き間違いではないと答弁したこと

を承けて）当該約定は，土地の所有権を Y 1に帰属させており，双方のこ

の約定は法律の強制性規定に違反し，無効な契約に属する。」法律の強制
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性規定を明示していないが，（憲法10条に基づく）物権法47条のことであ

る。

　⑤「Yは本案の訴えの提起前に係争の土地使用権を取得しておらず，ま

た承認権を有する人民政府の同意承認を経ていない。すなわち X 2と土地

譲渡の口頭契約をなし，X 2から手付 2万元を取得した。最高法院『国有

土地使用権証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』 9条は，譲渡人が土地使用権譲渡証を取得せずに譲受人と契約を締結

して土地使用権を譲渡したときは，訴えの提起前に譲渡人が土地使用権証

を取得するか，又は承認権を有する人民政府が譲渡に同意したときは，契

約の有効を認定すべきであると規定している。（本件では Yは土地使用権を

取得しておらず，また人民政府の承認も得ていないので）当該譲渡契約は法

律，行政法規の強制性規定に違反し，無効な契約に属する。」

　⑥「（原再審）本案は双方が国家土地管理部門と城市計画部門の承認を

経ずに，Y 1は他の共有者の同意を得ずに，多くの国家工作人員の参与に

より，国家譲渡の商業用地を住宅用地に改め，併せて Y 1と Xの連合開

発の投資をなし，これは城鎮国有土地使用権出譲・転譲暫定条例の土地用

途関連規定及び民法通則の共有財産処分に関する規定に違反し，本案の双

方で締結した連合開発契約は無効な契約である。」原再審のこの判断は再

度の再審でも踏襲されている。本件の無効判断の基準をなしている規定は

「暫定条例」であろうが，その具体的条文は明示されていない。民法通則

の方は78条のことかと思われるが，78条自体は有効無効の具体的判断基準

とはなり得ず，「民法通則を貫徹執行するうえでの若干の問題に関する意

見」89の「一部の共有者が勝手に共有財産を処分したときは，一般的には

無効である」のことかと思われる。

（ 7）　農村の不動産取引関係諸契約

　上記の裁判例の中にも農村地域での不動産取引関係の契約が存したが，

ここでは以下の裁判例を一括して掲げることにする。
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　①楊会兵案（河南省安陽市中級法院（2011）安民三終字第28号，2011年 2月

25日判決），②化慶保案（河南省平頂山市中級法院（2011）平民終字第78号，

2011年 4月26日判決），③汝州市風穴路街道弁事処城北居民委員会礼西組案
（河南省平頂山市中級法院（2011）平民三終字第89号，2011年 4月19日判決），

④李某案（河南省周口市中級法院（2010）周民終字第441号，2010年 6月22日判

決），⑤毛観秀案（浙江省麗水市中級法院（2010）浙麗商終字第208号，2010年

7月21日判決），⑥鄧某某案（河南省洛陽市中級法院（2010）洛民終字第2038

号，2010年10月13日判決），⑦姚雲琴案（浙江省寧波市中級法院（2010）浙甬民

二終字第486号，2010年 9月20日判決）。

　これら裁判例の大半は河南省でのもので，資料的に偏りがあり，一般化

しにくいが，とりあえず見てみたい。以下の裁判例の中で，①～③は農地

請負契約，④⑤は売買契約，⑥⑦は宅基地使用権譲渡契約（⑦の表題は債

権紛糾案となっているが，実質は宅基地使用権に関わる契約紛糾案件）であ

る。これらの各種案件での契約有効・無効の判断基準をなした規定は以下

の通りである。

　①「Y 1が X 1と締結した20年間の果樹園請負契約はまだ満期が到来し

ておらず，そうした状況のもとでまた Y 2と契約を締結した。それは X 1

の請負経営権を侵害するものであり，故に X 1の，Y 1と Y 2が2010年 3

月に締結した果樹園請負契約無効確認の要求……は支持される。…契約法

60条，農村土地請負法53条，最高法院『農村土地請負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』 1条の規定により以下の通り判決す

る。」ここに掲げられている規定のうち，「解釈」 1条は農村土地請負民事

紛糾の管轄に関する規定で，無効判断基準とはなり得ない。また，農村土

地請負法53条の「いかなる組織，個人であれ請負人の土地請負経営権を侵

害したときは，民事責任を負わなければならない」は，民事責任という語

があるとおり，不法行為及び違約責任のことであり，無効の判断基準を提

供したものではない。そうすると，結局，契約法60条の誠実信用原則違反

ということで無効と判断したのであろうか。
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　②「『（一審の）Y 1と Y 2が2003年 1月27日に荒山請負契約を締結した

とき，村民代表会議によって採択されておらず，且つ村内で公示されてお

らず，農村土地請負法18条，19条の土地請負に関する原則と手続の強制性

規定に違反し，従って Y 1と Y 2が2003年 1月27日に締結した荒山請負契

約は無効である』（との判決に対して），『当該荒山請負契約は前任の村主任

が村民代表と村里の党員代表を招集して集団的に討論し締結されたもので

あり，且つ村里で公示された。原審判決は法律の適用を誤っており，原審

判決では主に農村土地請負法の規定を適用しているが，この法律は2003年

3月 1日から実施されたもので，Y 1と Y 2の間の荒山請負契約は2003年

1月27日に締結されたものである。故に当該契約を締結したとき，農村土

地請負法18条，19条を適用することはできない』（との上訴理由を二審は支

持し，一審判決を取り消した）。」決定手続に瑕疵がなく，且つ農村土地請負

法の遡及を認めないというのがその理由である。傍論的言及はないが，所

定の手続きをとらなかった場合，また農村土地請負法18条，19条違反の場

合には無効となるという趣旨であろうか。

　③「Xと Y 1が締結した二つの土地請負契約で，甲方の村民代表の人数

は 3分の 2に足りていない。当該契約は農村土地請負法48条の規定に違反

し，同時に当該契約は郷鎮人民政府の承認を経ておらず，契約内容も土地

管理法の関連規定に合致せず，契約の合法性に関する有効な契約の要求に

も合致しておらず，故に無効な契約とすべきである。」農村土地請負法48

条は荒山等を対象とするその他の請負方式に関する規定であり，上記②の

同法18条，19条は土地請負の一般的規定である。

　④「土地管理法は，いかなる単位，個人であれ，土地を売買することは

できないと明文で規定している。本案では，Yと Xが締結した契約では，

Xが関係土地を Yに売却してその上に家屋を建てることを約定しており，

それはわが国の法律の強制性規定に違反し，契約法の関連規定にもとづ

き，原審法院が当該契約を無効としたのは正しい。」本件は建設用地使用

権譲渡に関する前掲（ 6）の④の裁判例と同旨である。
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　⑤「双方当事者が締結した自留地売買契約において，Xが売却したの

は，自留地の所有権であり，当該自留地の所有権は集団所有に属する。双

方当事者の自留地売買行為は法律の禁止性規定に違反し，無効と認定すべ

きである。」本件での具体的根拠法として，一審では土地管理法 2条が引

用されている。

　⑥「農村の宅基地所有権は集団経済組織に属し，使用権は農村住民に属

する。宅基地は無償性，福利性，譲渡制限性の性質を有する。土地管理法

は，農民集団所有の土地使用権は非農業用に出譲，転譲，賃貸できないと

明確に規定している。集団経済組織以外の人員が農村の宅基地あるいは家

屋を購入するために締結した売買契約は，国家の政策にもとづき無効とす

べきである。」ここでの土地管理法の根拠条文につき，一審は同法 2条 3

項を挙げており，また一審は併せて河南省農村宅基地用地管理弁法を引用

している。

　⑦「係争家屋の宅基地は合法的な審査承認を経ておらず，また Xは某

村（集団経済組織）の構成員ではない。故に当該契約は法律，行政法規の

強制性規定に違反しており，法により無効と認定する。」本判決の一審で

は土地管理法63条が無効の判断基準として明示されている。

二　52条と51条とで適用が分かれた裁判例

　52条 5号の適用関係の裁判例を見ていくと，52条と51条とで適用が分か

れた裁判例が 2例あり，これを51条を請求事由として掲げる裁判例にまで

視野を広げると，相当な数に上る。先ず，筆者が52条関係として収集した

裁判例について見てみると，①曹剛案（山西省大同市中級法院（2014）同商

終字第106号，2014年 7 月10日判決），②陳芳雲案（浙江省台州市中級法院

（2010）浙台商提字第19号，2011年 1月27日判決）がある。

　①は連合経営契約で，一審は，Y 2と Y 1が経営管理契約を結び，その

中で甲ホテルを賃貸，譲渡してはならないとの約定を結んだにもかかわら
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ず，Y 1が Y 2の同意なしに Xと合作契約を締結した行為は52条（どの号

に該当するかは明示されず）に該当するとして無効の判断を下したが，二審

では，本件は名目上は合作契約となっているが，実際には Y 1が当該施設

運営を Xに請負わせるというもので，Y 1が Y 2の同意なしに Xに請負わ

せる行為は効力待定契約で，追認がなければ無効となるとの51条を適用し

た。

　また，②は経営権譲渡契約で，一審は，Xと Yの締結したホテル経営

権譲渡契約に関して，本ホテルの経営（主体）の性質は個体経営戸で，こ

の譲渡契約は国務院制定の城鎮個体工商戸管理暫定条例 9条 2項の強行性

規定に違反し，当該契約は52条 5号に該当して無効との判断を示した。こ

れに対して，二審は，当該ホテルの商業登記上の業主は Aで，経営権譲

渡契約はこの Aの追認を要するとしたうえで，本契約は効力待定契約で，

いまだ追認を得ていないので，51条により無効であると判断した。

　そこで，次に51条関係で収集した裁判例に目を転ずると，③大連保税区

鑫寰国際貿易有限公司案（最高法院（2014）民抗字第40号，2014年11月26日判

決），④仇 A案（上海市第二中級法院（2012）滬二民中四（商）終字第139号，

2012年 3月19日判決），⑤董文涛案（山東省青島市中級法院（2011）青民二終

字第193号，2011年 9月 3日判決），⑥常某案（河南省洛陽市中級法院（2009）

洛民終字第760号，2009年 7月13日判決）等がある。

　③は灘涂海域譲渡契約無効確認の訴えで，一審の基層法院は，Y 2（某

鎮政府）と Y 1が灘涂経営権を永久譲渡する旨の契約を締結したが，これ

は法律の強制性規定に違反し，従って当該契約は52条にもとづき無効との

判断を示した。これに対して，二審の中級法院では，Aは Y 2が組織した

集団所有制企業で，Aは企業自身の財産及び関連権益について処分権を有

し，Y 2が A及び Aの債権を譲渡する行為は無権処分に属し，いまだ A

の追認を得ていない以上無効であるとの判断を示した。51条問題として本

件を捉えたわけである。これに対して最高検察院が抗訴を提起し，その内

容は，本件契約は名目上は灘涂海域譲渡契約となっているが，実態は灘涂
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海域請負契約で，中国の法律では灘涂使用権の請負を禁止しておらず，52

条の無効事由には該当しないというものであった。そして，再審の最高法

院は，本契約は民法通則81条 4項の「集団所有に属する……灘涂……を売

買，賃貸，抵当及びその他の形式で非法譲渡することはできない」との規

定に抵触し，52条の禁止性規定に該当し無効との判断を示した。52条→51

条→有効→52条と二転三転した実例である。

　④は，株式譲渡契約紛糾案件で，一審の基層法院は，法律の規定によれ

ば上記の契約は当事者本人が署名締結すべきであるのに，Y 3の財務担当

者 Aが Xに代わって株主総会決議及び株主株式譲渡契約に署名し，それ

は法律規定に違反し，事後 Xは Aの代筆行為を追認しておらず，故に当

該決議及び契約は52条 5号の規定にもとづき無効との判断を示した。これ

に対して，二審の中級法院は，当該無権処分は Xの追認を得ておらず，

この代筆行為の法律効果は51条にもとづき無効との判断を示した。何故

か，この二審判決は原審の法律適用の正否につき言及せず「原判維持」と

している。

　⑤は店舗譲渡契約紛糾案件で，一審では Yは B 1号の固定ブースの処

分についてブース提供者の同意を得ておらず無効で，この前提のもと，Y

と Xの締結した店舗譲渡契約も無効と判断，その根拠法規として51条を

適用した。ところが二審の中級法院は何故か51条に言及することなく，当

該店舗譲渡契約は52条の規定する無効事由に該当しないとして契約を有効

としたうえで契約解除を認めた。

　⑥は租賃契約紛糾案で，一審は，Yの使用する房屋及びその所有権は某

鎮政府に属し，Yが某鎮政府及び第一租賃人の同意を得ずに家屋を転貸し

た行為は無効であるとして，その根拠法規として52条 5号を適用した。こ

れに対して二審は，Yが所有権を有しない家屋を事情を知らない Aに譲

渡した行為は無権処分に属するとして，51条により無効とした。

　51条は事後追認の有無が決定的要件をなすのに対して，52条は追認の有

無は関係ない規定で，本来，両者は性質を異にする。しかし，実際の裁判
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例を見ると，必ずしも両者の区別は明確でない。

三　契約「無効」の理解をめぐって

　ある法律，行政法規違反が効力性の強制性規定違反として無効となるの

か，それとも管理性の強制性規定に止まり，契約としては有効なのか，そ

の判断基準は実は困難である。また，物権変動を伴う契約において，債権

契約と物権契約の区別を認めることができるのか。52条 5号をめぐって

は，こうした問題が内在し，論争を生み出している。こうした問題を考え

るうえでの典型例をなすのが，前掲一の（ 6）の建設用地使用権譲渡契約

に掲げた裁判例の①，すなわち重慶索特塩化股份有限公司案である。この

事例については最近の程嘯氏の論文がある（2）。事件の概要を改めて述べる

と，名目上合作契約であるが，実質は土地使用権譲渡契約を Xと Yが締

結し，この契約での Xの主要義務は当地に設定された抵当権を抹消する

こと，Yの主要義務は譲渡代金を支払うことで，Xは Yが代金を支払わな

いことを理由に契約解除と違約金の支払を請求し，それに対して Yが，X

が抵当権抹消義務を履行しないことを理由に反訴を提起し，違約金の支払

いを請求したというものである。違約金請求額が Xの側から1000万元，Y

の側から6000万元と多額に上ることから一審は重慶市高級法院から始ま

り，そこでは，Xは土地使用権譲渡に際して，抵当権者への通知義務を定

めた担保法49条 1項に違反するとして無効の判決を下し，契約が無効であ

る以上，違約責任の効果としての違約金の請求はできず，本契約無効に伴

う損害賠償の問題が生ずるだけであるとの判断を示した。これに対して，

二審の最高法院は，担保法司法解釈67条及び物権法191条 1項は滌除権を

定めており，それにより抵当権者の権利は保護されており，担保法49条 1

項，物権法191条 2項，担保法司法解釈67条，物権法191条 1項を総合的に

（ 2） 　「論抵押財産的転譲─“重慶索特塩化股份有限公司与重慶新万基房地産開発
有限公司土地使用権転譲合同紛糾案”評釈─」中外法学2014年第 5期）。
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判断すると，譲渡人，譲受人，抵当権者の各利益の均衡が図られており，

担保法49条 1項の抵当権者への通知義務を怠るとか，物権法191条 2項の

抵当権者の同意を得ていないからといって無効となるわけではないとの判

断を示し，且つ本件のような物権変動を伴う契約は，債権形成行為と物権

変動行為からなり，XY間の債権形成行為（債権契約）は有効で，従って

違約責任としての違約金請求権が認められるとして Yの側からの違約金

請求を認めた。

　ところで，本件の事例に見られるような，物権法191条 2項（あるいは

担保法49条 1項）の義務違反の効果について学説は分かれており，程嘯前

掲論文は，これを無効説，有効説，効力待定説，債権契約・物権契約区分

説にまとめている。一審判決は無効説，二審は区分説を採用したというこ

とができる。因みに有効説を採る崔建遠氏は物権法，担保法のこれらの規

定は管理性強制性規定と捉えている（3）。なお，程氏同論文は効力待定説を

紹介する中で梁慧星氏を注記しているが（4），これは誤解を与えやすい。梁

氏はこの191条 2項をはじめ 5個のケースについては132条の有効な売買契

約が一種類推的に適用されるとの見解，つまり完全有効説を採ってい

る（5）。従って，その論理は異なるが崔氏と結論的には同じとなる。

　以上の諸説の中で司法実務がどのような立場を採っているか，大変興味

ある問題をなすが，本稿ではとりあえず区分説が司法実務でどの程度採用

されているかを見ておきたい。

　最高法院は2012年に司法解釈「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」を公布し，本解釈に関する最高人民法院民事審

判廷第二廷編著になる『最高人民法院関于売買合同司法解釈理解与適用』

は同解釈 3条，すなわち物権行為の無効をもって債権行為が無効となるわ

（ 3） 　崔建遠『物権法』第二版，中国人民大学出版社，2011年，464頁）。
（ 4） 　前掲（ 2）論文，1392頁。
（ 5） 　梁慧星「売買合同特別効力解釈規則之創設」『民商法論叢』52巻，2013年，

196～205頁。
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けではないとの規定を契約法51条の無権処分に関する司法解釈として紹介

しているが（6），重慶索特案件では，最高法院は物権法191条 2項違反の契

約の有効無効，すなわち契約法52条の問題を論ずる中で債権契約・物権契

約区分説の立場を表明している。つまり，51条，52条を貫いて債権契約・

物権契約区分説が採られている。

　契約無効判断において区分説が採られていると思われる裁判例としては

以下のようなものがある。

　①劉廷有案（雲南省昆明市中級法院（2009）昆民一終字第72号，2009年 5月

6日判決），②広徳県新杭鎮独山村里窑村民組案（安徽省宣城市中級法院
（2009）宣中民一終字第144号，2009年 5月15日判決），③程天福案（河南省焦作

市中級法院（2009）焦民終字第1140号，2009年 9月 9日判決），④賈雷案（広西

壮族自治区北海市中級法院（2012）北民一終字第294号，2013年 3月28日判決），

⑤施慎徳案（上海市第二中級法院（2013）滬二民二（民）終字第2188号，

2014年 1月13日判決。

　これらの裁判例における判断は以下の通りである。

　①「Xと Y 1は……家屋の譲渡と土地使用権の移転を約定したが，Y 1

は当該土地使用権を有しておらず，当該土地使用権の移転は無効である。

しかし，物権法15条の規定は……いまだ物権登記を済ませていなくても，

契約の効力に影響しないと規定している。故に本案の某家屋の譲渡は契約

成立の時にただちに効力を生じ，当該家屋が物権登記をされたかどうかに

よって契約の有効性に影響を与えない。Xと Y 1の某家屋の譲渡は有効で

ある。」本判決は一審の「Y 1はその使用権を有しない土地及び付属物を

Xに売却し，永久に使用させることにしたが，双方が締結した売買契約は

無効である」との判断を否定したものである。

　②「Xが，所有権の登記，証明書の受領［領証］，譲渡を済ませておら

ず，また変更登記も済ませていないと考えている問題について。本案の法

（ 6） 　人民法院出版社，2012年，69～87頁。但し梁慧星氏の理解は異なる。梁氏は
本解釈をもって契約法132条の司法解釈と解している（本誌186頁参照）。
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廷弁論が終結する前に物権法がすでに効力を生じ，物権法15条の規定によ

れば，契約締結と登記手続あるいは変更手続は異なる二つの行為であり，

故に登記をしていない，あるいは変更登記をしていないことは譲渡契約の

効力に影響を与えない。」この判決は一審でのそれで，二審では，土地徴

用に関する本件は法院の主管に属さないとして上訴を棄却し，結果として

原審を維持している。

　③「城市房地産管理法37条 6号は譲渡を認めないのは家屋の所有権，す

なわち物権である。しかるに契約が定めたのは債権で，それは物権と截然

と異なる。債権行為は直接債権債務関係の成立，変更，消滅を引き起こす

契約行為で，他方，物権行為は直接物権の取得，変更，消滅を引き起こす

引渡し，名義変更等の行為である。たとえ双方当事者が締結したものが所

有権の移転を目的とする売買契約であったとしても，契約締結行為自身が

直接所有権の移転をもたらすわけではなく，従って物権行為に属さない。

動産の引渡し及び不動産の名義変更登記こそが直接物権の移転を引き起こ

す法律事実であり，これが物権行為である。家屋売買について言えば，お

互いに関連しているが，しかし明らかに異なる二つの段階が存在し，その

第一段階は債権行為，すなわち契約締結の段階で，その効果は契約の成立

すなわち債権債務関係の発生ということである。第二段階は物権行為，す

なわち家屋の引渡しと移転登記の段階であり，その効果は家屋所有権の移

転ということである。第一段階の債権行為すなわち契約締結行為は契約法

においてルールが定められ，城市房地産管理法はもっぱら物権行為をルー

ル化したもので，債権行為をルール化したものではない。一審判決が単に

物権行為をルール化した法律によって債権行為を無効としており，それは

正しくない。」この判決は，一審の「いまだ法により登記し房地産証書を

取得していない家屋は譲渡できない。原告某はいまだ家屋所有権証を取得

せずに被告某に譲渡しており，国家の強制性法律規定（＝城市房地産管理

法37条 6号）に違反し，契約無効とすべきである」との判断を否定したも

のである。
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　④「本案の鍵は Xと Y 3の締結した商品房売買契約が合法有効である

かどうかである。……最高法院の『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』 3条は……と規定している。…… Y 3が当該

家屋の所有権あるいは処分権を取得せずに Xと売買契約を締結したが，

たとえ Y 3ら被上訴人がこれを理由として売買契約無効の抗弁をなしたと

しても，法によりそれを支持すべきでない。故に Yと Xが締結した商品

房売買契約は合法有効である。」本判決も一審の「Y 3は当該家屋を Xに

売却したとき，所有権者 Y 1 Y 2の授権を得ておらず，且つ法廷弁論終結

までに当該家屋の処分権を取得しておらず，Y 1 Y 2は……追認していな

い。契約法51条により無効な契約に属する」との判断を否定したものであ

る。

　⑤「当事者が家屋売買契約を締結することで生じるのは当事者の債権効

力であり，家屋の所有権変動が必然的に導き出されるわけではなく，所有

権者の物権的利益に直接影響を与えるわけではない。X 1と Y 2の締結し

た売買契約は有効な契約であるが，当該売買契約の有効は係争所有権が

X 1に移転したことを表すものではない。」この一審判決は二審でも維持

された。

　以上はいずれも物権行為とは区別された債権契約の有効を判示した裁判

例であるが，①③④にある通り，下級審は無効判決を下しており，裁判所

でも判断が分かれていることを示している。以上の裁判例から見る限り，

債権行為・物権行為区分説の起点は物権法15条にあり，その後の2012年の

司法解釈がそれを踏襲して出てきたものと解することができる。

　ところで，以下に示す⑥秦培発案（重慶市第四中級法院（2009）渝四中法

民終字第642号，2009年 9月14日判決）及び⑦周政成案（重慶市第四中級法院

（2011）渝四中法民終字第340号，2011年 9月20日判決）は上記の債権行為・物

権行為区分説と異なり，効力待定説に立った理解を示している。その論旨

は以下のとおりである。

　⑥「（家屋譲渡）契約の効力について。土地使用権の譲渡は物権変動に
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属し，物権変動をもたらす原因行為は譲渡契約である。譲渡契約の効力を

認定する法律根拠は契約法及び関連行政法規，司法解釈である。契約法51

条は……と規定している。X 1 X 2は法により建設用地使用権を取得せず

に Yと契約を締結してその土地使用権を譲渡しようとしており，これは

無権処分に属し，その譲渡契約は法により効力待定の法律行為に属する。

……もし譲渡人が土地使用権証を取得せずに，あるいは承認権を有する人

民政府の承認がなければ，当該譲渡契約は無効と認定すべきである。」

　⑦「土地使用権譲渡契約とは土地使用権の物権変動を目的とする債権契

約で，契約の目的物たる土地使用権は用益物権である。当事者が物権変動

の目的を実現しようとすれば，単に物権変動を達成しようとの合意だけで

は不十分で，さらに土地使用権処分の権能を有しなければならない。すな

わち土地使用権証を取得して土地使用権の権利主体となってはじめて物権

変動を目的とする処分行為を行使できる。従って土地使用権証の取得が土

地使用権譲渡の必須の条件をなし，譲渡人は土地使用権証書を取得しては

じめて彼が権利譲渡主体であることを明確に証明でき，法により処分権を

有する。いまだ土地使用権証書を取得していない譲渡人は無権処分者で，

彼が譲受人と土地使用権譲渡契約を締結する行為は無権処分行為に属し，

当該行為は譲渡人が土地使用権証書を取得するか，又は承認権を有する人

民政府の承認があるまでは効力待定の法律行為に属し，当事者が人民法院

に訴えを提起するまでに譲渡人が土地使用権証書を取得せず，あるいは承

認権を有する人民政府の承認がないときは，当該譲渡行為は無効であり，

その締結した譲渡契約もこれに従い無効となる。」この判決は一審判決で，

二審では土地使用権証を取得済みであることを理由に契約は有効とされ

た。

　さらに，以下の裁判例⑧王雲平案（安徽省宿州市中級法院（2014）宿中民

一終字第331号，2014年 9月 1日判決）は区分説でもなく，効力待定説でもな

く，まして有効説でもなく，無効説に立った事例であると思われる。その

判旨は以下の通りである。
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　⑧「Y 1と Xが家屋購入契約を締結した時，いまだ商品房予約販売許可

証を取得しておらず，且つ今に至るも当該家屋の商品房予約販売許可を得

ておらず，従って Y 1と Xの締結した家屋購入契約は無効であり，Xの納

めた家屋購入代金158,000元を返還しなければならない。Y 1と Xが契約

を締結した時，当該家屋の商品房予約販売許可書を取得していないことの

事実を故意に隠したので，Y 1は Xが支払った家屋購入代金158,000元の

二倍の賠償責任を負担しなければならない。Xと Y 1が締結した契約は無

効であるので，双方が当該家屋購入契約で締結した補充契約及び調停協議

もまた無効となる。故に Xの，Y 1 Y 2は Xに違約金を支払うべきである

との請求を本院は支持しない。」もし契約（債権契約）が有効であれば，

違約責任が生じ，その効果として違約金の請求が認められるはずである。

下線部は違約金の請求を否定しており，従って本裁判例は無効説に立った

判断であると言わなければならない。

　翻って，本論一で紹介した各種契約類型のうち，物権変動にかかわる家

屋売買，建設用地使用権譲渡及び農村の不動産取引の一部の契約について

見てみると，家屋売買契約に関する①②③④⑤⑧⑨⑪，建設用地使用権譲

渡契約に関する④⑤⑥，農村不動産取引各種契約中①④⑤⑥⑦は単に無効

と記されているのみで，それが物権契約部分を特定して無効と判断してい

るとは考えにくい。

　以上，要するに，2012年の司法解釈「売買契約紛糾案件を審理するうえ

での法律適用問題に関する解釈」が今後の司法実務に道筋をつけることに

なったということはできるにしても，中国法52条 5号及び51条の「無効」

概念の内容が実務上確定したとは言い難い。

　本論を結ぶに当たって，参考までに契約法52条 5号に関する重慶市第一

中級法院の裁判官の手になる最近の実証的調査結果を紹介しておきたい。

その結果は以下のとおりである。

　（ⅰ）52条 5号の強制性規定を効力性と管理性に区別することについて

の裁判官の賛否につき，上海市や浙江省の調査対象裁判官の約90％が賛成
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し，他方，甘粛省の裁判官の賛成は60％を割り，約30％が，両者の区別は

困難であり，必要でもないとして反対している。

　（ⅱ）裁判官の間で，効力性規定と認定すべきかどうかをめぐって判断

が分かれている紛糾案件は，「抵当権者の同意を得なければ抵当物を譲渡

できない」かどうか，「差し押さえられた家屋は譲渡できない」かどうか，

および「行政割当の土地使用権は譲渡できない」かどうかの問題である。

　（ⅲ）典型的な強制性規定を整理［梳理］すると，（ 1）建設工事施工領

域，（ 2）房地産領域，（ 3）土地譲渡領域が掲げられ，（ 1）については，

建設工事の質は公共の安全と密接に関係し，そのため建設工事の主体及び

行為方式の管理統制につき立法はかなり多くの強制性規定を設けており，

司法解釈「建設工事施工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」の公布前は有効・無効いずれの判決もあり，相対的には無効

判決が多かったのが，公布後は無効判決が顕著に増加しており，また建築

法28条（「請負単位がその請負うすべての建築工事を他人に下請けに出す［転

包］ことを禁止し，請負単位がその請負う全部の建築工事を分割下請け［分包］

の名義で他人に下請けに出すことを禁止する」），29条（ 3項「元請け単位が工

事を資格条件を有しない単位に下請けさせることを禁止する。下請け単位がそ

の受け負った工事を孫請けさせることを禁止する」）の，違法な一括下請け，

分割下請け禁止規定違反，及び入札法 3条違反の契約については裁判所は

基本的に無効判決を下している。（ 2）については，城市房地産管理法27

条（ 2項「房地産開発プロジェクトが竣工し，験収に合格した後ではじめて引

き渡して使用に供することができる」），30条（「房地産開発企業は営利を目的と

して房地産開発と経営に従事する企業である。房地産開発企業を設立するには

以下の条件を具備しなければならない。（一）自己の名称と組織機構を有するこ

と。」），城市房地産開発経営管理条例 9条（「房地産開発主管部門は房地産企

業の資産，専業人員及び開発経営業績等にもとづき，主管部門へ報告された房

地産開発企業について資格等級を査定する。」）がほぼ強制性規定の理解で一

致し，城市房地産管理法54条（「房屋の租賃について，出租人と承租人は書面
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にて租賃契約を締結し……併せて房地産管理部門に登録し主管部門へ報告しな

ければならない。」）が管理性規定の理解で一致している。そのいずれであ

るかをめぐって判断が分かれている規定は，城市房地産管理法38条（「以

下に掲げる房地産は譲渡できない。（一）出譲方式で土地使用権を取得し，

本法39条の規定する条件に合致しないとき。（二）司法機関及び行政機関

が，差押その他の方式で房地産の権利を制限することを法により裁定又は

認定したとき。（三）法により土地使用権を回収したとき。（四）共有の房

地産について，他の共有者の書面による同意を経ていないとき。（五）権

利の所属をめぐって争いがあるとき。（六）法によりいまだ登記せず権利

所属証書を取得していないとき。（七）法律，行政法規が規定する譲渡禁

止のその他の事由。」），39条（「出譲方式で土地使用権を取得し，房地産を転

譲するときは，以下の条件に合致しなければならない。（一）出譲契約の約定に

もとづいて全額の土地使用権出譲金を支払い，併せて土地使用権証書を取得し

ていること。（二）出譲契約の約定にもとづいて投資開発を行い，それが房屋建

築工事に属し，開発投資総額の25％以上を完成し，それが区画開発土地に属す

る場合，工業用地あるいはその他の建設用地の条件を形成すること。」），40条

（「行政割当方式で土地使用権を取得し，房地産を転譲するとき，国務院の規定

にもとづき，承認権を有する人民政府に報告のうえその審査承認を得ること。」）

等で，総じて，実務界では管理性規定が主導を占めつつあるとの認識が増

大している。（ 3）については，土地管理法 4条（「農用地を建設用地に転

用することを厳格に制限し，建設用地の総量を規制し，耕地に対して特別の保

護をする。……土地を使用する単位と個人は，必ず厳格に土地利用の全体的計画

が定めた用途にもとづいて土地を使用しなければならない。」），36条（「占有す

る耕地にかまどを建造したり，墓を建てたり，勝手に耕地上に建物を建てたり，

沙を採掘したり，採石したり，採鉱したり，土を掘ったりすることを禁止する。

占有する基本農田で林業・果樹業を行ったり，養魚業に利用することを禁止す

る。」），63条（「農民の集団所有地の土地使用権を非農業建設に出譲，転譲又は

出租してはならない。但し，土地利用の全体計画に符合し，且つ法により建設
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用地を取得した企業が，破産，合併等の事情によって土地使用権を法により移

転させるときは，この限りでない。」）等が効力性規定として，その違反に対

しては無効判決が下され，土地管理法 8条（「農村及び城市郊外区の土地は，

法律で国家所有と規定する場合を除き，農民の集団所有に属する。宅基地及び

自留地，自留山は集団所有に属する。」），62条（「農村の農民は一戸当たり一カ

所の宅基地だけを有することができる。その宅基地の面積は省，自治区，直轄

市の規定する基準を超えてはならない。……農村の村民が住宅を売却，出租した

後で，宅基地を再度申請したときは，認めない。」），物権法184条 2号（「以下

に掲げる財産は抵当に付することができない。……（二）耕地，宅基地，自留

地，自留山等の集団所有の土地使用権。但し法律に別段の規定があるときは，

この限りでない。」）違反は無効判決が多いが，有効とする判決も見られる。

総じて，農用地保護を旨とする強制性規定の場合，裁判官は現行立法と政

策・公共の利益等を結び付けて契約を無効と判断するケースが普遍的に見

られる（7）。

結　語

　契約法52条 5号及び同51条関係の裁判例計約300例の分析を通じて得ら

れた強制性法律・行政法規に反する契約の効力に関する暫定的結論は以下

の通りである。

　①52条 5号適用が問題となった契約類型で最も多かったのは借款契約

で，その次が建設工事施工契約，以下，家屋売買契約，租賃契約，株式譲

渡契約，建設用地使用権譲渡契約であった。

　②最も多かった借款契約の無効判断において特徴的なことは，当該契約

を無効とするさいに，その多くが単に「関連金融法規に違反」との抽象的

（ 7） 　「合同無効認定路径之反思与重構」（万鄂湘『探索社会主義司法規律与完善民
商事法律制度研究（下）』人民法院出版社，2012年）931頁，933～934頁。執筆
者は黄明耀。
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文言が付されるだけで，その具体的規定が明示されていないということで

ある。当事者間で締結した契約を無効とする以上，その具体的根拠が周到

に示されなければならないはずである。こうした，契約無効の具体的な根

拠規定を明示しないという特徴は他の契約類型にも多く見られる。なお，

無効と判断された数の多かった借款契約については，最近司法解釈「民間

の借款案件を審理するうえでの法律適用についての若干の問題に関する規

定」（2015年）が公布された。この司法解釈により借款契約制限がどの程

度緩和化されるのか，今後の推移を見る必要がある。

　③特に建設工事施工契約に目立ったことであるが，契約の有効無効の判

断基準として司法解釈のみが適用されていることである。契約法52条 5号

は「法律，行政法規の強制性規定に違反する」ことを要件としており，当

該契約を無効とする法律又は行政法規が具体的に明示されなければならな

いはずなのに，司法解釈のみで有効無効が判断されている。

　④各種契約類型の中で相対的に無効とされなかった事例が多かったのは

株式譲渡契約である。 7件の裁判例の中で 4件の裁判例が有効とされてい

る。無効とされた中の 1例は，中外合資経営企業法 1条にもとづいて，中

国公民の投資を無効としたものであるが，類似の事案において最高法院は

それを有効と判断している。他方，農村の不動産取引関係の裁判例では，

農村土地請負法や土地管理法違反を理由に当契約を無効とする事例が多か

った。但し，農村地域といっても，参照した裁判例は河南省のものが大半

で，偏りがある。

　⑤契約法52条 5号及び同51条関係裁判例を見ていくと，同一事件につ

き，一審と二審でその適用が分かれている裁判例が散見する。51条は追認

の有無が決定的意義を有し，他方，52条 5号では追認は関係なく，両者は

その性格を異にするはずなのに，何故か混乱している。

　⑥家屋売買契約や建設用地使用権譲渡契約は，借款契約や建設工事施工

契約，租賃契約等と異なり物権変動を伴う。この問題をめぐっては，中国

契約法が債権契約と物権契約の区別を認めているのかどうかと関連して議
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論が紛糾している。この問題は従来，51条の無権処分との文脈で語られる

ことが多かったが，重慶索特塩化股份有限公司案で最高法院は52条 5号の

問題で（具体的には物権法191条 2号の合意要件規定の解釈をめぐって）区分

説を採用した。2012年の司法解釈「売買契約紛糾案件を審理するうえでの

法律適用問題に関する解釈」の公布以来，債権契約・物権契約区分説が有

力になっていくかとも思われるが，裁判例を見る限り，効力待定説や無効

説も少なからず存在している。


