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Ⅰ　抵当権者の同意なき 
建設用地使用権譲渡契約の効力をめぐって 
─重慶索特塩化股份有限公司案─

（最高人民法院民事判決書（2008）民一終字第122号）

 小  口  彦  太

1　はじめに

　中国の担保法49条 1項は，抵当権の設定された抵当物の第三者への譲渡につ
き，抵当権者に通知しなければ当該譲渡契約は無効とすると規定し，また物権
法191条 2項は，抵当権設定者は抵当物の譲渡につき抵当権者の同意を得なけ
ればならないと規定している。そうした規定のもとで，抵当権者への通知のな
い，あるいは抵当権者の同意を得ていない抵当物譲渡契約の効力如何というこ
とが問題となり，本件はその典型例をなす。学説上は，（イ）無効説，（ロ）有
効説，（ハ）効力待定説，（ニ）債権契約有効・物権契約無効の区分説と諸説対
立の状況にある。一審の重慶市高級法院は（イ）説を，二審の最高法院は
（ニ）説を採り，再審でも最高法院は（ニ）説を踏襲した。なお，本件の真の
争点は，原告と被告（反訴原告）の双方が主張している違約金請求の認定にあ
る。
　本稿は，紙幅の都合上，二審の最高法院民事判決（2008）民一終字第122号
を主要な対象とし，必要な限りで一審及び最高法院再審判決にも言及するとい
うことにする。
　本件の訴訟当事者は以下の通りである。
　上訴人（原審被告・反訴原告）重慶新万基房地産開発有限公司（以下 Yと
表記）
　被上訴人（原審原告・反訴被告）重慶索特塩化股份有限公司（以下 Xと表
記）
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2　事件の概要

　Xはその所有する商業用地使用権を担保に A銀行から借款した。その後，X

は Yと当該商業用地をもとに「金三峡花園連合開発契約」を締結し，その契
約の中で以下のような約定を結んだ。① Xは Aとの間で設定した抵当権を抹
消［解除］する（第 1条）。② Xは土地使用権を提供し，Yは資金を出資する
（第 2条）。③本契約締結後，Xが違約し，Yと協力せず，あるいは本プロジェ
クトの設計案が政府によって審査承認された後，Xが Yと協力して政府に対
して双方の名義でもってプロジェクトの立ちあげ，計画等の業務の審査承認を
申請しなかったときは，Xのそうした行為を根本違約とみなし，Xは Yの投資
総額の30％を違約金として Yに支払い，あわせてこれによって Yに与えた経
済損失を賠償する。他方，Yが予定どおり資金を提供できず，開発に影響を与
えた場合は，Yはその投資額の30％を違約金として Xに支払う（第10条）。上
記契約と同時に別途，開発プロジェクトの進度，税金の負担，利潤分配の方式
等につき補充契約を締結した。契約締結後，Xは，Yが資金提供の義務を履行
しないとして，契約の解除と違約金1000万元の支払を求めて訴えを提起し，こ
れに対して，Yは，Xがその主要な義務（抵当権抹消）を履行しないとして，
違約金6000万元の支払を求めて反訴した。

3　一審判決の概要

　一審の重慶市高級法院の判決の概要は以下の通りである。
　①本案は Xと Yの不動産共同開発契約［合作開発房地産合同］の外貌を呈
しているが，実質は Xを売主，Yを買主とする土地使用権（建設用地使用権）
の有償譲渡契約である。②本件において Xは Yへの土地使用権の譲渡につき，
抵当権者 Aへの通知を怠っている。従って，この譲渡契約は担保法49条 1項
の「抵当期間に，抵当権設定者がすでに登記済みの抵当物を譲渡するとき，抵
当権者に通知し，併せて譲受人に譲渡物が抵当に付されている状況を告知しな
ければならない。抵当権設定者が抵当権者に通知せず，あるいは譲受人に告知
しなかったとき，譲渡行為は無効となる。」に該当し，無効となる。③ところ
で，最高法院司法解釈「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）67条 1項は「抵当権存続期間に，抵当権設定者が抵当物の譲渡につ
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き抵当権者に通知せず，あるいは譲受人に告知しなかったとき，もし抵当物が
登記されていれば，抵当権者は抵当権を行使できる。抵当物の所有権を取得し
た譲受人は債務者に代わって債務者の全債務を弁済し，抵当権を消滅させるこ
とができる。譲受人は債務を弁済した後で抵当権設定者に求償することができ
る。」とあり，Yはこの規定により滌除権を行使して，当該土地使用権を取得
できるはずなのに，滌除権を行使せず，その結果，当該譲渡行為の効力を補正
できなかった。④ Xは契約の解除を請求しているが，契約の解除は契約が有
効に成立したことを前提とし，本件は無効の契約なので，解除の問題は存在し
ない。⑤契約無効の法的効果として，財産の返還（もしくは財産相当額の補
償）及び損失賠償が規定されているが（契約法58条），本件の場合，財産は引
き渡されておらず，損失賠償だけが問題となり，双方の故意・過失の程度を勘
案して Xは Yに損失額79,320.5元を賠償しなければならない。⑥ X，Yともに
相手方の違約を理由に違約金を請求しているが，違約金は違約責任の範疇で，
有効な契約に違反することによってはじめて生ずる法律責任である。しかし，
本件契約は無効なので，違約の問題は存在せず，違約責任の負担（具体的には
違約金）は生じ得ない。
　以上の判決を不服として Yが上訴した。上訴理由は以下の三点である。
　①一審の，土地使用権譲渡契約は無効との判決は法律の適用を誤ったもので
ある。担保法司法解釈67条，物権法191条の規定（同条 2項「抵当期間に，抵
当権設定者は抵当権者の同意を得なければ抵当財産を譲渡することができな
い」）によれば，抵当権者に通知しなかったからといって，抵当物譲渡行為が
当然に無効とはならない。本案で，双方は Xが譲渡土地の抵当の抹消を先に
履行し，抵当権者の利益を十分に保護することを約定しており，当該約定は法
律の強制性規定に違反せず，譲渡契約は有効である。② Xは，Yの度重なる
催促にもかかわらず，譲渡地の抵当を抹消する先履行義務を履行せず，逆に自
ら訴訟を提起して，土地の価格の値上がりに伴う巨額の利益を得ようとし，そ
れは誠実信用原則に反する。Yは本契約の履行のために積極的に資金を投入
し，巨額の経済損失を被った。このため，Xは違約責任を負うべきである。③
Xには，約定に基づいて違約金6000万元を支払う責任がある。
　以上①～③の上訴理由に基づいて，Yは①原審判決の取り消し，②締結した
二種類の契約の有効，③ Xの違約の認定と違約金6000万元負担の認定，④訴
訟費用全額の Xによる負担を求めた。
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4　最高法院の上訴審判決

　最高法院の上訴審判決は以下の通りである。
　「本案の争点は以下の二点である。すなわち（一）「連合開発契約」及びその
「補充契約」の効力問題。（二）Xは Yに違約金を支払うべきかどうか。
　争点（一）について。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，譲渡は有効であることを規定している。すな
わち譲受人が滌除権の行使を通じて目的物上の抵当権の負担を滌除した場合，
譲渡行為は有効となる。上記の法律と司法解釈の規定は，関連立法及び司法解
釈の指導思想を体現している。すなわち抵当権者，抵当権設定者，抵当物譲受
人の間の利益の均衡，抵当権が侵害を受けず，また財産の自由な譲渡を過度に
妨げることなく，物の効益を十分に発揮させることを体現している。本案の双
方当事者は連合開発契約の中で，Xは開発進度に影響を与えないという前提の
もとで抵当解除の関連手続を行うことを約定した。すなわち約定の方式で先ず
本案の当該土地上の抵当権負担を抹消する義務を Xに課している。当該約定
は抵当権者の利益を保障し，また抵当権設定者と土地を譲り受ける第三者の利
益も妨害しておらず，担保法，物権法及び担保法司法解釈の，各当事者の利益
均衡を保障するとの立法精神と何ら矛盾せず，法律規定に違反していない。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，土地上の権利の負担を積極的に告知し，開発進度に影響を与えないという
前提のもとで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，すなわち義務を負担する行為を構成し，それは，意思自治と契約自
由の原則に合致し，且つ抵当権者の利益が侵害されないことを確保しており，
担保法，物権法，担保法司法解釈の立法趣旨と制度設計と抵触しない。従っ
て，当該連合開発契約及び補充契約は有効で，双方は契約にもとづいて誠実に
履行しなければならず，Xには双方で定めた開発進度にもとづいて銀行債務を
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弁済し，当該譲渡地上の抵当権の負担を抹消する義務がある。
　次に，物権法15条の規定によれば，当事者間で締立された不動産物権の設
定，変更，譲渡及び消滅に関する契約は，法律に別段の規定又は別段の約定な
き限り，契約成立の時より効力が生じ，物権の登記をしていなくても，契約の
効力に影響を与えない。当該規定は不動産物権変動の原因と結果を区別すると
の原則を定めたものである。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。係争土地使用
権譲渡の原因行為としての双方が締結した連合開発契約及び補充契約は，一種
の債権形成行為であり，決して土地使用権譲渡の物権行為ではない。抵当権者
に通知しないことによって物権譲渡行為を無効とする関連法律の効力は，物権
変動の原因行為には及ばない。当事者は約定の中で物権譲渡の条件を完全なも
のにしているので，当該譲渡行為は法律の規定に符合する。本案はこうしたケ
ースに該当する。
　以上要するに，双方当事者が締結した連合開発契約は法律の強制性規定に違
反しておらず，有効な契約とすべきである。一審のこの問題についての認定は
法律適用が正しくなく，正されなければならない。
　争点の（二）について。Xは Yに対して違約金を支払うべきかどうか。一
審は双方が締結した連合開発契約及び補充契約が約定した権利義務の内容にも
とづいて，双方の契約は土地使用権譲渡契約であると認定したが，この認定事
実は疑問の余地なく，法律適用も正しい。双方当事者にも異議がなく，本院は
これを確認する。土地使用権譲渡契約は双務契約であり，譲渡人は使用権に瑕
疵のないことの条件を具えた土地を提供し，譲受人は譲渡代金を約定どおりに
支払うことを求めている。双方の連合開発契約第 1条は，当該譲渡土地にはす
でに抵当権が設定され，且つ Xは抵当を抹消する義務を履行することを明確
にしている。この約定は，Xには土地使用権の譲渡人として土地上に存在する
権利瑕疵を消し去る義務があることを示している。双方はその後に締結した補
充契約の中で，各自が義務を履行する時期について約定した。その約定の内容
は，双方が共同で定めた「金三峡花園連合開発プロジェクト開発タイムスケジ
ュール表」を双方の義務履行のタイムテーブルとするというものである。Yは
補充契約の約定にもとづいて，2005年12月 5日に Xに対して「金三峡花園連合
開発プロジェクト開発タイムスケジュール表」を提出し，Xに対して譲渡地上
の抵当を抹消することを要求したが，Xは返答をしていない。Xのこの対応は
連合開発契約第 1条の，双方が共同で定めたプロジェクト開発スケジュール表
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の義務規定に違反し，約定どおりに速やかに譲渡地上に設定された抵当を抹消
し，権利瑕疵なき土地を提供するということを行っておらず，こうした契約不
履行という消極的行為は違約を構成する。Xの沈黙行為は，契約の継続履行に
ついての Yの正当な信頼を引き起こし，Yは A等の第三者と工事設計等一連
のプロジェクト開発の実施と関連する契約を締結した。こうした状況のもと
で，Xは，連合開発契約及び補充契約の解除を請求したが，この解除の請求は
契約法108条の規定により，根本違約を構成すると認定すべきである。Xの抗
弁によれば，Xが抵当を抹消できなかった原因は，Yが譲渡代金を支払わなか
ったために抵当解除の資金を用意することができなかったと言う。連合開発契
約第 4条の Xの承諾事項にもとづき，Xは自ら抵当解除義務履行の資金を準
備すべきであって，Yが先に譲渡代金を支払うことを条件とはしていない。従
って，Xの抗弁理由は成立しない。以上のことを，当該土地の価格が大幅に上
昇しているという実際の状況及び双方の土地使用権譲渡過程での利益の均衡と
結び付けて，Xは連合開発契約第10条の約定により違約責任を負わなければな
らない。当該約定によれば，Xは根本違約により Yの投資総額の30％を違約
金として支払わなければならない。双方が締結した連合開発契約は実際には土
地使用権譲渡契約であり，それ故，当該約定の「総投資額」を契約約定の譲渡
代金額に変更し，これを違約責任確定の計算根拠としなければならない。補充
契約の約定によれば，双方で定めた Xの土地使用権譲渡によって得られるは
ずの収益は10360万元（280畝×37万）で，Yが負担すべき Xの事務棟の改修
代金は3100万元，合計で13460万元が土地使用権譲渡の対価をなす。これをも
とに計算すれば，Xは Yに対して4038万元の違約金を負担しなければならな
い。Yはその計画上の開発投入総額を根拠に Xは6000万元の違約金を給付す
べきとの請求をしているが，これは合作契約を前提としており，本案の事実と
符合せず，本院は本請求を支持しない。Yは，Xの契約義務不履行は根本違約
を構成すると考えているが，本院はこれを認める。また Xは一審訴訟の中で
双方が締結した契約の解除を請求している。これらのことに鑑み，双方で締結
した連合開発契約及び補充契約は解除すべきである。Yは訴訟過程において，
契約を履行するために関連費用を支払ったことの確認を求めたが，この主張は
一審の訴訟請求ではなく，且つ Xが支払うべき違約金額がこの請求を超えて
いるので，本院の二審はこの主張を支持しない。
　本院は以下のように判断する。双方当事者が締結した連合開発契約及び補充
契約は当事者の真実の意思表示に係り，法律及び行政法規の禁止性規定に違反
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しておらず，合法有効である。Xは契約義務を履行しておらず，その行為は違
約を構成し，約定の違約責任を負わなければならない。Yの上訴理由は成立
し，本院は支持する。民事訴訟法153条 2号， 3号の規定により以下の通り判
決する。一，重慶市高級人民法院（2008）渝高法民初字第 2号判決を取り消
す。二，金三峡花園連合開発契約及び補充契約（一）は有効である。三，双方
が締結した金三峡花園連合契約及び金三峡連合開発契約補充契約（一）を解除
する。四，Xは本判決の効力が生じてから10日以内に Yに違約金4038万元を
支払わなければならない。五，Yのその他の上訴請求を棄却する。本判決の確
定した金銭給付義務の履行を遅滞したときは，民事訴訟法229条の規定にもと
づき，履行遅滞期間の債務利息の倍額を支払うこととする。
　一審案件の受理費304,900元，反訴費170,900元，合計475,800元につき，Xは
350,694元を負担し，Yは125,106元を負担する。二審案件の受理費170,900元に
ついては，Xが112,794元を負担し，Yは58,106元を負担する。
　本判決は終審判決である。（以下略）

5　最高人民法院の再審判決の概要

　上記の最高人民法院の終審判決を不服として，Xは最高検察院に申訴して，
これを承けて最高検察院は最高法院に対して抗訴を提起し，それを認めた最高
法院は再審を決定した。その詳細は省略するが，連合開発契約及び補充契約の
有効を認定した二審判決を維持し，ただ Yの側からの違約金額について，「二
審判決は違約金を確定する時，Yの実際に受けた損失額及び本案契約がいまだ
実際履行を開始していない等の客観的状況に十分な注意を払っておらず，その
確定した違約金額は Yが契約履行不能によって受けた損失より明らかに高す
ぎ，その結果，確かに均衡を失しており，Xが違約金請求について調整を求め
ている理由は成立し，本院は再審の中で情状を斟酌し調整をはかる。本案の契
約の性質，双方が契約を締結，履行する中での状況，及び実際に発生した損失
等にもとづき，本院再審は Xは Yに違約金1400万元を支払うべきであると判
断する」として，違約金額を大幅に減額した。

6　本件判決についてのコメント

　中国契約法52条 5号は「法律，行政法規の強制性規定に違反する」契約を無
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効とすると規定しているが，いかなる法律，行政法規が単なる管理性強制性規
定ではなく，契約を無効とする効力性強制性規定であるのか，実務も固まって
おらず，また学説も多岐に分かれている。52条 5号はいわば中国契約法上の難
題の一つをなしている（52条 5号適用に関する裁判例の分析については本誌別
稿を参照されたし）。「前書き」でも述べたように，本件の主要な論点は，物権
法191条 2項や担保法の規定に違反した契約の有効・無効の判断にあり，一審
の重慶市高級法院は抵当権者への通知を怠った譲渡人の譲渡契約を無効とし，
二審の最高法院は，債権行為と物権行為の区別説に立ち，「抵当権者に通知し
ないことによって物権譲渡行為を無効とする関連法律の効力は，物権変動の原
因行為には及ばない」として，「抵当権者の利益が侵害されないことを確保」
している本件契約は有効であるとの判断を示した。そして，債権契約が有効で
ある以上，違約責任の効果として違約金の請求が容認されることになる。一審
は契約無効説をとることにより，違約金の請求を否定した。
　これら一審，二審の判決については以下のような疑問点が存する。先ず，一
審判決についてであるが，上記一審判決の概要の③の部分で，滌除権の行使を
認めている。しかし，滌除権を認めるということは，Xと Yの契約の有効を
前提としなければ出てこない議論であり，それは概要の②の議論と矛盾する。
　次に，二審判決についてであるが，以下のような疑問乃至舌足らずの感を抱
かざるを得ない。二審の論旨は，先履行義務（抵当登記抹消義務）を負ってい
る Xが，Yの不履行（代金支払い義務の不履行）を理由に契約解除を主張し，
その解除請求は契約法108条の履行拒絶に該当し（先履行義務を負っているの
で，Xの履行拒絶は違法性を阻却しない），この履行拒絶という違約は契約目
的を実現不能にする根本違約を構成するとして，Yの側からの違約金請求を認
め，そのうえで「Yは，Xが契約義務を履行しないことは根本違約を構成する
と考えていることに鑑み，本院はこれを確認し，且つ Xは一審訴訟請求にお
いて双方で締結した契約の解除を請求しており，故に双方で締結した連合開発
契約及び補充契約は解除すべきである」というものである。疑問点はこの下線
部にある。根本違約を構成する側からの契約の解除請求にもとづいて解除を認
めるという論旨は理解に苦しむ。解除の請求権を認めるとしたら，それは非違
約者の側からの請求でなければならないはずである（因みに，中国契約法研究
会において北京大学の王成教授は「違約者が自ら契約解除を主張することは，
民法の基本的な公平原則に符合しない。一審の原告が明らかに違約している状
況のもとでは，契約締結上の過失責任よりも違約責任を負わせる方がより公平
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である」と説いている）。ただ，Yは契約解除請求を明示してはいない。結局，
根本違約の効果として（実際履行はあり得ないので）契約解除と損失賠償が発
生するということであろう。
　ところで，最高法院のこの裁判例を紹介した程嘯氏は，本件のような抵当権
者の同意を得ないで抵当財産を譲渡する契約の効力をめぐって，無効説，有効
説，効力待定説，区分説が存することを紹介されている（「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
譲合同糾紛案”評釈─」中外法学2014年第 5期）。そして，程氏によれば，無
効説論者として王利明氏を，有効説論者として崔建遠氏を，効力待定説論者の
箇所では梁慧星氏を，区分説論者として呉光栄氏を挙げられている。無効説は
債権契約・物権契約の区別を認めず，物権法191条 2項に違反した契約は無効
とする。有効説を採る崔建遠氏も，債権契約・物権契約の区別を認めず，物権
法191条 2号は効力性強制性規定ではなく，管理性強制性規定で，従って契約
は有効で，その結果，物権も変動するとする。効力待定説について，程氏は
「抵当権設定者が抵当期間において抵当権者の同意を得ないで勝手に抵当財産
を処分したときは，当該処分行為は無権処分に属する。無権処分である以上，
当該譲渡契約は効力待定の契約に属し，契約法51条によって処理する。すなわ
ち抵当物を獲得した第三者は抵当権者に通知し，抵当権者が処分に同意するか
どうかの表示を要求し，もし同意がなければ，処分行為は初めから効力が生じ
なかったことになる」と説明する。そして，この効力待定説にもとづく裁判例
も存在する（本誌別稿33～34頁参照）。しかし，程氏がこの説の中で梁慧星氏
を紹介していることは，梁氏が効力待定説に立っているかの如き印象を与えか
ねない。梁氏は本件のような物権法191条 2項のケースには，無権処分の規定
ではなく，有効な売買契約に関する契約法132条が類推的に適用されると説く
（「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）。すなわち契約有効説を採る。従って，立論は異なるが，結論的には崔建
遠氏と同じとなる。
　本件のような，法律・行政法規違反の建設用地使用権譲渡契約に関する裁判
例を見ると，最高法院が本件で判示した区分説が相当数存在するが，しかし，
効力待定説，無効説に立った裁判例も存在しており，司法実務上，その扱いが
固まったとはまだ言えない（本誌別稿参照）。
　最後に，本件のようなケースを日本法の立場から捉えたらどのようになる
か，参考までに記しておきたい。以下の議論は松岡久和氏によるものである。
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「登記済みの抵当目的物は，抵当権の負担の付いた所有権としてしか譲渡でき
ず，登記によってそのことを知っている譲受人を保護する必要もない。抵当物
を譲渡する契約は債権的にはもちろん物権的にも有効であり，それにより抵当
権の負担付きの所有権が譲受人に移転すると解しても，抵当権者は，抵当目的
物が譲渡されても譲渡前と同様に抵当権を実行することができるから（抵当権
の追及効），譲渡によっていささかも害されることはない。このようにして抵
当権者の利益を保護するために抵当物の譲渡を禁じる必要がないため，譲渡禁
止の規範の性質をめぐる中国のような議論は，日本法には存在しない。」結局，
中国の物権法や担保法において，抵当権者を保護するために抵当権設定者の抵
当権者への通知や同意取得を要件とするということは，中国の登記制度が十分
に整備されていないという事情に由来するようである。抵当権の追及効が保障
されていれば，重慶索特案件のような事件において，その契約の効力をめぐっ
て学説・実務が混乱することもないと言わなければならない。


