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1. 「民法典（草案）」 

（原文「民法典（草案）」） 

全人代常務委員会 2019 年 12 月 28 日公布 

 

2019 年 12 月 28 日、全国人民代表大会常務委員会は、「民法典（草案）」（以下、「本

草案」という。）を公表し、2020 年 1 月 26 日までの期間で意見募集を行った。 

本草案は、総則、物権、契約、人格権、婚姻家庭、相続、権利侵害責任の 7 つの編

及び附則、合計 1260 条によって構成される。 

全国人民代表大会憲法法律委員会1の担当者の説明によれば2、全国人民代表大会常

務委員会は、2020 年 3 月に開催される第 13 期全国人民代表大会第 3 回会議で、意見

募集に基づいて本草案をさらに修正した上で審議に付する予定である。 

本草案によると、民法典の正式施行に伴い、「婚姻法」、「相続法」、「民法通則」、「養

子縁組法」、「担保法」、「契約法」、「物権法」、「権利侵害責任法」及び「民法総則」が

同時に廃止される予定である（1260 条）。 

 
1 全国人民代表大会の専門委員会である。 
2 http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201912/97e0bd20d5a44a95ba224c5f326d27c8.shtml 
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現行制度と本草案の重要な相違点は以下の通りである。なお、本草案は、正式な法

令として制定されたものではない点に留意されたい。 

 

（1）総則 

本草案の総則は、現行の民法総則（2017 年 10 月 1 日施行）3と同じである。現行

の民法総則は、民法典の総則部分になるべきものとして、2017 年に制定された。 

 

（2）物権編 

本草案物権編は、現行の物権法をベースとしており、その構成に大きな変更はな

く、総則、所有権、用益物権、担保物権、占有という 5 つの分編、合計 258 条によ

って構成される。 

現行物権法と本草案物権編の重要な相違点は以下の通りである。 

1. 建築物の区分所有者の権利保護の強化 

本草案物権編は、建築物の区分所有者の権利の保護を強化し、共有部分の利用

は区分所有者が共同で決定することを明確化した。また、物件管理において区分

所有者間の共同決定につき、一部の事項に関する決議要件を引き上げた（278 条）。 

さらに、区分所有者の共有部分の利用により生じた収入は、合理的原価を控除

した後、区分所有者で共有することが明確にされた（282 条）。 

2. 居住権の規定の新設 

これまで、とりわけ高齢者が住宅を使用することに対して法的保護を与えるべ

きであるという社会的要請があった。そのため、本草案物権編では、居住権を明

確に規定し、居住権の成立と消滅及び居住権者の権利の内容等を規定している

（366 条から 371 条）。居住権とは、居住権者が契約に基づき、生活居住の需要

を満たすため、他人の住宅に対して占有及び使用できる権利である（366 条）。 

また、居住権は、登記することにより無償で設定できるものの、譲渡や相続を

行うことはできない（368 条、369 条）。 

3. 動産抵当及び質権の規定の整備 

本草案物権編は、動産抵当及び質権に関する規定を整備し、抵当権と質権の弁

済順位を明確化している。本草案物権編では、同一の財産に抵当権と質権が並存

している場合、登記と引渡の先後により弁済順位が決せられることとなる（415

条）。従来は、担保法適用の若干問題に関する解釈 79 条によれば、同一の財産に

抵当権と質権が並存している場合、抵当権者は質権者に優先して弁済を受けると

されていた。 

また、本草案物権編では、抵当財産の担保権に対して、優先弁済権が与えられ

ている。動産抵当が担保する主債権は抵当財産の代金であり、目的物が交付され

てから 10 日以内に抵当登記を行う場合、当該動産抵当権の抵当権者は、留置権

 
3 民法総則については、本ニュースレターNo.249（2017 年 10月 1 日発行）をご参照ください。 
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以外の担保権利者より優先して弁済を受けることができる（416 条）。 

上記のほか、本草案物権編は、無人島の国家所有権（248 条）、持分共有者の

優先買取権（306 条）、追加物の帰属（322 条）及び土地請負経営権の移転（339

条、341 条）等を規定した。 

 

（3）契約編 

本草案契約編は、総則、典型契約及び準契約 3 つの分編 526 条より構成される。 

現行の契約法と比べて、主な修正は以下の通りである。 

1. 総則 

契約法と比べて、本草案契約編総則は「契約の保全」を第 5 章として新たに設

けた。「契約の保全」には、債権者の代位権（535 条から 537 条まで）及び債権

者の取消権（538 条から 542 条まで）が含まれる。現行の契約法（73 条）及び

その司法解釈一（13 条）における同趣旨の規定と比べて、本草案契約編は、債

権の期限到来前の債権者の代位権を新たに定めた（536 条）。すなわち、債権者

の債権の期限到来前であっても、債務者の債権について訴訟時効がまもなく満了

し、又は債務者がその債権について遅滞なく破産債権の届出をしない等の状況が

存在し、かつそれが債権者の債権の実現に影響を及ぼすものであれば、債権者は、

代位権を行使することができるとされた。 

2. 典型契約 

典型契約の章には、保証契約（第 13 章）、ファクタリング契約（第 16 章、原

文は「保理合同」）、建物管理サービス契約（第 24 章、原文は「物業服務合同」）

及び組合契約（第 27 章、原文は「合伙合同」）が新たに典型契約として定められ

た。 

現行の契約法には、保証契約について規定がないが、担保法には関連規定が存

在した。保証契約に関する本草案契約編の規定は、従来の担保法における規定を

ほぼそのまま引き継いだ。よって、今後は保証は担保物権ではなく、契約として

扱われることになる。但し、相違点として、当事者間で保証方式に関する約定が

なく又は約定が不明である場合、担保法は（19 条）、このような保証を連帯保証

とみなすと規定していたが、本草案契約編は（686 条 2 項）、一般保証とみなす

と規定した。 

本草案契約編は、ファクタリングの実務の発展・拡大に鑑み、ファクタリング

契約を新たに典型契約として定めた（761 条から 769 条まで）。具体的に、本草

案契約編は、ファクタリング契約の内容、求償権のあるファクタリングについて

売掛金債権の債務者に対してのみならず債権者に対しても請求できること、求償

権のないファクタリングについて売掛金債権の債務者に対してのみ請求できる

こと、及び同じ売掛金債権について複数のファクタリング契約が併存する場合の

取扱等の内容を規定した。 

建物管理サービス契約も新たに典型契約として定められたものである（937 条
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から 950 条まで）。本草案契約編は、建物管理サービス契約について、建物管理

サービス契約の内容、建物管理サービス提供者の義務、建物所有者の義務、契約

の解除及び契約終了の取扱等を定めた。 

組合に関して、従来の民法通則（1987 年 1 月 1 日施行、2009 年 8 月 27 日改

正）には関連規定が存在するが（30 条から 35 条まで）、2017 年 10 月 1 日に施

行された民法総則には関連規定は存在しなかった。本草案契約編は組合を典型契

約として定めた（967 条から 978 条まで）。具体的に、本草案契約編は、出資義

務、パートナー業務の執行、利益配当、損失分担及び組合契約の終了等の内容を

規定した。 

3. 準契約 

民法総則は、事務管理及び不当利得について定めているが4、準契約という分

類はしていなかった。本草案契約編は、事務管理（原文：無因管理）及び不当利

得という言葉を使い、事務管理及び不当利得を「準契約」として規定した。事務

管理については、管理人の権利及び義務、受益者の責任、受益者が追認した場合

に委託契約の関連規定を適用すること等（979 条から 984 条まで）を規定した。

不当利得については、受益者の返還義務及びその例外、損失を受けた者の賠償請

求権等を規定した（985 条から 988 条まで）。 

 

（4）人格権編 

本草案人格権編は、一般規定、生命権・身体権・健康権、氏名権・名称権、肖

像権、名誉権・栄誉権、プライバシー・個人情報の保護という 6 章 51 条から成

る5。51 条のうち大部分は、憲法、民事訴訟法、権利侵害責任法、ネットワーク

安全法及びその他の関連法令・司法解釈に定める内容と同様又は同主旨の規定と

なっている。既存法令に明確に規定されていないが、本草案人格権編で規定され

たものは、以下の通りである。 

人格権を、民事主体が有する生命権、身体権、健康権、氏名権、名称権、肖像

権、名誉権、栄誉権、プライバシー権等の権利と定義した（990 条 1 項）6。それ

以外に、自然人は、人身自由及び人格尊厳に生じるその他の人格権益も有すると

規定した（990 条 2 項）。また、人格権の放棄、譲渡及び承継はしてはならない

と明確に規定されている（992 条）。生命権、身体権及び健康権以外の人格権を

侵害した場合の民事責任を認定するとき、侵害者及び被害者の職業、影響範囲、

 
4 民法総則では、法律上又は契約上の義務のない場合において、他人の利益が損失を受けることを避け

るために管理を行った者は、受益者に対しそのために支払った必要費用の償還を請求する権利を有する

こと（121 条）及び他人が法律上の根拠がなく、不当な利益を得た場合は、損失を受けた者はその者に

対し不当な利益の返還を請求する権利を有すること（122 条）を規定するが、「事務管理」や「不当利得」

という言葉は使っていない。 
5 民法人格権編（草案二次審議稿）については、本ニュースレターNo.304（2019 年 6月 14 日発行）を

ご参照ください。 
6 民法総則 110条や権利侵害責任法 2 条には生命権等が列挙されていたが、「人格権」という言葉は使わ

れていなかった。最高人民法院による「民事権利侵害による精神的損害賠償責任の確定に係る若干問題

に関する解釈」（2001 年施行）において「人格権利」という言葉が使われた。 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00036849/20190614-104453.pdf


 
 

 

 

 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い

申し上げます。 

© 2020 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

5 
 

中中国国最最新新法法令令  <<  速速報報  >> 

行為の目的・方式等を考慮すべきであると既存法令にない新たな内容が定められ

ている（998 条）。 

身体権・健康権については、倫理道徳に反し、公共利益に害する人体の遺伝子、

人体の胚胎等に関する医学・科学研究活動は明確に禁止されている（1009 条）。 

氏名権・名称権については、一定の社会知名度のある筆名、芸名、氏名・名称

の略称等が、他人に使われ、公衆の混同を招くのに十分である場合、氏名及び名

称と同等の保護を受けると明確に規定されている（1017 条）。 

肖像権については、肖像権者の同意を得ずに、その肖像を合理的に実施できる

行為を列挙している（1020 条）。また、肖像許諾使用契約の条文解釈、期間等に

ついても規定している（1021 条、1022 条）。 

名誉権・栄誉権については、新聞報道や世論監督の場合、他人の名誉への影響

に民事責任を負わないのが原則であるが、他人が提供する事実と異なる内容に合

理審査の義務を果たせなかった場合等を例外としている（1025 条）。合理審査義

務を果たせるか否かの認定要素が列挙されており、新聞報道等の行為者が挙証責

任を負う（1026 条）。 

プライバシー・個人情報の保護については、権利者の明確な同意を得ずに、電

子メール等により他人の私生活を侵すこと、他人の秘密情報の収集等の行為は禁

止されている（1033 条）。その他の個人情報保護に関する規定は、基本的にネッ

トワーク安全法にもカバーされている。 

 

（5）婚姻家庭編 

本草案婚姻家庭編は、一般規定、結婚、家庭関係及び離婚という 4 章 52 条より構

成される。  

現行の婚姻法と本草案婚姻家庭編の重大な相違点は以下の通りである。 

養子縁組につき、養子縁組は養子となるべき者に最も有益であるという原則を確

立して、養親及び養子の合法的な権益を保障しなければならないと規定された（1044

条）。 

現行婚姻法 7 条の結婚禁止の事由につき、実務上の取り扱いが煩雑であるため、

本草案婚姻家庭編では、「医学上、結婚すべきでない疾病に罹る場合」という事由を

削除した（1084 条）。これに伴い、本草案婚姻家庭編は、一方が重大疾病に罹る場

合、結婚登記手続きをする前に相手方に告知しなければならず、告知しなかった場

合は、相手方が婚姻取消を人民法院に提起することができると定められ（1053 条）、

当事者の婚姻の自主決定権を保護した。 

離婚につき、婚姻登記機関が離婚登記申請を受領した日より 30 日以内に、いずれ

の一方が離婚を希望しない場合、当方は婚姻登記機関に対して離婚登記申請の撤回

を求めることができると規定され（1077 条）、「離婚冷静期間」という制度を新設し

た。 

上記の他、本草案婚姻家庭編は、現行「最高人民法院による夫婦債務に関わる紛
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争事件の審理における法律適用関連問題に関する解釈」の規定を取り入れ、夫婦共

同債務の範囲を明確にした（1064 条）。なお、現行「婚姻法解釈（三）」4 条の規定

を取り入れ、夫婦共同財産分割を請求できる事由を規定した。 

 

（6）相続編 

本草案相続編は、一般規定、法定相続、遺言相続及び遺贈及び遺産の処理という 4

章 45 条より構成される。 

現行の相続法と本草案相続編の重大な相違点は以下の通りである。 

相続人が詐欺、脅迫の手段を用いて、被相続人の遺言の設立、変更及び撤回を妨

害した場合、相続権喪失の事由として規定した（1125 条）。 

相続財産管理人制度を新設し、相続財産管理人の選出方法（1145 条、1146 条）、

相続財産管理人の職責（1147 条）、相続財産管理人の責任（1148 条）等について規

定した。 

 

（7）権利侵害責任編 

本草案権利侵害責任編は、一般規定、損害賠償、責任の主体に関する特殊規定、

製造物責任、医療損害責任、環境汚染及び生態破壊責任、高度危険責任、飼育動物

責任及び建築物・物件損害責任という 10 章 95 条より構成される。 

現行の権利侵害責任法と本草案権利侵害責任編の重大な相違点は以下の通りであ

る。 

1. 懲罰的賠償責任の新設 

現行法では、知的財産権侵害における懲罰的賠償について、商標法 63 条のみ

に規定があり、権利侵害責任法、特許法、著作権法等の法令には懲罰的賠償に関

する規定がない。本草案では、故意に他人の知的財産権を侵害し、情状が重大で

ある場合、被権利侵害者は、相応な懲罰的賠償を請求できると規定した（12 条）。

民法典の立法に伴う特許法及び著作権法の改正に注目する必要がある。 

故意に国家規定に違反して環境を汚染し又は生態を破壊し、深刻な結果をもた

らした場合、被権利侵害者は、相応な懲罰的賠償を請求できると規定された（1232

条）。 

2. 権利侵害責任を免除・軽減できる場合の新設 

一定のリスクがある文芸・体育活動に自発的に参加し、その他参加者の行為に

よって損害を被った場合、被害者はその他参加者に対して権利侵害責任の負担を

請求してはならない。ただし、その他参加者に当該損害の発生について故意又は

重大な過失がある場合を除くと規定された（1176 条）。 

合法的権益が侵害され、状況が緊急でありかつ適時に国家機関による保護を受

けることができず、直ちに措置を講じなければ合法的権益が補填し難い損害を被

る場合、被害者は必要な範囲内に権利侵害者の財産を差押える等の合理的な措置

を講じることができるが、直ちに国家機関に処理を請求しなければならない。被
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害者が講じた措置が不当であり、他人に損害をもたらした場合、権利侵害責任を

負うと規定された（1177 条）。 

3. 指導性判例及び司法解釈の受け入れ 

本草案権利侵害責任編は、最高人民法院による指導性判例 83 号の判決主旨を

受け入れ、ネットワークを利用した権利侵害について、被害者はネットワークサ

ービス提供者に削除、非表示、アクセスの切断等の必要な措置を講じるよう通知

する場合、当該通知は権利侵害の初歩的証拠及び権利者の真実な身分証明情報を

含まなければならないと規定し、被害者による通知に含まれるべき内容を明確化

した。ネットワークサービス提供者は当該通知を関連するネットワークユーザー

に転送し、権利侵害の初歩的証拠及びサービ類型に従って必要な措置を講じなけ

ればならないと規定した（1195 条）。 

本草案権利侵害責任編は、「生態環境損害賠償事件の審理に関する若干規定（試

行）」12 条、15 条の規定を受け入れ、生態環境の修復及び損害賠償の範囲に関す

る規定をした（1234 条、1235 条）。 

 

（全 1260 条） 
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