
 
 

 

 

 

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. 

1 
 

中中国国最最新新法法令令  <<  速速報報  >> 

※月 2 回発行                   2020 年 6 月 5 日号（No.329） 

 

Ⅰ. 全人代レベル 

1. 民法典 

2．「香港特別行政区における国家安全維持保護の法律制度及び 

執行の仕組の確立、整備に関する決定」 

Ⅱ. 国務院レベル 

Ⅲ. 中央行政部門レベル 

Ⅳ. 司法解釈 

Ⅴ. 地方レベル 

Ⅵ. その他（意見募集稿等） 

 

 
 

Ⅰ.  全人代レベル 

 

1. 「民法典」 

（原文「民法典」） 

主席令第 45 号、全国人民代表大会 2020 年 5 月 28 日公布、2021 年 1 月 1 日施行 

 

2020 年 5 月 28 日、第 13 期全国人民代表大会第 3 回会議において、「中華人民共

和国民法典」（以下、「本法」という。）が制定され公布された。本法は、2021 年 1 月

1 日から施行される。本法は、総則、物権、契約、人格権、婚姻家庭、相続、権利侵

害責任の 7 つの編及び附則の合計 1260 条によって構成されている。 

これまで中国には、民法の各分野を一つの法典にまとめた民法典はなく、民法通則

（1986 年制定）、民法総則（2017 年制定）、物権法（2007 年制定）、担保法（1995

年制定）、契約法（1999 年制定）、権利侵害責任法（2009 年制定）、婚姻法（1980 年

制定）、養子縁組法（1991 年制定）、相続法（1985 年制定）という個別の法律に分か

れていた。中国では民法典の編纂が課題とされていた。全国人民代表大会常務委員会

は 2015 年の立法計画に民法典編纂を組み入れた。それ以降、民法典の制定作業が進

められ、2019 年 12 月 28 日に「民法典（草案）」が公表され1、今回の本法の制定公

布に到った。 

民法典の正式施行により、上記の各個別法律は廃止される（本法 1260 条、以下括

弧内の条文の引用は同様）。 

 

（1）総則 

本法の総則は、基本規定、自然人、法人、非法人組織、民事権利、民事法律行為、

代理、民事責任、訴訟時効、期間計算という 10 章、合計 204 条によって構成され

 
1 本ニュースレターNo. 320 号(2020 年 2 月 7 日発行）をご参照ください。 
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る。個別の文言の修正を除き、現行の民法総則の構造及び内容と同じである。 

 

（2）物権編 

本法物権編は、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。現行の物権法と比べて、重要な相違点は以下のとおりである。 

所有権につき、建築物の区分所有者の権利保護が強化された（278 条）。無人島の

国家所有権が定められた（248 条）。 

用益物権につき、居住権2を新たな用益物権として規定し、居住権の成立と消滅及

び居住権者の権利の内容等が規定された（366 条から 371 条）。 

担保物権につき、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との規定が整備された（415 条）。 

また、上記の他、本法物権編は、持分共有者の優先買取権の実現方式が現行法よ

り細かく規定した（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）等も新たに規定された。 

 

（3）契約編 

本法契約編は、総則、典型契約及び準契約という 3 つの分編、合計 526 条により

構成される。現行の契約法と比べて、重要な相違点は以下のとおりである。 

総則につき、本法契約編は、契約によることなく生じた債権債務の法律適用（468

条）、予約契約の契約責任（495 条）、定型約款提供者の説明義務（496 条）等の規

定を整備した。また、国家が危険・災害救助、感染対策等のために任務を発注した

場合には、関連民事主体は関連法律、行政法規に従い契約を締結しなければならな

い（494 条）という規定が新たに定められた。 

典型契約につき、契約法に既に定めがある売買契約、贈与契約、金銭貸付契約等

に関する規定が整備されて、さらに保証契約（13 章）、ファクタリング契約（16 章、

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

び組合契約（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。 

準契約につき、現行の契約法では定められていない。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3 、準契約という分類はしていなかった。本法契約

編は、事務管理（原文：無因管理）及び不当利得（原文：不当得利）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。事務管理につき委託契

約の関連規定の適用（984 条）、不当利得につき悪意の受益者に対する損害賠償請求

 
2 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）。 
3 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。 
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権（987 条）が新たに定められた。 

 

（4）人格権編 

本法人格権編は、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 条からなる4。人格

権に関する規定が憲法、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・司法解釈に散見されているが、現行法には人格権に関するまとま

った法律はなかった。現行の個別規定と比べて、重要な相違点は以下のとおりであ

る。 

一般規定につき、人格権5を明確に定義し、人格権の保護及び侵害された場合の救

済方式等が定められた（990 条、1000 条）。 

生命権、身体権及び健康権について、人体の遺伝子、人体の胚胎等に関する医学・

科学研究活動において遵守すべきルール（1009 条）が規定されており、セクハラ行

為の認定基準や企業等による防止・阻止義務（1010 条）も定められた。 

プライバシー・個人情報の保護につき、現行法を踏まえて、プライバシー・個人

情報の保護をさらに強化した。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）。 

 

（5）婚姻家庭編 

本法婚姻家庭編は、基本的に現行の婚姻法及び養子縁組法の内容を踏襲し、一般

規定、結婚、家庭関係、離婚及び養子縁組という 5 章 79 条により構成される。現行

の婚姻法及び養子縁組法と比べて、重要な相違点は以下のとおりである。  

結婚につき、本法婚姻家庭編は、婚姻法の関連制度を整備し、結婚禁止の事由と

して「医学上、結婚すべきでない疾病に罹る場合」（1048 条）を削除した。但し、

一方が重大疾病に罹って、結婚登記手続きをする前に相手方に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できると定められた（1053 条）。 

家庭関係につき、本法婚姻家庭編は、婚姻法及び関連司法解釈6の規定を取り入れ、

夫婦共同債務の範囲（1064 条）と夫婦共同財産の分割事由（1066 条）を明確にし

た。 

離婚につき、本法婚姻家庭編は、「離婚冷静期間」7という制度を新設した。 

養子縁組につき、本法婚姻家庭編は、県級以上人民政府部門が養親に対して養子

 
4 人格権編を独立した編にすべきかについて、賛成派の学者と反対派の学者が長期にわたって論争した。

2017 年の中国共産党第 19回全国代表大会にて習近平総書記が「人民の人身権、財産権、人格権を保護

する」と報告した。これを踏まえて、人格権編が最終的に独立した編になったと報道されている。 
5 人格権とは、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をいう（990 条 1 項） 
6 「夫婦債務に関わる紛争事件の審理における法律適用関連問題に関する解釈」（最高人民法院、2018

年制定）及び「婚姻法適用の若干問題に関する解釈（三）」（最高人民法院、2011 年制定） 
7 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（1077 条）。 
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縁組の評価をしなけれならないと規定した（1105 条）8。 

 

（6）相続編 

本法相続編は、基本的に現行の相続法の内容を踏襲し、一般規定、法定相続、遺

言相続・遺贈及び遺産の処理という 4 章 45 条により構成される。現行の相続法と比

べて、重要な相違点は以下のとおりである。 

一般規定につき、相続人が詐欺、脅迫の手段を用いて、被相続人の遺言の作成、

変更及び撤回を強要または妨害した場合、相続権喪失の事由として新たに規定され

た（1125 条）。 

遺言相続・遺贈につき、印刷及び録音録画を新たな形式として規定された（1136

条、1137 条）。また、遺言者の意思を尊重し、本法相続編は、自筆遺言、代筆遺言

等が公証遺言を変更又は撤回できない旨の規定を削除した（1142 条）。 

遺産の処理につき、本法相続編は、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 

本法権利侵害責任編は、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、自動車交通事故責任、医療損害責任、環境汚染・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 条により構成され

る。現行の権利侵害法と比べて、重要な相違点は以下のとおりである。 

一般規定につき、本法権利侵害責任編は、リスクの伴う活動（1176 条）及び緊急

避難（1177 条）の責任免除・軽減を規定した。 

損害賠償につき、知的財産権及び環境・生態における権利侵害について、懲罰的

賠償責任が新設された（1185 条、1232 条）。 

本法権利侵害責任編は、さらに指導性判例9及び司法解釈10を取り入れ、ネットワ

ークを利用した権利侵害について被害者による通知の内容とネットワークサービス

提供者の義務（1195 条）及び生態環境損害賠償事件について修復及び損害賠償の範

囲（1234 条、1235 条）を規定した。 

 

（全 1260 条） 

 

2. 「香港特別行政区における国家安全維持保護の法律制度及び執行の

仕組の確立、整備に関する決定」 

（原文「全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度

和执行机制的决定」） 

 
8 2012 年から、江蘇省、広東省等 28 省において養子縁組評価の試験運用が行われた。 
9 最高人民法院が 2017 年 3 月 6 日に発表した指導性判例 83 号 
10 「生態環境損害賠償事件の審理に関する若干規定（試行）」（最高人民法院、2019 年制定） 
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全国人民代表大会 2020 年 5 月 28 日公布、同日施行 

 

 全国人民代表大会は、2020 年 5 月 28 日、「香港特別行政区における国家安全の維

持保護の法律制度及び執行の仕組の確立、整備に関する決定」（以下「本決定」とい

う。）を公布施行した。 

1997 年の香港返還にあたり、「一国二制度」の基本法として「香港特別行政区基本

法」（以下「香港基本法」という。）が制定された。同法では、香港特別行政区が「自

主立法」によって、国家反逆、分裂、反乱扇動、中央人民政府の転覆、国家機密窃取、

外国の政治的組織または団体による政治活動並びに香港と外国の政治的組織等の関

係樹立を禁止する法律を制定しなければならないとされている（同法 23 条）。しかし、

現在のところ香港特別行政区によるこうした国家安全に関する法律の制定はされて

いない。 

本決定は、こうした状況に言及しつつ11、また「憲法」12及び「香港基本法」13に根

拠を求めながら、香港における「国家安全」の維持保護のための制度の確立、及び中

央の全国人民代表大会常務委員会による香港における「国家安全」に関する法律の制

定などについての基本方針及び授権等を定めたものである14。 

本決定の主な内容は、以下のとおりである。 

 

（1）「一国二制度」と国家安全維持保護のための措置 

「一国二制度」による香港特別行政区の「高度な自治」の維持を謳うと同時に、

同区において、「憲政制度の秩序」を保護し、国家の安全を脅かす行為及び活動の防

止、制止及び懲罰のために、国家安全維持保護のための法律制度及び執行の仕組を

確立し、整備するものとしている（1 条）。 

 

（2）外国勢力による干渉の排除 

外国及び域外の勢力による香港特別行政区の事務に対する干渉に対しては必要な

措置によって反撃し、また、こうした勢力が香港を利用して「分裂、転覆、潜入、

破壊活動」を行うことを防止及び阻止し、かつこれに対して懲罰するものとしてい

 
11 このほか、本決定前文では、同決定の背景として、昨年来の香港特別行政区における「暴力テロ活動

等」によって、国家安全リスクが顕在化したことなどにも言及している。 
12 本決定では、全人代による同決定の根拠として、憲法 31 条及び 62 条 2 号、14 号、16 号を上げてい

る（同決定前文）。 
13 本決定自体では明言していないが、全人代の際の公表資料等では、香港基本法 18 条が、全国人民代

表大会（及び同常務委員会）の権限の根拠として言及されている

（http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202005/efb9fa8b664545938ad3fd5a2b8fce17.shtml）。なお、同条

では、香港特別行政区で施行される「全国性法律」が同法付属文書 3 に列挙される法律等に限られるこ

と、並びにこれらの法律は香港特別行政区が現地で公布または立法することにより施行されること（同

2 項）、全人代常務委員会が、香港特別行政区政府への意見諮問等を前提に付属文書 3 に列挙される法律

等の追加削減ができること（同 3 項）、並びに付属文書 3 に入れられる法律等は、国防、外交及びその

他同法で自治の対象外とされる事項に関するものに限られることが定められている（同 3 項）。 
14 なお、中国の国家安全に関する基本法である「国家安全法」は、2015 年 7 月 1 日に制定、公布され、

同日から中国国内で施行されている。但し、同法は、香港基本法の付属文書 3（脚注 12 参照）に列挙さ

れる香港特別行政区で施行される全国性法律には入っていない。 

http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202005/efb9fa8b664545938ad3fd5a2b8fce17.shtml


 
 

 

 

 

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. 

6 
 

中中国国最最新新法法令令  <<  速速報報  >> 

る（2 条）。 

 

（3）香港特別行政区自体による国家安全に関する法律制定の督促 

本決定では、香港基本法に定められた、香港特別行政区自体による国家安全維持

保護のための法律の制定（同法 23 条）について言及し、できるだけ早急にこれを完

成させなければならないとしている。但し、ここで言及されている香港特別行政区

自体による立法と、本決定に基づいて全人代常務委員会が行うこととなっている国

家安全法の制定（後記(6)参照）との関係については、特に触れられていない。また、

香港特別行政区の行政機関、立法機関及び司法機関に対しては、国家の安全を脅か

す行為及び活動を有効に防止、阻止及び懲罰しなければならないとしている（3条）。 

 

（4）香港特別行政区及び中央政府による国家安全維持のための機構の整備 

香港特別行政区は国家安全の維持保護のための機構及び執行の仕組を確立しなけ

ればならないとする一方、中央の人民政府の関連機構も、必要に応じて同区に機構

を設置し、国家安全の維持保護を実施するとしている（4 条）。 

 

（5）教育、中央政府への報告等 

香港特別行政区行政長官は、国家安全維持保護する職責を履行し、国家安全教育

を展開するとともに、国家安全を脅かす行為及び活動の法に基づく禁止等の状況に

ついて、中央人民政府に定期的に報告しなければならないとしている（5 条）。 

 

（6）全人代常務委員会による香港の国家安全に関する法律の制定 

本決定では、全国人民代表大会常務委員会に対して、香港特別行政区における国

家安全維持保護のための法律制度及び執行の仕組の確立、整備に関する法律の制定

について授権している。こうした授権に基づいて同委員会が制定した当該法律は、

「香港基本法」付属文書 3 に加えられ15、香港特別行政区が現地でこれを公布し、施

行されることとなる（6 条）。 

 

（全 7 条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 前記脚注 13 参照。 
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