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一、中国民法典編纂 の概要
中国の最高立法機関 は民法典編纂 の作業 を行 ってお り、今回 の編纂 は1949年 の「新
中国」誕生以降 の 5回 目の編纂 となる。 また、今回 の編纂作業 は、 5年 に渡 って 2段
階で行 う予定 である。 まず、 1986年 に制定 された「民法通則Jを 踏 まえなが ら民法総
則 を制定 し、次 に、 その他 の民事法規 を整合 した上 で、民法 の各論 を制定す る予定 で
ある。
民法典編集 の歴史の概況

1、

(1)第 1回 および第 2回 の起草作業 は、 それぞれ1954年 頃 と1964年 に行われた。前者
の成果 は「 婚姻法」 の制定 に止 ま って おり、後者 は文化大革命 を機 にその作業が挫
折 した。

(2)1979年 以降 の 3回 目の民事法律 の起草作業 に関 しては、民法典 の制定 には至 らな
か った ものの、
「経済契約法」 および「民法通則Jが 整備 さ
「婚姻法」、財目続法」、
れて いる。 と りわけ、 1986年 に採択 された「民法通則」 は、当時 の民事 。商事法 の
基本法 とな った。 また、 1992年 、憲法 によって市場経済 システムを確立 した後、改
「会社法」 などの法律 が制定 され、 一連 の法制定
革開放 の ニ ーズに応え るために、
作業 によって、一 つの まとま った民商法制 が誕生 した。 しか し、これ らの単行法 は、
改革開放度 の異 なる時期 に制定 されたため、立法者 の法律 の趣 旨に対す る認識 にか
な りの相違 が見 られ、民事法体系内部 での整合性 の問題 が生 じるようにな り、市場
経済 および社会生活 の需要 を満足 させることができなか った。
(3)2002年 に公 にされた民法典立法草案 は、第 4回 の起草作業 の成果 ではあるが、種
花一 日の栄 とな った。 また、本草案 は体系 の整合性 の問題 を解決 してお らず、立法
理念 も遅れて いるため、公開後新 しい展開 を見せ ることがで きなか った。
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(4)2014年 10月 に開催 された中国共産党第 18期 中央委員会第 4回 全体会議 の決議 にお
いて、「市場法律制度 の整備を強化 し、民法典 を編纂」す る ことが明確化 され、 そ
れを受 けて最高立法機関が民法典編纂 の作業 を行 ってお り、 これが 5回 目の起草作
業 となる。
2、 「 民法通則」 の成果と課題

前述 のよ うに、民法典 の編纂 は二段階で行 われる予定 であ り、 その第一段階 として
は民法通則 をア レンジして民法総則 を制定す る。 そこで、 なぜ修正する必要があるの
かを理解 して いただ くために、 まず簡単 にこの法律を紹介 したいと思 う。 この民法通
則 は海外 で も翻訳 されその一部 は民法総則 と翻訳 されて い るが、 その内容 は総則 に止
ま らず、物権法、債権法 などの基本原則 が含 まれてお り、実際、民商法く知的財産法、
および民法 に関連す る行政法規 なども含 まれる。
まず、この法律 の制定 の意義が重大であり、以下 の点 において評価すべ きであろう。

(1)二 条 は平等 の主体間の財産関係 を規定 してお り、計画経済 がメイ ンとなっている
中国 の体制 において重要 な役割 を果 た してお り、今後 の民法 の発展 によ り重要な土
台 をつ くりあげた。 また、意思 自治 の原則 が確定 され、今後社会 の発展 のために法
律 の理論基礎 を固 めた。

(2)こ の法律 の企業法人制度 は、経済 システムの改革 のために道標 を確立 した。 つ ま
り、法律 を制定す る当時 の中国企業 はほとんどが公有制企業 である。 また、 当時、
公有制企業 は国家計画 の施行機関 であ り、基本的 に政府機関 と同様 の機構 である。
従 って、当時の中国 には本当の民法 の法人 は存在 してお らず、民法通則 の企業制度
を制定 したあと、経済 システムの改革 がようや く行われるようにな った。その中で、
法人格否認、 コーポ レー トガバ ナ ンスの民商法 の原理 が発展 してきた。

(3)民 法通則 は人身権、債権、物権、知的財産権 の制度 を定 めてお り、経済 システム
の改革 および人 々の権利 の承認、保護 のために重大な役割を果た した。

(4)民 法通則 は渉外民事法律関係 を制定 してお り、対外的な開放 のために基礎的 な役
害Jを 果 た して いる。
民法通則 は公布 してか ら30年 ほどたってお り、時代 の発展 にともな って現れ た問
題 も多 々ある。主 な問題 として、中国 は市場経済 システムを確立 してお り、社会 の
生産方式が変化 してい るため、立法 の基礎 は根本的 な変化 を示 して い る。 1992年 以
降、契約法、物権法、不法行為法 などの民事単行法、 および商法、知的財産法 など
の単行法 が制定 されるようにな ったため、民法通則 の156カ 条 の条文 の多 くはその
効力 を失 ってお り、現在 において も運用 で きるの は10ヵ 条 ほど しかな い。 こ うし
た形骸化 の現象 が生 じたため、新 たな法律 を制定す る必要性 が生 じた。
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本民法典編纂作業 の開始 および進捗状況

本民法典 の編纂作業 は国家 の最高政策決定者 が決 めた立法行為 であ り、 その計画 に
よると、最高立法機関 の担当機構―全国人民代表大会常務委員会法律工作委員会 が全
面的 な責任 を もって具体的 な作業 に当たるとされてお り、最高人民法院、検察院、国
務院 の法律制度弁工室、中国社会科学院研究員、 中国法学会 がそれに協力 を行 ってい
る。 そ して2015年 3月 20日 に民法典編纂工作小組 が誕生 した。 また、小組 が誕生 した
会議 において、工作小組 の専門家 チ ームがっ くられ、私 はそのチームに最 も早 く選出
された専門家 メ ンバ ー とな った。私 が務 める中国社会科学院 の課題組

(ワ

ーキ ンググ

ループ)は 、最初 に民法典編纂 の具体的提案 を公 に してお り、私 も自分 の考 え方 を公
開 して い る。
民法典 の編纂作業 を巡 って は、 まず解決すべ き問題 として民法通則 を中核 に し、多
数 の単行法 を制定す るとい う立法 モデルを留保すべ きか否 かである。 この立法 モデル
は体系的 な開放性 を もって お り、且 つ従来 の法律 に大 きな変動 を及 ぼす ことがないた
め、立法上 の阻害 が比較的少 ない。従 って この考 えを支持 す る学者 は存在 して い る。
しか し、多 くの民法学者 は民法典 の編纂 を主張 してお り、民法典体系化 の もとで民法
総則 を制定す る ことを唱 えて いる。私 は2013年 全国人民代表大会 の代表 を務 めた後、
3年 連続 で民法典 の立法 の議案 を提 出 してお り、 これ らの議案 の中で、単 なる立法 の
必要性を唱 えているだ けでな く、比較的詳細 な立法 の具体案 も提出 して い る。案 の基
本的 な考 えは民法典 の編成 であ り、私個 人は二段階、す なわち民法通則を民法総則 に
し、 そ して他 の民商法 の法律 を体系化 す るとい う二段階の提案 を出 して いる。最高立
法機関 の 3月 31日 の会議 において、民法典編纂 の作業 は二段階 の立法作業を計画 して
お り、筆者 の提案 と一致 している。
2015年 8月 最高立法機関 の工 作委員会 は学者 の提案 を軸 に、民法総則 (非 公開案 )

を制定 したが、 この案 は専門家 に意見 を聴取す るにとどま ってお り、社会 に対 して公
開 して いな い。
現在行われて いる民法典編纂作業 は、高度な学術性が要求 される作業 であ り、全国
人民代表大会 の法律工作委員会 の立法計画 によれば、民法総則 は2017年 に完成 する予
定 である。中国社会科学院 の課題組

(ワ

ーキ ンググループ)以 外 に、最高人民法院、

中国法学会 も課題組 (同 上)を 結成 し、後者 は2015年 4月 民法総則 の学者建議案 を公
開 した。 この課題組 (同 上)は 、中国法学会副会長兼書記長 である張鳴が組長 を担当
し、中国人民大学副学長 の王利明教授 が副組長 を担当 して い る。
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二、 ヨー ロッパ民法法典化 の分析
民法典 の編纂作業 は啓蒙運動後 の ヨーロ ッパ か ら始 ま り、単純 な立 法作業 で はな
く、社会変遷 の産物 である。 そ して中国民法典 を編成す る際 に、 その基本理念 を理解
してお く必要性 がある。

1、

理性法学 の 3つ の重要思想

民法典編纂 は、大陸法系 が理 性法学 (Verllunftrechtswissenschafめ に達 した段
階 の産物 であ り、 その考 えの源 および技術的 リソースは理性法学が提供 した。
17世 紀以前、民法典 は存在 してお らず、理性法学 の推進家 は17世 紀 か ら19世 紀 の世

界 において民法法典化運動 が行 われ、 その成果 としてフラ ンス、 ドイツ、 スイスの各
民法典 が誕生 した。 それ以外 に も、多 くの国 が民法典 を制定 し、 ソビエ ト、 アジア、
ラテ ンアメ リカの民法典 の誕生 は民法法典化運動 の産物である。 ヨーロ ッパ民法法典
化運動 の中核思想 は、 17世 紀 の理性法学であ り、人文主義革命 の影響 を受 けた後 に生
まれた法学革新運動 である。私 は研究を通 じて、理性法学 にお いて三 つの重要 な法思
想 が存在 してお り、 これ らが民法典 の科学的体系化 の基礎 を構築 したと考 えて い る。

(1)民 法世俗化 の思想
いわゆる法律 の世俗化 は法律 の役割 を世俗 の人 々の範囲 に限定 し、法律 の効力 は世
俗 の人 々に確立 させ るもので ある。 また この法律 の世俗化 は、脱物神化 の思想で もあ
り、法律発展 の歴史 において、重要 な役割 を果た した。

(2)民 法成文化思想
成文法思想 は、慣習法 と対比す る法思想 であ り、慣習法 がかかえ うる法源 の不確定、
不明確、不統一の解消 に役立 つ。

(3)民 法規定 の科学化 および体系化
数多 くの民法規定 は、 ロジック性 に満 ちた科学化 システムによ って整理す る必要性
がある。理性法学者 は自然科学 の影響 を受 けて、 いわゆる純粋法学を発展 させようと
し、法律 の科学化、体系化 を希望 してお り、 ひとつの事実 をイ ンプ ッ トす ることに
よってひとつの結論 を導 きだす とい うことを 目指 している。

2、

民法法典化 の分析

以前 の中国法学界 では、 ヨーロ ッパ の民法法典化運動 は単純 な民事立法活動 と理解
されて い たが、 この運動 に手 んでいる重要 な法思想背景 の更新 は着 目 されなか った。
実際、 ヨーロ ッパ における民法法典化運動 は、各民族国家 が主権 を獲得 した後 の法制
だけではな く、人文主義革命思想 の民法、民権思想 への浸透 が立法者 によって承認 さ
れ、立法者 が国家 の基本立法 によ って民権 を保証す る革命的運動 である。法典化 の運
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動 によって、社会 の大多数 の人 々、すなわち被統治者 の基本的権利 が国家 の基本法 に
よ って定 め られ、立法 の承認 と保証 が獲得 された。 また、社会 の根底 にいる人 々は初
めて法律上 の平等 が承認、保護 された。
以上 のよ うな理性法学 と民法法典化 の思想 は、中国 の民法典編纂 において重要 な示
唆 を与 えるもので ある。 まず、 自然権 にかかわる人民 の権利 の学説、意思 自治 の原則
などは民法典 の制定基礎 とな ってお り、中国民法典 において当然受 け入れ るべ きであ
る。
次 に、中国 において法統一性 の問題 が存在 してお り、民法典制定作業 では、 この問
題を解決すべ きである。最後 に、中国 の法学界 にお いて長期 にわた つて批判 を受 けて
きた リア リズム法学 を高 く評価すべ きであ り、民法 の体系性 がなければ民法典 の編纂
は成 り立 たない。
中国 の法学界 は旧ソ ビエ トの影響 を受 けてお り、 これによ り理性法学 の思想 は非客
観的批判 を受 けて きた。 自然権 の学説、意思 自治 の学説、形式的正義 の学説、 リア リ
ズム法学 などはプル ジ ョア ジーの虚偽性 に満 ちた もの として」F斥 された。現在、中国
の改革開放 は経済 シス テ ムの領域 にお いて前 ソビエ トの理論 の影響 か ら脱 して い る
が、法学 においてはその影響 は未 だに色濃 く残 っている。 これ らのソビエ ト法学 の影
響 は民法典編纂 において強 く現れ るため、留意 してお く必要性 があろう。

三、民法典編纂 におけるい くつかの技術的問題
1、

民法典 の立法素材 の選択

民法典 は平等主体間 の人身、財産関係 を調整す るもので はあるが、すべ ての ものを
民法典 によ って規定すべ きではない。民法典編纂 がまず直面す る問題 は、立法 の素材
を選択す ることであ り、実際 には民法典 が調整 で きる社会関係 の範囲 を決定す る作業
である。私 は以下 のよ うな四つの原則 を遵守すべ きと考 えている。

(1)公 法 と私法の区別の原則
立法者 は公 法 と私法 の区分 を認識すべ きであ り、私法 の領域、範囲内で立法 の素材
を選択 しなければな らな い。 旧 ソ ビエ トの法学 は公法 と私法 の区別 を承認 して いな
か ったため、民法典 にお いて数多 くの公法的要素 を取 り入 れた。現在、中国の市場経
済 システ ムおよび社会生活 の現状 にお いて、民法 は私法 として公法 の役割 を果たすべ
きではないため、公法 の内容 をその立法素材 とすべ きでないことを立法者 に認識 させ
るに足 るもの とな って いる。
民法典 は公法上 の法人 の主体性お よびその民事上 の権利 を規定す る際 に公法 と私法
の区別 に細心 の注意 を払 わなければな らず、民法典民事主体 の法人 の章 において、公
法法人 の内容 を定 めることにな り、 また民事権利 の章 において、公法法人 の民事権利
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を定 めることになる。民法典 において これ らの内容 を規定す る際 には、公法上 の規制
と民法 上 のル ールの区別 に注意 しなければな らな い。
近代 に入 ってか ら、公法私法規範 の融合 とい う現象 が生 じてお り、本来私法 に属す
る法律 の中 に、公法 の規範 が現れ た。 そ して、公法 において も私法 の規範 がみ られる
ことになった。 この点 について、法学界 は一定 の基準 に従 って公法、私法 の区別 をお
こな っているため、民法典 の立法 はこうしたルールを採用 しなければな らない。
この問題 については、現在中国で大 きな論争 を もた らして い るのが人格権 の立法で
ある。実際 に、民法上 の人格権 は憲法で い う「人格 の尊厳」 であ り、憲法 の視点 か ら
すれ ば「 人格 の尊厳」 は自然人 の権利 であるため、憲法 の確実 な保護 を受 けるべ きで
ある。憲法 は基本的 に宣言 の角度 か ら自然人 の「人格 の尊厳」 の地位を守 り、
「人格
の尊厳」 に対す る侵害 の具体的法的救済 は不法行為法 の役割 となる。当然、行政法、
刑法 の角度 か ら「人格 の尊厳」をめ ぐってよ り厳 しい規定を定 めている。 このよ うに、
法 を制定す る側 か らすれば人格 の利益 を宣言す る責務 は憲法 が担 ってお り、民法 にお
いて詳細 に人格権 を定 めるのであれば、民法 が憲法 の責任 を担 うことになるため、立
法上 は採用すべ きではない。
また、中国民法典 の編纂 において一部 の学者 と官僚 は民法典 を人権、 自然環境、動
物 などを確実 に保護す るものと して、 これを現代法律 の精神 として謳 っている。 これ
らの考 え方 は、公法、私法 の区別 に対 して十分 な認識 を して こなか ったことに起因す
るであろう。総 じて言 えば、公権力 と民事上 の権利 の区別 は一定 の基準があろう。社
会法、 自然資源、環境、生態系 などを規正す る法律 については、政府 が経済活動 を コ
ン トロールす る側面 が存在 して い るため、 これ らの法律 を公法 または私法 のいずれ と
して定義す るかは確かに困難 である。 しか し、民法典立法 の視点 か らす ると、 この間
題 は顕著 な障害 になることはないだろ う。 なぜな らば、民法典 は一般 の民事上 の権利
に関す る問題 について規定 してお り、以上 のよ うな特殊 な民事上 の権利 にかかわるも
の は特別法 によ っているか らである。

(2)国 内法 と国際法 の区分 の原則
民法 は国内法 であ り、国際法 の事情 にかかわ ることを立 法化すべ きではな い。私
は、国際私法 と民法 の区分問題 を研究す る際 に、パ ンデクテ ン法学 の後期 の研究成果
か ら明晰 な答 えを出 してい る。現在、中国 の 自然人、法人 が中国の経済文化社会 に参
入する機会が増加す るにつれ、多 くの中国の学者 は民法典 の中で国際事務 における本
国 自然人 と法人 を保護する制度 を規定すべ きと考 えて い る。私 は、 これ らの考 え方が
国際法 と国内法 の区分原則 に違反 して い る上、他国の法律 を尊重 しな い印象 を与 える
ため、 この考 え方 には支持 していない。
通常、国際私法 は国際間 の民事紛争 の適用問題 を解決 してお り、一 国の民法 は国際
私法 の準拠法 とな りうる。従 って、国内法 としての私法 の基本法 である民法 は、 一部
００

静岡法務雑誌

第 8号 (2016年 4月

)

の国際私法 の準拠法 を定 め る規定 を設 けて もよいが、 国際私法 の規則 は民法 のみに
よって定 め られるものではない。従 って、民法典 の立法素材 を選択す る上で、 それは
主 に域内法 の民法問題 を定 めるものであ り、国際上 の民法紛争 は国際私法 によ って定
めるべ きである。

(3)民 法典 は民法一般法 のみを定めうる原則
民法典 の立法 は民法一般 の機能 を担 ってお り、民事活動 における一般的 な事柄 を定
めるべ きである。立法者 は、民事特別法 の存在 を認め、すべ ての民商法 に関す る事柄
を一律 に民法典 が定 めるという立法 目標 は実現 できな いことを認識 しなければな らな
い。
民法学 にお いて は一般法 と特別法 の問題が古 い学術問題 とな ってお り、一定 の一致
した考 え方 が現れるよ うになっている。伝統的 に、民法上 において は、すべての民事
主体を適用す る法律 は民事 の一般法 または基本法 と理 解 し、商事主体を適用す る法律
は商法 であ り、 これが民法 の特別法 として考 え られて い る。理性法学 の時代 において
は商法 の規範 を民法典 に取 り込む という視点、 いわゆる民商二法統一論 の考 えが現 れ
た。 しか し、 この考 え方 は、多 くの国家 において承認 されてはいな い。 なぜな らば商
わゆる民
事法 の複雑性 があ ったため、多 くの国家 は民法典以外 に商法 を制定す るく ヽヽ
商分立 の立場 を採用 したか らである。現代社会 において、多 くの国家 は民商分立 の原
則 を採用 してお り、民商統一の方法 は十分 な成功 をおさめて いない。
民商分立 の原則 を採用 した場合、特別法 が優先的 に適 用 され、特別法 が規定 して い
ない場合 は一般法 を適用す るとい う法律適用 の基本原則 が確立 された。
現代社会 にお いて、民法 の一般法 と特別法 の区別 は必要 な ことで ある。 なぜな ら民
法 の特月1法 は既 にひとつの 巨大 な法律 の群 れとな って進化 して きたか らである。 この
大 きな群れは三 つの小 さな群 れに分 けることがで き、即 ち商事法、知的財産権法、 お
よび 自然資源環境保護 に関係 す る行政法 の群 れであるが、我が国 で経済法規 といわれ
ている ものである。 これ らの数多 くの特別法が現 れる ことによって、 17世 紀 に流行 し
たすべての内容 を民法 に取 り込む考 え方 は実現 できな くなった。例 えば、中国 の一部
の学者 は民商法統一の観念 の影響 を受 け、 オラ ンダ民法典 を高 く評価 して い るが、 こ
の民法典 は数十年 た って も全体 が完成 してお らず、部分的 な内容 の公布 にとどま って
いる。 この例 をみると、民商法統 一の方法 は非常 に難 しいで あろう。
(4)民 法典 は民事 に関す る実体法 であるべ き
周知 のよ うに、民法典 の立法典 の立法素材 を選択す る際 に、民法実体法 の範囲 にと
どまるべ きであ り、基本的 に民事手続法 の内容 を取 り入れるべ きではな い。
総 じて言 えば、上述 の分析 か ら分 か るように、民法典 の素材 を選択す る際 に、以上
4つ の原則 を踏 まえるべ きであ り、任意 にその範囲 を広げてはな らない。

183

静岡法務雑誌

2、

第 8号 (20 年 4月

)

民法典編纂 に関す る基本 ロジック

民法典 の基本素材を確定 したあと、 ひとつの基本 ロ ジ ックを用 いて これ らの素材 を
繋 げる必要性があろう。 この ロ ジックは法律関係理論 であ り、す なわち主体、客体、
権利、義務 および責任 を特定す る基本 ロ ジックである。 この ロジックを もって民法 の
素材 を整理 したあと、 は じめて各種 の法制度 が誕生す る。 これ らの法制度 は主体制度
であ り、最 も重要 とな ってい るのが、 自然人制度 と法人制度、 つ ぎに財産制度、不動
産制度 のよ うな客体制度、更 に物権 を定 め る所有権制度、債権制度 のよ うな各種 の権
利制度 である。 そ して権利消滅制度 であり、最後 は法律責任 の制度 である。勿論、一
部 の制度 は単一 的 な もの となってお り、例 えば 自然人制度 はその例 である。 しか し、
よ り多 くの制度 は婚姻相続制度 のよ うにより複合的 な もの とな っている。
注意すべ きは、中国民法 の発展当初 において、物権、債権 の峻別 を して いないフラ
ンス民法 の影響 を受 けて い ることである。現在、 この考 え方 を改 めるべ く、物権法 は
区分原則 を承認 してお り、 また2012年 の最高人民法院 の売買契約 に関す る司法解釈
(三 )を 通 じて この問題 の解決 を図 ろうとして い る。

3、

法律概念 および規範 の類型化 および共通項 の抽出

(1)概 念 の ロジック性
民法典 の編纂 は、言 うまで もな く最 も技術化、体系化、科学化 が要求 される作業で
ある。 そ して、 もっとも重要なの は、法律概念 の整理である。民法概念 の体系 はかな
り膨大 とな り、 これ らの概念 は無秩序 に積 み重ね られた ものではない。先駆者 の知恵
によ って、数多 くの法規範 は整合性 の とれた ロ ジ ック システム とな ってお り、パ ンデ
クテ ン法学 の整理 によ って民法 の概念 は同一概念、上位概念、下位概念 の ロジ ックの
シス テムによって有機的 に統一 されたもの とな ってい る。

(2)共 通項の抽出
科学的 な法学 が形成す る中、共通項 の抽出 は重要 な役割 を果 た して いるも 自然人 と
法人 は、社会 において様 々な民事活動 を行 っているため、民事上 の法概念 および規範
が膨大 な数 にのぼ って い る。法概念 および規範 を制度化 にす る際 に、 また、零細 な制
度 を体系化す る際 に、先駆者 たちは、法律関係 理論 に関 わる基本的な ロジ ックを踏ま
えなが ら、共通項 の抽出の原理 と技術 を用 いて、整合性 のとれた制度 に して いる。

(3)概 念および規範 の膨張の防止
民法 の立法作業 において、 まず行 うべ きなのは、同― システ ム内の概念 を帰納す る
ことで ある。概念 の帰納 と抽象化 はいわば同類項 の整理である。例えば、異 なる不法
行為 は、簡明なルール として整理 されてい る。整理、帰納 の作業 をせずに 、簡単 な羅
列 のみを行 えば、法規範 を膨大化 させ、法体系 の断片化 を もた らす。体系化 を行 えば、
民法 の諸規範 は、異 なる群 れの法制度 となる。総則、各論 を もとに した体系化 は大 陸
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法系 の特徴 と言 えよう。
他方、現在 中国民法典制定 を巡 って、概念が膨張 し、規範 を守 らないとい う問題 が
かな り深刻化 して い る。例 えば、人格権、環境権 を独立 した編 とす る見解、人権、動
物 の福祉 に関す る内容を民法 に取 り込 もうとす る考 えが散在 し、 この現象 はまさに概
念、規範、制度 が科学的 に体系化 されて いなか った現 れであろう。
総 じて言 えば、民法総則 を体系化、科学化 す るには、次 のよ うな ことを守 らなけれ
ばな らない。①概念 の科学化。即 ち、概念 の同一性 と差異性 を用 いた概念、規範、制
度 の内在的関連性 の構築。②法律条文 の規範化。③法律 に関 わ る基本的 ロジ ック関係。
④一般規定 と特殊規定 との ロジ ック関係。 つ まり、共通因数 の抽出の原理 を生かす こ
とである。

四、中国社会科学院課題組 の民法総則 の考 え
中国社会科学 院法学所民法課題組 (ワ ーキ ンググループ)は 総則編 の案 を模索 して
お り、 この課題組 の最初 の責任者 は梁慧星教授 である。彼 の担当す る民法典草案建議
案 は2014年 に公開 された。私が課題組 の責任者 にな ったあと、 この建議案 をもとに修
正点を指摘 してお り、関連す る考 えは最高立法機関 に提出 した。

1、

総則編 の構想

第一章 一 般規定
本章 は、立法 の根拠、基本原則、法律適用 を定 めている。最 も必要 となるのが、民
法適用 の一般 ルールを創出す ることである。 その内容 はスイス民法 の第一条 と類似 し
てお り、 この条文 において特別法 の適用問題 を解決すべ きである。例 えば、憲法、行
政法規 の適用問題、最高人民法院、検察院 の司法解釈 の問題、法学原理 の適用問題 な
どである。
自然人 (人 格 および人格権 は ここで規定すべ き)
① 自然人 に関す る法律制度 は、現在 の民法通則 の大部分 を留保できる。 ただ し、婚姻
第二章

関係 に関す る一般規則、監護制度 については、高齢者 や特殊 な人 々に対 する保護 の
特別規定 を設 けるべ きである。 また、民法 における親族 の範囲 を拡大 し、一人 っ子
政策 が もた らした問題 を解決すべ きである。
②個人商工 業者、農村請負経営戸 の部分 は大 きく変 えるべ きであろう。 まず、 この部
分 のタイ トルを変更 し、民営経済 の巨大 な発展 の実態 に合 わせるべ きである。従 っ
て立法者 は実地調査 を行 い、中国 の民営経営 の全体像 を把握すべ きである。次 に、
都心部 の商工業者 または家族経営 について は、現代 の株所有権 の構造 へ導 くべ きで
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あ り、更 に農村制度 において も近時 の農村 の合作社 の発展、農民権利 の株権化 に関
す る変化 を把握すべ きである。
③民法通則 の個人 によるパ ー トナーシ ップ制度 を取 りだ し、 その他 のパ ー トナーシッ
プ制度 に変更すべ きである。
第二章

法人 と非法人団体

法人制度 の構造 につ いて は、民法上 の法人 と公法上 の法人 の区別 を行 うべ きであ
り、 また公益法人 と営利法人 の区別、 および社団法人 と財団法人 の区別 を明確 にすべ
きである。私法 にお ける法人制度 の整備 は、現代 の コーポ レー トガバ ナ ンスの要求 を
体現すべ きであ り、中国公有制企業 の需要、上場会社、海外進出会社、混合所有性企
業 のニ ーズを反映 させ るべ きである。
公法 にお ける法人制度樹立 の科学性 およびフィージビ リティーを承認 しなければな
らない。公権力機関、公立 の事業単位、社会団体 である法人が、民事活動 に加入す る
際 の主 体性 および責任 を負 う主体 に関す る制度 を構築すべ きである。
本章 ではパ ー トナーシ ップ制度を定 め、連合経営制度 を削除す る。
第四章

権利 の客体

権利 の客体 に関す る制度 は、民法通則 が欠如す る部分 であ り、権利客体 は 目的物 で
はあるが、実際 には逆 に民事上 の権利 に大 きな反作用 が働 く。例 えば、不動産、動産
に含 まれて いる政治的、経済的意義 には大 きな違 いがあ り、権利制度 その ものに関 し
て も大 きな違 いが存在す るため、 この部分 の制度 は不可欠 である。
権利 の客体 に関す る制度 を整備す る際 に、人 の行為 は客体 ではないことを認識すべ
きである。 なぜな らば、 その人 の行為 は意思 によ って法律効果を生 じさせて い るもの
であ り、他人 の意思 によってではないか らである。 この問題 は既 に解決 されてお り、
従 って債務者 の行為 は債権者 の客体 ではな く、本人 の意思、 自治 の結果 であることを
認識 しな ければな らない。
物 の制度 を構築す る際 に、伝統的 な公有物、私有物 の区分原則 を採用すべ きである。
公有物、例えば水流、大気、光、海洋などはその公益性 を保持すべ きであり、大衆 の
ために開放性 を守 らなければな らない。 また、法律 によって政府 の私物化 を禁止すべ
きである。 こう した制度 を創設す る ことによ って、人 々の公有物 に対す る基本的権利
を保証 させ るべ きである。無形財産 の特定化原則 を構築 し、知的財産権 の保護 の ニー
ズに応えるべ きである。
物 の基本分類 は、従来 の動産、不動産 の区分原則 を採用すべ きであり、 これを基礎
に民事権利 に対 し、決定的 な役割 を果たす類別制度 を構築すべ きである。
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第五章

法律 行 為

民法通則 が行為者、意思表示 の真実性 を定 める基本原則 を採用 した上で、 その法律
"と い う
行為 の部分 を補強す る。法律行為制度 を構築 す る際 に、 まず 民事法律行為
曖味 な概念 を廃 し法律行為 の概念 を導入すべ きである。 そ して意思、 自治 の原則 に
従 って この制度 に対 し徹底的な補強 を行 うべ きであ る。
まず、身分行為 と財産行為 の区別、負担行為 と処分行為 の区別、単独行為 と双方行
為、合同行為 の区別 を承認 しなければな らな い。次 に、当事者 の意思表示 および法律
効果 についてはなるべ く詳細 に規定 し、一般法律行為 と特殊法律行為 の区別 を承認 し
なければな らな い。 そ して、法律行為 の完全 な無効 と部分的 な無効 の区別 を創設 し、
瑕疵 の補完、転換 に関す る制度 を作 り出す。 さらに、行政管理、当事者、意思 自治原
則 との関係 について は、市場経済 および人 々の権利要求 によ リマ ッチ ングす る裁判規
則 を倉1設 す る。 この点 について、人民法院が当事者 の行政、規則 に違反す る行為 を管
理性 と効力性 に棲 み分 ける方法を採用す ることが考 え られる。最後 に、開放性 をもつ
一般原則 を制定す る ことによって、人 々の意思 自治 の空間をなるべ く広 げ、人 々のイ
ノベーシ ョン行為 を保護す る。
第六章

権利義務・ 責任 に関す る一 般規則

この部分 は、現在 の学者案 と立法者案 が看過 して い るところであり、民法総則 はこ
の部分 に関連す る制度 を創設すべ きである。何故 な ら、これ らの制度 は民事基本権利、
商事権利、知的財産権 などの民事権利 システムに関す る最 も基本的な内在的 ロ ジ ック
関係 を確立 しただけでな く、民法 通則 と民法、 その他 の部分 との関連性 との基本 ロ
ジ ック関係お よび民法典 の編纂 のための ロジ ックの基礎を創 り上 げることになるか ら
である。 そ して、 これ らの制度 は、民事主体が権利 の行使、義務 の履行、責任 の負担
などに対 し道標を与 えて い る。 この部分 の内容 は非常 に重要 であ り、次 のよ うな もの
となる。
①各民事権利間 の ロ ジ ック体系
この体系 は、民事権利 の基本分類 によって創 り上 げ られ、 この規則 を通 じて民法
典 が規定す る民事権利、商事法律、知的財産法、一部 の経済法律 が規定す る民事権
利 に内在的 な調和 を もた らす もの となる。 これによ って、民法、商法、知的財産法、
一般経済法律間 の法律効力 のつなが りと制度 の整合性を実現す る。
②民事権利 の取得 および消滅 に関す る一般原則
③民事権利行使 の一般原則、例 えば権利濫用 の禁止、公序良俗 などがその典型 である。
④権利保護 に関す る基本制度、例 えば 自力救済、訴権 の行使 に関す る基本原則 はこれ
にあたる。
⑤権利 の制限 に関す る基本原則、例 えば公共 の利益 のために、民事上 の権利 を制限 ま
００
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た は剥 奪 す る こと。

第七章

代理

基本的な考 え方 は、商事代理 と民事代理を統一 して規定 を設 ける。
第八章

時効

取得時効 と消滅時効 を確立 しなければな らな い。
第九章

2、

期 日、期間

立法の基本思想

第一 に、改革開放、市場経済、人 々の権利 などの精神 を反映させ、社会主義 の基本
原則 を守 らなければな らない。
第 二 に、立法 の科学性 および体系性 を強調 しなければな らない。条文 は、裁判規範
または行為規範 の性質 を有 さなければな らない。立法 は政治的なス ローガ ンを入 れる
べ きではな い。
第二 に、民法総則 の内容 は、一定 の抽象的 な性質 を もって いるが、現実 との関連性
を持 たなければな らない。立法 のルール は、現実 か らきてお り、現実 の生活 を反 映 し
なければな らない。 また、一部 の我 が国 の現実 に合 わな い制度 は放棄すべ きである。
第四 に、言語 の理解 しやす さを強調 しつつ、概念 の明晰 さ、正確 さ、規範 の合理性、
制度 の健全性 および立法 の ロジ ックの明晰 さを強調 しなければな らない。
第五 に、制度 および理論上 の イノベーシ ョンを導入すべ きである。
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