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中华人民共和国主席令 

第四十五号 

 

 《中华人民共和国民法典》已由中华人民共和国第十三届全

国人民代表大会第三次会议于 2020 年 5 月 28 日通过,现予公

布,自 2021 年 1 月 1日起施行。 

 

中华人民共和国主席 习近平

2020 年 5 月 28 日

 

中华人民共和国民法典 

（2020 年 5 月 28 日第十三届全国人民代表大会第三次会议通
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第一编 总则 

第一章 基本规定 

 

第一条 【立法目的】 

为了保护民事主体的合法权益，调整民事关系，维护社会和

经济秩序，适应中国特色社会主义发展要求，弘扬社会主义核

心价值观，根据宪法，制定本法。 

第二条 【调整对象】 

民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身

关系和财产关系。 

第三条 【民事权利及其他合法权益受法律保护】 

民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保

护，任何组织或者个人不得侵犯。 

第四条 【平等原则】 

民事主体在民事活动中的法律地位一律平等。 

第五条 【自愿原则】 

民事主体从事民事活动，应当遵循自愿原则，按照自己的意

思设立、变更、终止民事法律关系。 

第六条 【公平原则】 

民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定各方

的权利和义务。 

第二章 法定相続 

第三章 遺言相続及び遺贈 

第四章 遺産の処理 

第七編 権利侵害責任、附則 

第一章 一般規定 

第二章 損害賠償 

第三章 責任主体にかかる特段の規定 

第四章 製品責任 

第五章 車両交通事故責任 

第六章 医療損害責任 

第七章 環境汚染及び生態破壊の責任 

第八章 高度危険責任 

第九章 飼育動物損害責任 

第十章 建築物及び物件損害責任 

附則 

 

第一編 総則 

第一章 基本規定 

 

第 1条 【立法の目的】 

民事主体の適法な権益を保護し、民事関係を調整し、社会

と経済の秩序を維持し、中国の特色ある社会主義の発展の要

求に適応し、社会主義の核心的価値観を発揚するため、憲法

に基づき本法を制定する。 

第 2条 【調整する対象】 

民法は、平等な主体としての自然人、法人、非法人組織の

間の人身関係及び財産関係を調整する。 

第 3条 【民事権利及びその他の適法な権益への法律による

保護】 

民事主体の人身権利、財産権利及びその他の適法な権益は

法律による保護を受け、いかなる組織又は個人もこれを侵害

してはならない。 

第 4条 【平等の原則】 

民事主体の民事活動における法律上の地位は、一律平等で

ある。 

第 5 条 【自由意思の原則】 

民事主体が民事活動を行うにあたっては、自由意思の原則

に従わなければならず、自らの意思により民事法律関係を成

立させ、変更し、終了するものとする。 

第 6条 【公平の原則】 

民事主体が民事活動を行うにあたっては、公平の原則に従

い、各当事者の権利及び義務を合理的に確定しなければなら

ない。 
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第七条 【诚实信用原则】 

民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪

守承诺。 

第八条 【守法和公序良俗原则】 

民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗。

第九条 【生态文明原则】 

民事主体从事民事活动，应当有利于节约资源、保护生态环

境。 

第十条 【民法法源及顺序】 

处理民事纠纷，应当依照法律；法律没有规定的，可以适用

习惯，但是不得违背公序良俗。 

第十一条 【特别法优先】 

其他法律对民事关系有特别规定的，依照其规定。 

第十二条 【民法的地域效力】 

中华人民共和国领域内的民事活动，适用中华人民共和国法

律。法律另有规定的，依照其规定。 

第二章 自然人 

第一节 民事权利能力和民事行为能力 

第十三条 【民事权利能力的起止时间】 

自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享

有民事权利，承担民事义务。 

第十四条 【民事权利能力平等】  

自然人的民事权利能力一律平等。 

第十五条 【出生和死亡时间的认定】 

自然人的出生时间和死亡时间，以出生证明、死亡证明记载

的时间为准；没有出生证明、死亡证明的，以户籍登记或者其

他有效身份登记记载的时间为准。有其他证据足以推翻以上记

载时间的，以该证据证明的时间为准。 

第十六条 【胎儿的部分民事权利能力】  

涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有

民事权利能力。但是，胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力

自始不存在。 

第 7条 【信義誠実の原則】 

民事主体が民事活動を行うにあたっては、信義誠実の原則

に従い、誠実を旨とし、約束を遵守しなければならない。 

第 8条 【法令遵守と公序良俗の原則】 

民事主体が民事活動を行うにあたっては、法律に違反して

はならず、公序良俗に反してはならない。 

第 9条 【生態文明の原則】 

民事主体が民事活動を行うにあたっては、資源の節約、生

態環境の保護に有益でなければならない。 

第 10 条 【民法の法源及び順序】 

民事紛争を処理するにあたっては、法律を根拠としなけれ

ばならない。法律に規定がない場合は、慣習を適用すること

ができるが、公序良俗に反してはならない。 

第 11 条 【特別法の優先】 

その他、法律で民事関係について特段の規定を設けている

ものは、その規定に従う。 

第 12 条 【民法の地域効力】 

中華人民共和国域内における民事活動には、中華人民共和

国の法律を適用する。法律に別段の規定があるものは、その

規定に従う。 

第二章 自然人 

第一節 民事権利能力及び民事行為能力 

 

第 13 条 【民事権利能力の開始と終了】 

自然人は出生した時から死亡する時まで民事権利能力を有

し、法により民事権利を享有し、民事義務を負う。 

第 14 条 【民事権利能力の平等】 

自然人の民事権利能力は、一律に平等である。 

第 15 条 【出生及び死亡の時間の認定】 

自然人の出生及び死亡の日時は、出生証明、死亡証明に記

載される日時を基準とする。出生証明、死亡証明がない場合

は、戸籍登記又はその他の有効な身分登記に記載された日時

を基準とする。これらの記載日時を覆すに足るその他の証拠

がある場合は、その証拠によって証明された日時を基準とす

る。 

第 16 条 【胎児の制限的民事権利能力】 

遺産の相続、贈与の収受等胎児の利益の保護に関わる事項

について、胎児は民事権利能力を持つものとみなす。ただし、

胎児が分娩時に死亡していた場合は、その民事権利能力は初

めから存在しなかったものとする。 
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第十七条 【成年时间】 

十八周岁以上的自然人为成年人。不满十八周岁的自然人为

未成年人。 

第十八条 【完全民事行为能力人】 

成年人为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为。

 十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来

源的，视为完全民事行为能力人。 

第十九条 【限制民事行为能力人的年龄标准及能力】  

八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法

律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认；

但是，可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、

智力相适应的民事法律行为。 

第二十条 【无民事行为能力人的年龄标准及能力限制】 

不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人，由其法定代理

人代理实施民事法律行为。 

第二十一条 【无民事行为能力人的意思能力标准及能力限制】

不能辨认自己行为的成年人为无民事行为能力人，由其法定

代理人代理实施民事法律行为。 

 八周岁以上的未成年人不能辨认自己行为的，适用前款规定。

第二十二条 【成年限制民事行为能力人的意思能力标准及能

力限制】 

不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人，实

施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同

意、追认；但是，可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者

与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。 

第二十三条 【非完全民事行为能力人的法定代理人】 

无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定

代理人。 

第二十四条 【成年人民事行为能力的认定及恢复】 

不能辨认或者不能完全辨认自己行为的成年人，其利害关系

人或者有关组织，可以向人民法院申请认定该成年人为无民事

行为能力人或者限制民事行为能力人。 

 被人民法院认定为无民事行为能力人或者限制民事行为能力

人的，经本人、利害关系人或者有关组织申请，人民法院可以

根据其智力、精神健康恢复的状况，认定该成年人恢复为限制

第 17 条 【成年となる年齢】 

18 歳以上の自然人を成年者とする。18 歳未満の自然人を未

成年者とする。 

第 18 条 【完全民事行為能力者】 

成年者は、完全民事行為能力者として、単独で民事法律行

為を行うことができる。 

 16 歳以上の未成年者で、主に自らの労働収入に依拠して生

活としている者は、完全民事行為能力者とみなす。 

第 19 条 【制限民事行為能力者の年齢基準及び能力制限】 

8 歳以上の未成年者は、制限民事行為能力者とし、民事法

律行為の実施にあたっては、当人の法定代理人が代理するか、

法定代理人の同意又は追認を得るものとする。ただし、単に

利益を得るのみの民事行為又は当人の年齢、知力に相応の民

事法律行為については、単独で実施できるものとする。 

第 20 条 【民事行為無能力者の年齢基準及び能力制限】 

8 歳未満の未成年者は、民事行為無能力者とし、当人の法

定代理人が民事法律行為を代理で実施するものとする。 

第 21 条 【民事行為無能力者の意思能力及び能力制限】 

自らの行為を弁識できない成年者は、民事行為無能力者と

し、当人の法定代理人が民事法律行為を代理で実施するもの

とする。 

8 歳以上の未成年者が自らの行為を弁識することができな

い場合、前項の規定を適用する。 

第 22 条 【成年制限民事行為能力者の年齢基準及び能力制

限】 

自らの行為を完全には弁識できない成年者は、制限民事行

為能力者とし、民事法律行為の実施にあたっては、当人の法

定代理人が代理するか、法定代理人の同意又は追認を得るも

のとする。ただし、単に利益を得るのみの民事法律行為又は

当人の知力や精神健康状態に相応の民事法律行為について

は、単独で実施できるものとする。 

第 23 条 【非完全民事行為能力者の法定代理人】 

民事行為無能力者、制限民事行為能力者の後見人は、その

法定代理人となる。 

第 24 条 【成年制限民事行為能力者の認定及び回復】 

自らの行為を弁識できないか、完全には弁識できない成年

者について、当人の利害関係人又は関連組織は、当該成年者

が民事行為無能力者又は制限民事行為能力者であることの認

定を裁判所に申し立てることができる。 

裁判所により民事行為無能力者又は制限民事行為能力者と

して認定された場合、裁判所は、本人、利害関係者又は関連

組織による申立てにより、当人の知力、精神健康の回復状況
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民事行为能力人或者完全民事行为能力人。 

 本条规定的有关组织包括：居民委员会、村民委员会、学校、

医疗机构、妇女联合会、残疾人联合会、依法设立的老年人组

织、民政部门等。 

第二十五条 【自然人的住所】  

自然人以户籍登记或者其他有效身份登记记载的居所为住

所；经常居所与住所不一致的，经常居所视为住所。 

第二节 监护 

第二十六条 【父母与子女之间的义务】 

父母对未成年子女负有抚养、教育和保护的义务。 

 成年子女对父母负有赡养、扶助和保护的义务。 

第二十七条 【未成年人的监护人】 

父母是未成年子女的监护人。 

 未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列有监

护能力的人按顺序担任监护人： 

 （一）祖父母、外祖父母； 

 （二）兄、姐； 

 （三）其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成

年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。 

第二十八条 【非完全民事行为能力成年人的监护人】 

无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人，由下列有

监护能力的人按顺序担任监护人： 

 （一）配偶； 

 （二）父母、子女； 

 （三）其他近亲属； 

 （四）其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经被监

护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。 

第二十九条 【遗嘱制定监护】 

被监护人的父母担任监护人的，可以通过遗嘱指定监护人。

第三十条 【协议监护】 

依法具有监护资格的人之间可以协议确定监护人。协议确定

监护人应当尊重被监护人的真实意愿。 

に基づき、当該成年者が制限民事行為能力者又は完全民事行

為能力者に回復したと認定することができる。 

本条に規定する関連組織には、住民委員会、村民委員会、

学校、医療機関、婦女連合会、障害者連合会、法により設立

された高齢者組織、民政機関等を含む。 

第 25 条 【自然人の住所】 

自然人は、戸籍登記又はその他の有効な身分登記に記載さ

れた居所を住所とする。常居所と住所が一致しない場合、常

居所を住所とみなす。 

第二節 後見 

第 26 条 【父母と子女の間の義務】 

父母は、未成年の子に対し、養育、教育、保護の義務を負

う。 

成年した子は、父母に対して扶養、扶助、保護の義務を負

う。 

第 27 条 【未成年の後見人】 

父母は、未成年の子の後見人となる。 

 未成年者の父母がすでに死亡しているか後見能力を持たな

い場合、後見能力を持つ者が以下に掲げる優先順序で後見人

となる。 

（1）祖父母又は外祖父母 

（2）兄又は姉 

（3）その他、後見人となることを望む個人又は組織。ただし、

未成年者の住所地の住民委員会、村民委員会又は民政機関の

同意を得なければならない。 

第 28 条 【非完全民事行為能力者である成年の後見人】 

民事行為能力をもたないか、民事行為能力が制限された成

年者については、後見能力を持つ者が以下に掲げる優先順序

で後見人となる。 

（1）配偶者 

（2）父母、子 

（3）その他の近親者 

（4）その他、後見人となることを望む個人又は組織。ただし、

未成年者の住所地の住民委員会、村民委員会又は民政機関の

同意を得なければならない。 

第 29 条 【遺言による後見人の指定】 

被後見人の父母が後見人となる場合、遺言により後見人を

指定することができる。 

第 30 条 【協議による後見人の確定】 

法により後見資格を持つ者の間で協議を行い、後見人を確

定することができる。協議により決定した後見人は、被後見
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第三十一条 【指定监护】 

对监护人的确定有争议的，由被监护人住所地的居民委员会、

村民委员会或者民政部门指定监护人，有关当事人对指定不服

的，可以向人民法院申请指定监护人；有关当事人也可以直接

向人民法院申请指定监护人。 

 居民委员会、村民委员会、民政部门或者人民法院应当尊重

被监护人的真实意愿，按照 有利于被监护人的原则在依法具

有监护资格的人中指定监护人。 

 依据本条第一款规定指定监护人前，被监护人的人身权利、

财产权利以及其他合法权益处于无人保护状态的，由被监护人

住所地的居民委员会、村民委员会、法律规定的有关组织或者

民政部门担任临时监护人。 

 监护人被指定后，不得擅自变更；擅自变更的，不免除被指

定的监护人的责任。 

第三十二条 【单位监护人】 

没有依法具有监护资格的人的，监护人由民政部门担任，也

可以由具备履行监护职责条件的被监护人住所地的居民委员

会、村民委员会担任。 

第三十三条 【意定监护】 

具有完全民事行为能力的成年人，可以与其近亲属、其他愿

意担任监护人的个人或者组织事先协商，以书面形式确定自己

的监护人，在自己丧失或者部分丧失民事行为能力时，由该监

护人履行监护职责。 

第三十四条 【监护职责】 

监护人的职责是代理被监护人实施民事法律行为，保护被监

护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益等。 

 监护人依法履行监护职责产生的权利，受法律保护。 

 监护人不履行监护职责或者侵害被监护人合法权益的，应当

承担法律责任。 

 因发生突发事件等紧急情况，监护人暂时无法履行监护职责，

被监护人的生活处于无人照料状态的，被监护人住所地的居民

委员会、村民委员会或者民政部门应当为被监护人安排必要的

临时生活照料措施。 

第三十五条 【履行监护职责应遵循的原则】 

人の真実の意思を尊重しなければならない。 

第 31 条 【後見人の指定】 

後見人の決定について争いがある場合、被後見人の住所地

の住民委員会、村民委員会又は民政機関が後見人を指定する。

関連当事者が指定を不服とする場合、後見人の指定を裁判所

に申し立てることができる。関連当事者は、直接裁判所に後

見人の指定を申し立てることもできる。 

住民委員会、村民委員会、民政機関又は裁判所は、被後見

人の真実の意思を尊重し、被後見人にとり も有利な措置を

取るという原則に従い、後見資格を持つ者の中から後見人を

指定しなければならない。 

本条第 1 項の規定により後見人を指定するまでに、被後見

人の人身権利、財産権利及びその他の適法な権益について保

護する者のいない状態となる場合、被後見人の住所地の居住

民員会、村民委員会、法律に定める関連組織又は民政機関が

臨時後見人となる。 

後見人が指定された後、無断で変更してはならない。無断

で変更した場合、指定された後見人の責任は免除されない。

第 32 条 【機関が後見人となる場合】 

法により後見資格を持つ者がいない場合、民政機関が後見

人となるほか、後見の職責を履行する条件を具備する被後見

人の住所地の居民委員会、村民委員会が後見人となることも

できる。 

第 33 条 【事前協議に基づく後見】 

完全民事行為能力を持つ成年者は、その近親者、その他の

後見人になる意向を持つ個人又は組織と事前に協議し、書面

形式により自らの後見人を決定することができる。協議によ

り決定した後見人は、当該成年者が民事行為能力の全部又は

一部を失った場合に後見の職責を履行する。 

第 34 条 【後見人の職責】 

後見人の職責は、被後見人の代理で民事法律行為を行うこ

と、被後見人の人身権利、財産権利及びその他の適法な権益

を保護すること等である。 

 後見人が法により後見の職責を履行して生じる権利は、法

律による保護を受ける。 

後見人は、後見の職責を履行しないか、被後見人の適法な

権益を侵害した場合、法的責任を負うものとする。 

突発的事件発生等の緊急の状況により、後見人が一時的に

後見の職責を履行できず、被後見人の生活の世話をする者が

いない状態となった場合、被後見人の住所地の住民委員会、

村民委員会又は民政機関は、被後見人のために必要な臨時の

生活保護の措置を手配しなければならない。 

第 35 条 【後見人が職責を履行する上で遵守すべき原則】 

後見人は、被後見人にとり も有利な措置を取る原則に従
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监护人应当按照 有利于被监护人的原则履行监护职责。监

护人除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产。 

 未成年人的监护人履行监护职责，在作出与被监护人利益有

关的决定时，应当根据被监护人的年龄和智力状况，尊重被监

护人的真实意愿。 

 成年人的监护人履行监护职责，应当 大程度地尊重被监护

人的真实意愿，保障并协助被监护人实施与其智力、精神健康

状况相适应的民事法律行为。对被监护人有能力独立处理的事

务，监护人不得干涉。 

第三十六条 【监护人资格的撤销与重新指定】 

监护人有下列情形之一的，人民法院根据有关个人或者组织

的申请，撤销其监护人资格，安排必要的临时监护措施，并按

照 有利于被监护人的原则依法指定监护人： 

 （一）实施严重损害被监护人身心健康的行为； 

 （二）怠于履行监护职责，或者无法履行监护职责且拒绝将

监护职责部分或者全部委托给他人，导致被监护人处于危困状

态； 

 （三）实施严重侵害被监护人合法权益的其他行为。 

 本条规定的有关个人、组织包括：其他依法具有监护资格的

人，居民委员会、村民委员会、学校、医疗机构、妇女联合会、

残疾人联合会、未成年人保护组织、依法设立的老年人组织、

民政部门等。 

 前款规定的个人和民政部门以外的组织未及时向人民法院申

请撤销监护人资格的，民政部门应当向人民法院申请。 

第三十七条 【监护人资格撤销后的义务】 

依法负担被监护人抚养费、赡养费、扶养费的父母、子女、

配偶等，被人民法院撤销监护人资格后，应当继续履行负担的

义务。 

第三十八条 【监护人资格的恢复】 

被监护人的父母或者子女被人民法院撤销监护人资格后，除

对被监护人实施故意犯罪的外，确有悔改表现的，经其申请，

人民法院可以在尊重被监护人真实意愿的前提下，视情况恢复

其监护人资格，人民法院指定的监护人与被监护人的监护关系

同时终止。 

い後見の職責を履行しなければならない。後見人は、被後見

人の利益を維持・保護するため以外の目的により被後見人の

財産を処分してはならない。 

未成年者の後見人は、後見の職責を履行するにあたり、被

後見人の利益に関する決定を行う際は、被後見人の年齢及び

知力に基づき、被後見人の真実の意思を尊重しなければなら

ない。 

成年者の後見人は、後見の職責を履行するにあたっては、

被後見人の真実の意思を 大限に尊重し、被後見人がその知

力及び精神健康状況に相応の民事法律行為を実施することを

保障し、かつこれを助けなければならない。被後見人が単独

で処理する能力を持つ事務について、後見人は干渉してはな

らない。 

第 36 条 【後見人の資格の取消し及び新たな指定】 

後見人に以下に掲げる事由の一つがある場合、裁判所は関

連する個人又は組織の申立てに基づき、その後見人資格を取

り消し、必要な際には、臨時後見措置を手配し、被後見人に

とり も有利な措置を取るという原則に従い、法により後見

人を指定する。 

（1）被後見人の心身の健康を著しく損なう行為を行った場合

（2）後見の職責の履行を怠るか、後見の職責を履行できず、

かつ後見の職責の一部又は全部を他人に委託することを拒否

したことにより、後見人を危険、困難な状態に至らしめた場

合 

（3）被後見人の適法な権益に重大な侵害を与えるその他の行

為を行った場合 

 本条に定める関連する個人及び組織には、法により後見の

資格を持つその他の者、住民委員会、村民委員会、学校、医

療機関、婦女委員会、障害者委員会、未成年者保護組織、法

により設立された高齢者組織、民政機関等を含む。 

前項に定める個人及び民政機関以外の組織が遅滞なく裁判

所に後見人の資格取消しを申し立てなかった場合、民政機関

より裁判所に申し立てなければならない。 

第 37 条 【後見人の資格取消後の義務】 

法により被後見人の養育費、扶養費、扶助費を負担してい

た親、子、配偶者等は、裁判所により被後見人の資格が取り

消された後も、引き続き負担の義務を履行しなければならな

い。 

第 38 条 【後見人の資格の回復】 

被後見人に対し故意による犯罪を行った場合を除き、裁判

所により後見人の父母又は子が後見人資格を取り消された後

に、改悛の態度が確かにある場合、当該父母又は子による申

立てがあれば、裁判所は、被後見人の真実の意思を尊重する

ことを前提に、状況に応じてその後見人資格を回復すること

ができる。その場合、裁判所が指定した後見人と被後見人と
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第三十九条 【监护关系的终止】 

有下列情形之一的，监护关系终止： 

 （一）被监护人取得或者恢复完全民事行为能力； 

 （二）监护人丧失监护能力； 

 （三）被监护人或者监护人死亡； 

 （四）人民法院认定监护关系终止的其他情形。 

 监护关系终止后，被监护人仍然需要监护的，应当依法另行

确定监护人。 

第三节 宣告失踪和宣告死亡 

第四十条 【宣告失踪】 

自然人下落不明满二年的，利害关系人可以向人民法院申请

宣告该自然人为失踪人。 

第四十一条 【下落不明的起算时间】 

自然人下落不明的时间自其失去音讯之日起计算。战争期间

下落不明的，下落不明的时间自战争结束之日或者有关机关确

定的下落不明之日起计算。 

第四十二条 【财产代管人】 

失踪人的财产由其配偶、成年子女、父母或者其他愿意担任

财产代管人的人代管。 

 代管有争议，没有前款规定的人，或者前款规定的人无代管

能力的，由人民法院指定的人代管。 

第四十三条 【财产代管人的职责】 

财产代管人应当妥善管理失踪人的财产，维护其财产权益。

 失踪人所欠税款、债务和应付的其他费用，由财产代管人从

失踪人的财产中支付。 

 财产代管人因故意或者重大过失造成失踪人财产损失的，应

当承担赔偿责任。 

第四十四条 【财产代管人的变更】 

财产代管人不履行代管职责、侵害失踪人财产权益或者丧失

代管能力的，失踪人的利害关系人可以向人民法院申请变更财

产代管人。 

 财产代管人有正当理由的，可以向人民法院申请变更财产代

管人。 

の間の後見関係は同時に終了する。 

第 39 条 【後見関係の終了】 

以下に掲げる事由の一つがある場合、後見関係を終了する。

（1）被後見人が完全な民事行為能力を取得したか、回復した

場合 

（2）後見人が後見能力を喪失した場合 

（3）被後見人又は後見人が死亡した場合 

（4）裁判所が後見関係の終了を認定するその他の場合 

後見関係の終了後、被後見人がなお後見を必要とする場合、

法により別途後見人を決定しなければならない。 

第三節 失踪の宣告及び死亡の宣告 

第 40 条 【失踪の宣告】 

自然人が行方不明となり満 2 年が経過した場合、利害関係

人は裁判所に当該自然人が失踪者である旨を宣告するよう申

し立てることができる。 

第 41 条 【行方不明の起算時点】 

自然人の行方不明期間は、当該自然人の消息が途絶えた日

から起算する。戦争期間中に行方不明となった場合、行方不

明期間は戦争終結の日又は関係機関が確定した行方不明日か

ら起算する。 

第 42 条 【財産代理管理人】 

失踪者の財産は、その配偶者、成年している子、父母又は

その他の財産を代理で管理する意向を持つ者が代理で管理す

る。 

代理管理について争いがある場合、前項に定める者がいな

い場合、又は前項に定める者に代理管理の能力がない場合は、

裁判所の指定する者が代理管理を行う。 

第 43 条 【財産代理管理人の職責】 

財産代理管理人は、失踪者の財産を適切に管理し、その財

産権益を維持・保護しなければならない。 

 失踪者の未納税金及び債務ならびに支払うべきその他の費

用は、財産代理管理人が失踪者の財産の中から支払う。 

 財産代理管理人が、故意又は重大な過失により失踪者の財

産に損害をもたらした場合、賠償責任を負わなければならな

い。 

第 44 条 【財産代理管理人の変更】 

財産代理管理人が代理管理の職責を履行せず、失踪者の財

産権益を侵害した場合、又は代理管理の能力を喪失した場合、

失踪者の利害関係人は、裁判所に財産代理管理人の変更を申

し立てることができる。 

財産代理管理人は、正当な理由がある場合には、裁判所に

財産代理管理人の変更を申し立てることができる。 
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 人民法院变更财产代管人的，变更后的财产代管人有权请求

原财产代管人及时移交有关财产并报告财产代管情况。 

第四十五条 【失踪宣告的撤销】 

失踪人重新出现，经本人或者利害关系人申请，人民法院应

当撤销失踪宣告。 

 失踪人重新出现，有权请求财产代管人及时移交有关财产并

报告财产代管情况。 

第四十六条 【宣告死亡】 

自然人有下列情形之一的，利害关系人可以向人民法院申请

宣告该自然人死亡： 

 （一）下落不明满四年； 

 （二）因意外事件，下落不明满二年。 

 因意外事件下落不明，经有关机关证明该自然人不可能生存

的，申请宣告死亡不受二年时间的限制。 

第四十七条 【宣告失踪与宣告死亡请求的竞合】 

对同一自然人，有的利害关系人申请宣告死亡，有的利害关

系人申请宣告失踪，符合本法规定的宣告死亡条件的，人民法

院应当宣告死亡。 

第四十八条 【死亡日期的确定】 

被宣告死亡的人，人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其

死亡的日期；因意外事件下落不明宣告死亡的，意外事件发生

之日视为其死亡的日期。 

第四十九条 【被宣告死亡人实际生存时的行为效力】 

自然人被宣告死亡但是并未死亡的，不影响该自然人在被宣

告死亡期间实施的民事法律行为的效力。 

第五十条 【死亡宣告的撤销】 

被宣告死亡的人重新出现，经本人或者利害关系人申请，人

民法院应当撤销死亡宣告。 

第五十一条 【宣告死亡及其撤销后婚姻关系的效力】 

被宣告死亡的人的婚姻关系，自死亡宣告之日起消除。死亡

宣告被撤销的，婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复。但

是，其配偶再婚或者向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复的除

 裁判所が財産代理管理人を変更した場合、変更後の財産代

理管理人は、元の財産代理管理人に対し、遅滞なく関連財産

を引き渡し、財産の代理管理状況を報告するよう求める権利

を有する。 

第 45 条 【失踪宣告の取消し】 

失踪者が戻った場合、裁判所は、本人又は利害関係人によ

る申立てにより失踪宣告を取り消さなければならない。 

失踪者は戻った場合、財産代理管理人に対し、遅滞なく関

連財産を引き渡し、財産の代理管理状況を報告するよう求め

る権利を有する。 

第 46 条 【死亡宣告】 

自然人に以下に掲げる事由の一つがある場合、当該自然人

の死亡を宣告するよう裁判所に申し立てることができる。 

（1）行方不明となり満 4年が経過した場合 

（2）突発的事件により、行方不明となり満 2年が経過した場

合 

突発的事件により行方不明となり、関係機関が当該自然人

に生存の可能性がないことを証明した場合、死亡宣告の申立

ては 2年の時間的制限を受けない。 

第 47 条 【失踪宣告と死亡宣告の請求が競合する場合】 

同一の自然人について、ある利害関係人が死亡宣告を申し

立て、別の利害関係人が失踪宣告を申し立て、本法に定める

死亡宣告の条件を満たす場合、裁判所は、死亡を宣告しなけ

ればならない。 

第 48 条 【死亡日の確定】 

死亡を宣告された者について、裁判所による死亡宣告の判

決が下された日をもってその者が死亡した日とみなす。突発

的事件により行方不明となり死亡を宣告された者は、突発的

事件の発生日をもってその者が死亡した日とみなす。 

第 49 条 【死亡宣告を受けた者が生前に実施した行為の効

力】 

自然人が死亡を宣告されたが死亡していなかった場合、当

該自然人が死亡を宣告されていた期間に行った民事法律行為

の効力に影響を与えない。 

第 50 条 【死亡宣告の取消し】 

死亡宣告を受けた者が再び現れた場合、裁判所は、本人又

は利害関係人による申立てにより死亡宣告を取り消さなけれ

ばならない。 

第 51 条 【死亡宣告及び取り消された後の婚姻関係の効力】

死亡宣告を受けた者の婚姻関係は、死亡宣告の日から消滅

する。死亡宣告が取り消された場合、婚姻関係は死亡宣告を

取り消した日から自動的に復活する。ただし、当人の配偶者
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外。 

第五十二条 【死亡宣告撤销后子女被收养的效力】 

被宣告死亡的人在被宣告死亡期间，其子女被他人依法收养

的，在死亡宣告被撤销后，不得以未经本人同意为由主张收养

行为无效。 

第五十三条 【死亡宣告后的财产返还与赔偿责任】 

被撤销死亡宣告的人有权请求依照本法第六编取得其财产的

民事主体返还财产；无法返还的，应当给予适当补偿。 

 利害关系人隐瞒真实情况，致使他人被宣告死亡而取得其财

产的，除应当返还财产外，还应当对由此造成的损失承担赔偿

责任。 

第四节 个体工商户和农村承包经营户 

第五十四条 【个体工商户】 

自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户。个体

工商户可以起字号。 

第五十五条 【农村承包经营户】 

农村集体经济组织的成员，依法取得农村土地承包经营权，

从事家庭承包经营的，为农村承包经营户。 

第五十六条 【“两户”的债务承担】 

个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经

营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。 

 农村承包经营户的债务，以从事农村土地承包经营的农户财

产承担；事实上由农户部分成员经营的，以该部分成员的财产

承担。 

第三章 法人 

第一节 一般规定 

第五十七条 【法人的概念】 

法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民

事权利和承担民事义务的组织。 

が再婚しているか、婚姻登記機関に対し、婚姻の復活を望ま

ない旨を書面により表明した場合を除く。 

第 52 条 【死亡宣告を取り消された後の子の養子縁組の効

力】 

死亡を宣告された者は、死亡を宣告されていた期間にその

子が法により他人の養子となっていた場合、死亡宣告が取り

消された後で本人の同意を得ていないことを理由に養子関係

の無効を主張することはできない。 

第 53 条 【死亡宣告を取り消された後の財産の返還及び賠償

責任】 

死亡宣告を取り消された者は、第六編によりその財産を取

得した民事主体に対し、財産の返還を請求する権利を有する。

返還することができない場合、適当な補償を行わなければな

らない。 

利害関係人が真実の状況を隠匿したことにより他人が死亡

を宣告され、当該他人の財産を取得した場合、財産を返還す

るほか、当該行為によってもたらされた損失についても賠償

責任を負わなければならない。 

第四節 個人工商業者及び農村請負経営業者 

第 54 条 【個人商工業者】 

自然人が工商業の経営に従事し、法に従い登記を行ったも

のは、個人工商業者とする。個人工商業者は、屋号を付ける

ことができる。 

第 55 条 【農村請負経営業者】 

農村集団経済組織の構成員が法に従い農村土地請負経営権

を取得し、家族請負経営に従事するものは、農村請負経営業

者とする。 

第 56 条 【個人工商業者、農村請負経営業者の債務】 

個人工商業者の債務は、個人経営である場合は個人の財産

により負担し、家族経営である場合は家族の財産により負担

する。区分することができない場合は、家族の財産により負

担する。 

農村請負経営業者の債務は、農村土地請負契約に従事する

農家の財産により負担する。事実上、農家の一部の構成員が

経営する場合、当該一部の構成員の財産により負担する。 

第三章 法人 

第一節 一般規定 

 

第 57 条 【法人の概念】 

法人は、民事権利能力及び民事行為能力を有し、法により

単独で民事権利を享有し、民事義務を負う組織である。 
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第五十八条 【法人的成立】 

法人应当依法成立。 

 法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。

法人成立的具体条件和程序，依照法律、行政法规的规定。 

 设立法人，法律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照

其规定。 

第五十九条 【法人的民事权利能力和民事行为能力】 

法人的民事权利能力和民事行为能力，从法人成立时产生，

到法人终止时消灭。 

第六十条 【法人的责任财产】 

法人以其全部财产独立承担民事责任。 

第六十一条 【法定代表人】 

依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负

责人，为法人的法定代表人。 

 法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人

承受。 

 法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不

得对抗善意相对人。 

第六十二条 【法定代表人职务无行为的法律责任】 

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责

任。 

 法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以

向有过错的法定代表人追偿。 

第六十三条 【法人的住所】 

法人以其主要办事机构所在地为住所。依法需要办理法人登

记的，应当将主要办事机构所在地登记为住所。 

第六十四条 【法人的变更登记】 

法人存续期间登记事项发生变化的，应当依法向登记机关申

请变更登记。 

第六十五条 【法人登记的对抗效力】 

法人的实际情况与登记的事项不一致的，不得对抗善意相对

人。 

第六十六条 【登记机关的公示义务】 

登记机关应当依法及时公示法人登记的有关信息。 

第六十七条 【法人合并、分立后的权利义务承担】 

第 58 条 【法人の成立】 

法人は、法により成立するものとする。 

法人は、自己の名称、組織機構、住所、財産又は経費を有

していなければならない。法人成立の具体的な条件及び手続

きは、法律、行政法規の規定に従う。 

法人の設立にあたり、法律、行政法規で関係機関による認

可を取得すべきであると規定されている場合は、それらの規

定に従う。 

第 59 条 【法人の民事権利能力と民事行為能力】 

法人の民事権利能力及び民事行為能力は、法人が成立した

時に発生し、法人が終了したときに消滅する。 

第 60 条 【法人の責任財産】 

法人は、その全部の財産により単独で民事責任を負う。 

第 61 条 【法定代表者】 

法律又は法人定款の規定により、法人を代表して民事活動

を行う責任者は、法人の法定代表者とする。 

法定代表者が法人の名義で民事活動を行う場合、その法的

結果は法人が引き受けるものとする。 

法人定款又は法人の意思決定機関による法定代表者の代表

権に対する制限は、善意の相手方に対抗することができない。

第 62 条 【法定代表者による職務行為の法的責任】 

法定代表者が職務の履行により他人に損害を与えた場合、

法人が民事責任を負うものとする。 

法人は、民事責任を負った後、法律又は法人定款の規定に

基づき、過失のあった法定代表者に対し求償することができ

る。 

第 63 条 【法人の住所】 

法人は、主たる事業所の所在地をその住所とする。法によ

り法人登記をする必要のある場合は、主たる事業所の所在地

を住所として登記しなければならない。 

第 64 条 【法人の変更登記】 

法人の存続期間において登記事項に変更が生じた場合、法

に従い登記機関に変更登記を申請しなければならない。 

第 65 条 【法人登記の対抗効力】 

法人の実際の状況と登記事項が一致していない場合、善意

の相手方に対抗することはできない。 

第 66 条 【登記機関の公示義務】 

登記機関は、法に従い、法人登記に関する情報を遅滞なく公

示しなければならない。 

第 67 条 【法人が合併、分割した後の権利義務の負担】 
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法人合并的，其权利和义务由合并后的法人享有和承担。 

 法人分立的，其权利和义务由分立后的法人享有连带债权，

承担连带债务，但是债权人和债务人另有约定的除外。 

 

第六十八条 【法人的终止】 

有下列原因之一并依法完成清算、注销登记的，法人终止：

 （一）法人解散； 

 （二）法人被宣告破产； 

 （三）法律规定的其他原因。 

 法人终止，法律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照

其规定。 

第六十九条 【法人的解散】 

有下列情形之一的，法人解散： 

 （一）法人章程规定的存续期间届满或者法人章程规定的其

他解散事由出现； 

 （二）法人的权力机构决议解散； 

 （三）因法人合并或者分立需要解散； 

 （四）法人依法被吊销营业执照、登记证书，被责令关闭或

者被撤销； 

 （五）法律规定的其他情形。 

第七十条 【清算义务人】 

法人解散的，除合并或者分立的情形外，清算义务人应当及

时组成清算组进行清算。 

 法人的董事、理事等执行机构或者决策机构的成员为清算义

务人。法律、行政法规另有规定的，依照其规定。 

 清算义务人未及时履行清算义务，造成损害的，应当承担民

事责任；主管机关或者利害关系人可以申请人民法院指定有关

人员组成清算组进行清算。 

第七十一条 【法人清算的法律适用】 

法人的清算程序和清算组职权，依照有关法律的规定；没有

规定的，参照适用公司法律的有关规定。 

第七十二条 【清算的法律效果】 

清算期间法人存续，但是不得从事与清算无关的活动。 

 法人清算后的剩余财产，按照法人章程的规定或者法人权力

机构的决议处理。法律另有规定的，依照其规定。 

法人が合併する場合、その権利及び義務は、合併後の法人

が享有し、負担する。 

法人を分割する場合、その権利及び義務は、分割後の法人

が連帯債権を享有し、連帯債務を負担するものとするが、債

権者と債務者の間に別段の約定がある場合を除く。 

第 68 条 【法人の終了】 

以下に掲げる事由の一つがあり、法により清算を行い、登

記抹消を完了した場合、法人は終了する。 

（1）法人が解散した場合 

（2）法人が破産を宣告された場合 

（3）法律に定めるその他の事由 

法人の終了にあたり、法律、行政法規で関係機関による認

可を取得すべきであると規定されている場合は、それらの規

定に従う。 

第 69 条 【法人の解散】 

以下に掲げる事由の一つがある場合、法人は解散する。 

（1）法人定款に定める存続期間が満了するか、法人定款で規

定するその他の解散事由が出現した場合 

（2）法人の意思決定機関が解散を決議した場合 

（3）法人の合併又は分割により解散する必要がある場合 

（4）法人が法により営業許可証や登記証書を取り消され、閉

鎖を命じられ、又は登記を抹消された場合 

（5）法律に定めるその他の事由 

第 70 条 【清算義務者】 

法人が解散する場合、合併又は分割の事由による場合を除

き、清算義務者は遅滞なく清算組を組織し、清算を行わなけ

ればならない。 

法人の董事、理事等の執行機関又は意思決定機関の構成員

を、清算義務者とする。法律、行政法規に別段の規定がある

場合は、その規定に従う。 

清算義務者が遅滞なく清算義務を履行しなかったことによ

り損害をもたらした場合、民事責任を負わなければならない。

所管機関又は利害関係人は、関係者を指定して清算組を組織

して清算を行うよう裁判所に申し立てることができる。 

第 71 条 【法人の清算への法律適用】 

法人の清算プロセス及び清算組の職権は、関連する法律の

規定に従う。規定がない場合、会社に適用する法律の関連規

定を参照する。 

第 72 条 【清算の法的効果】 

清算期間中、法人は存続する。ただし、清算に関係のない

活動に従事してはならない。 

法人が清算した後の残余財産は、法人定款の規定又は法人

の意思決定機関の決議に従い処理する。法律に別段の規定が

ある場合は、その規定に従う。 
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 清算结束并完成法人注销登记时，法人终止；依法不需要办

理法人登记的，清算结束时，法人终止。 

第七十三条 【法人的破产终止】 

法人被宣告破产的，依法进行破产清算并完成法人注销登记时，

法人终止。 

第七十四条 【法人的分支机构】 

法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构

应当登记的，依照其规定。 

 分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法

人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担

的，由法人承担。 

第七十五条 【设立中的法人】 

设立人为设立法人从事的民事活动，其法律后果由法人承受；

法人未成立的，其法律后果由设立人承受，设立人为二人以上

的，享有连带债权，承担连带债务。 

 设立人为设立法人以自己的名义从事民事活动产生的民事责

任，第三人有权选择请求法人或者设立人承担。 

第二节 营利法人 

第七十六条 【营利法人的概念】 

以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人，为营

利法人。 

 营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人

等。 

第七十七条 【营利法人的成立】 

营利法人经依法登记成立。 

第七十八条 【营利法人的营业执照】 

依法设立的营利法人，由登记机关发给营利法人营业执照。

营业执照签发日期为营利法人的成立日期。 

第七十九条 【营利法人的章程】 

设立营利法人应当依法制定法人章程。 

第八十条 【营利法人的权力机构】 

营利法人应当设权力机构。 

清算が終了し、かつ法人抹消登記が完了したことをもって、

法人は終了する。法により法人登記を行う必要がない場合は、

清算が終了したことをもって、法人は終了する。 

第 73 条 【法人の破産による終了】 

法人が破産宣告を受けた場合、法により破産清算を行い、

かつ法人抹消登記を完了したことをもって、法人は終了する。

第 74 条 【法人の分支機構】 

法人は、法により分支機構を設立することができる。法律、

行政法規により分支機構について登記を行うべきであると規

定されている場合は、その規定に従う。 

分支機構は自己の名義で民事活動を行い、生じる民事責任

は法人が負うものとする。あるいは、当該分支機構の管理す

る財産をもって負担した上で、不足する場合に法人が負担し

てもよい。 

第 75 条 【設立中の法人】 

設立者が法人設立のために行う民事活動について、その法

的結果は法人が引き受けるものとする。法人が成立していな

い場合、その法的結果は設立者が引き受けるものとし、設立

者が 2 名人以上いる場合は、連帯債権を享有し、連帯債務を

負う。 

設立者が法人設立のために自己の名義により行った民事活

動に伴い発生した民事責任について、第三者は法人又は設立

者のいずれかを選択して負担を請求する権利を有する。 

第二節 営利法人 

第 76 条 【営利法人の概念】 

利益を得て株主等の出資者に分配することを目的として設

立する法人は、営利法人とする。 

営利法人には、有限責任会社、株式会社及びその他の企業

法人等が含まれる。 

第 77 条 【営利法人の成立】 

営利法人は、法定の登記を行ったことをもって成立する。

第 78 条 【営利法事の営業許可証】 

法により設立された営利法人に対し、登記機関は営利法人

の営業許可証を発給する。営業許可証の発行日をもって営利

法人の成立日とする。 

第 79 条 【営利法人の定款】 

営利法人の設立にあたっては、法に従い法人定款を制定す

るものとする。 

第 80 条 【営利法人の意思決定機関】 

営利法人は、意思決定機関を設けるものとする。 
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 权力机构行使修改法人章程，选举或者更换执行机构、监督

机构成员，以及法人章程规定的其他职权。 

第八十一条 【营利法人的执行机构】 

营利法人应当设执行机构。 

 执行机构行使召集权力机构会议，决定法人的经营计划和投

资方案，决定法人内部管理机构的设置，以及法人章程规定的

其他职权。 

 执行机构为董事会或者执行董事的，董事长、执行董事或者

经理按照法人章程的规定担任法定代表人；未设董事会或者执

行董事的，法人章程规定的主要负责人为其执行机构和法定代

表人。 

第八十二条 【营利法人的监督机构】 

营利法人设监事会或者监事等监督机构的，监督机构依法行

使检查法人财务，监督执行机构成员、高级管理人员执行法人

职务的行为，以及法人章程规定的其他职权。 

第八十三条 【营利法人出资人的权利滥用】 

营利法人的出资人不得滥用出资人权利损害法人或者其他出

资人的利益；滥用出资人权利造成法人或者其他出资人损失的，

应当依法承担民事责任。 

 营利法人的出资人不得滥用法人独立地位和出资人有限责任

损害法人债权人的利益；滥用法人独立地位和出资人有限责任，

逃避债务，严重损害法人债权人的利益的，应当对法人债务承

担连带责任。 

第八十四条 【滥用关联关系造成损失的赔偿责任】 

营利法人的控股出资人、实际控制人、董事、监事、高级管

理人员不得利用其关联关系损害法人的利益；利用关联关系造

成法人损失的，应当承担赔偿责任。 

第八十五条 【营利法人出资人对瑕疵决议的撤销权】 

营利法人的权力机构、执行机构作出决议的会议召集程序、

表决方式违反法律、行政法规、法人章程，或者决议内容违反

法人章程的，营利法人的出资人可以请求人民法院撤销该决议。

但是，营利法人依据该决议与善意相对人形成的民事法律关系

不受影响。 

第八十六条 【营利法人的社会责任】 

营利法人从事经营活动，应当遵守商业道德，维护交易安全，

 意思決定機関は、法人定款の修正、執行機関や監督機関の

構成員の選出又は変更、法人定款に定めるその他の職権を行

使する。 

第 81 条 【営利法人の執行機関】 

営利法人は、執行機関を設けなければならない。 

執行機関は、意思決定機関の会議を招集、法人の経営計画

及び投資案の決定、法人内部管理機関の設置決定、法人定款

に定めるその他の職権を行使する。 

執行機関を董事会又は執行董事とする場合、董事長、執行

董事又は総経理が法人定款の規定により法定代表者となる。

董事会又は執行董事を設けない場合、法人定款に定める主た

る責任者をその執行機関及び法定代表者とする。 

第 82 条 【営利法人の監督機関】 

営利法人が監事会又は監事等の監督機関を設ける場合、監

督機関は法により法人の財務の検査を行い、執行機関の構成

員、高級管理職による法人の職務執行行為を監督し、法人定

款に定めるその他の職権を行使する。 

第 83 条 【営利法人の出資者の権利濫用】 

営利法人の出資者は、出資者の権利を濫用して法人又はそ

の他の出資者の利益を損なってはならない。出資者の権利を

濫用し、法人又はその他の出資者に損失を与えた場合、法に

より民事責任を負わなければならない。 

 営利法人の出資者は、法人の独立的地位及び出資者の有限

責任を濫用して法人の債権者の利益を損なってはならない。

法人の独立的地位及び出資者の有限責任を濫用して債務を逃

れ、法人の債権者の利益を著しく損なった場合、法人の債務

に対し連帯責任を負わなければならない。 

第 84 条 【関連関係の濫用による損失の賠償責任】 

営利法人の持分支配出資者、実質的支配者、董事、監事、

高級管理職は、その関連関係を利用して法人に利益を損なっ

てはならない。関連関係を利用して法人に損失をもたらした

場合、賠償責任を負わなければならない。 

第 85 条 【営利法人の出資者の瑕疵のある決議の取消権】 

営利法人の意思決定機関、執行機関が決議を行った会議の

招集手続き、議決方式が法律、行政法規、法人定款に違反す

るか、決議内容が法人定款に違反する場合には、営利法人の

出資者は当該決議の取消しを裁判所に請求することができる

が、営利法人が当該決議に基づき善意の相手方と形成した民

事法律関係には影響を受けない。 

第 86 条 【営利法人の社会的責任】 

営利法人が経営活動を行うにあたっては、商業道徳を遵守

し、取引の安全を維持・保護し、政府及び社会による監督を
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接受政府和社会的监督，承担社会责任。 

第三节 非营利法人 

第八十七条 【非盈利法人的概念】 

为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人

或者会员分配所取得利润的法人，为非营利法人。 

 非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机

构等。 

第八十八条 【事业单位法人】 

具备法人条件，为适应经济社会发展需要，提供公益服务设

立的事业单位，经依法登记成立，取得事业单位法人资格；依

法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有事业单位法人

资格。 

第八十九条 【事业单位法人的治理机构】 

事业单位法人设理事会的，除法律另有规定外，理事会为其

决策机构。事业单位法人的法定代表人依照法律、行政法规或

者法人章程的规定产生。 

第九十条 【社会团体法人】 

具备法人条件，基于会员共同意愿，为公益目的或者会员共

同利益等非营利目的设立的社会团体，经依法登记成立，取得

社会团体法人资格；依法不需要办理法人登记的，从成立之日

起，具有社会团体法人资格。 

第九十一条 【社会团体法人的治理依据与治理机构】 

设立社会团体法人应当依法制定法人章程。 

 社会团体法人应当设会员大会或者会员代表大会等权力机

构。 

 社会团体法人应当设理事会等执行机构。理事长或者会长等

负责人按照法人章程的规定担任法定代表人。 

第九十二条 【捐助法人】 

具备法人条件，为公益目的以捐助财产设立的基金会、社会

服务机构等，经依法登记成立，取得捐助法人资格。 

 依法设立的宗教活动场所，具备法人条件的，可以申请法人

登记，取得捐助法人资格。法律、行政法规对宗教活动场所有

规定的，依照其规定。 

受け入れ、社会的責任を負わなければならない。 

第三節 非営利法人 

第 87 条 【非営利法人の概念】 

公益又はその他の非営利の目的のために成立し、出資者、

設立者又は会員への取得した利益の分配を行わない法人は、

非営利法人とする。 

非営利法人には、公共機関、社会団体、財団、社会サービ

ス機関等を含む。 

第 88 条 【事業組織法人】 

法人の条件を具備し、経済社会発展のニーズに適応し、公

共サービスを提供するために設立された政府系事業組織は、

法に従い登記を行うことで成立し、事業組織の法人格を取得

する。法により法人登記を行う必要がない場合は、成立の日

から政府系事業組織の法人格を有するものとなる。 

第 89 条 【事業組織法人の統治機構】 

事業組織法人に理事会を設けている場合は、法律に別段の

規定がある場合を除き、理事会を意思決定機関とする。事業

組織法人の法定代表者は法律、行政法規又は法人定款の規定

に基づき就任する。 

第 90 条 【社会団体法人】 

法人の条件を具備し、会員の共同の意思に基づき、公益目

的又は会員の共同の利益等非営利の目的のために設立される

社会団体は、法に従い登記を行うことで設立し、社会団体の

法人格を取得する。法により法人登記を行う必要のないもの

は、成立の日から社会団体の法人格を持つ。 

第 91 条 【社会団体法人の統治根拠と統治機構】 

社会団体法人を設立するにあたっては、法により法人定款

を定めなければならない。 

 社会団体法人は、会員大会又は会員代表大会等の意思決定

機関を設けなければならない。 

社会団体法人は、理事会等の執行機関を設けなければなら

ない。理事長又は会長等の責任者は、法人定款の規定に基づ

き法定代表者を務める。 

第 92 条 【寄付法人】 

法人の条件を具備し、公益目的のための財産寄付により設

立される基金会、社会サービス機関等は、法により登記を行

うことで設立し、寄付法人の法人格を取得する。 

法に基づき設立された宗教活動の場所は、法人の条件を具

備する場合、法人登記を申請し、寄付法人の法人格を取得す

ることができる。法律、行政法規に宗教活動施設について定

めがある場合は、その規定に従う。 
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第九十三条 【捐助法人的治理依据与治理机构】 

设立捐助法人应当依法制定法人章程。 

 捐助法人应当设理事会、民主管理组织等决策机构，并设执

行机构。理事长等负责人按照法人章程的规定担任法定代表人。

 捐助法人应当设监事会等监督机构。 

第九十四条 【捐助人的权利】 

捐助人有权向捐助法人查询捐助财产的使用、管理情况，并

提出意见和建议，捐助法人应当及时、如实答复。 

 捐助法人的决策机构、执行机构或者法定代表人作出决定的

程序违反法律、行政法规、法人章程，或者决定内容违反法人

章程的，捐助人等利害关系人或者主管机关可以请求人民法院

撤销该决定。但是，捐助法人依据该决定与善意相对人形成的

民事法律关系不受影响。 

第九十五条 【公益性非盈利法人剩余财产的分配】 

为公益目的成立的非营利法人终止时，不得向出资人、设立

人或者会员分配剩余财产。剩余财产应当按照法人章程的规定

或者权力机构的决议用于公益目的；无法按照法人章程的规定

或者权力机构的决议处理的，由主管机关主持转给宗旨相同或

者相近的法人，并向社会公告。 

第四节 特别法人 

第九十六条 【特别法人的类型】 

本节规定的机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的

合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。

第九十七条 【机关法人】 

有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日

起，具有机关法人资格，可以从事为履行职能所需要的民事活

动。 

第九十八条 【机关法人终止后权利义务的承担】 

机关法人被撤销的，法人终止，其民事权利和义务由继任的

机关法人享有和承担；没有继任的机关法人的，由作出撤销决

定的机关法人享有和承担。 

第九十九条  【农村集体经济组织法人】 

 农村集体经济组织依法取得法人资格。 

第 93 条 【寄付法人の統治根拠と統治機構】 

寄付法人を設立するにあたっては、法により法人定款を定

めなければならない。 

寄付法人は、理事会、民主管理組織等の意思決定機関を設

けた上、執行機関も設けなければならない。理事長等の責任

者は、法人定款の規定に基づき法定代表者を務める。 

寄付法人は、監事会等の監督機関を設けなければならない。

第 94 条 【寄付者の権利】 

寄付者が寄付法人に対し、寄付した財産の使用、管理の状

況について照会し、意見や提案を提示する権利を有し、寄付

法人は遅滞なく事実の通り回答しなければならない。 

寄付法人の意思決定機関、執行機関又は法定代表者が決定

した手続きが法律、行政法規、法人定款に違反するか、決定

内容が法人定款に違反する場合、寄付者等の利害関係人又は

所管機関は、裁判所に対し当該決定の取消しを請求すること

ができる。ただし、寄付法人が当該決定に基づき善意の相手

方と形成した民事法律関係には影響を受けない。 

第 95 条 【公益性非営利法人の残余財産の分配】 

公益目的のために成立した非営利法人が終了した場合、出

資者、設立者又は会員に残余財産を分配してはならない。残

余財産は、法人定款の規定又は意思決定機関の決議に基づき

公益目的に用いなければならない。法人定款の規定又は意思

決定機関の決議に従って処理することができない場合は、所

管機関により宗旨が同じか近似する法人に移譲するととも

に、社会に対して公告する。 

第四節 特別法人 

第 96 条 【特別法人の類型】 

本節に定める機関法人、農村集団経済組織法人、都市部・

農村部の合作経済組織法人、基層大衆性自治組織法人は、特

別法人とする。 

第 97 条 【機関法人】 

単独で経費を有する機関及び行政機能を負担する法定機関

は、成立の日より機関法人の法人格を有し、職能を履行する

ために必要な民事活動を行うことができる。 

第 98 条 【機関法人終了後の権利義務の負担】 

機関法人が取り消された場合、法人は終了し、その民事権

利及び義務は職務を引き継ぐ機関法人により享有、負担する。

引き継ぐ機関法人がない場合、取消しを決定した機関法人に

よりこれらを享有し、負担する。 

第 99 条 【農村集団経済組織法人】 

農村集団経済組織は、法により法人格を取得する。 

法律、行政法規に農村集団経済組織について定めがある場
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 法律、行政法规对农村集体经济组织有规定的，依照其规定。

第一百条 【合作经济组织法人】 

城镇农村的合作经济组织依法取得法人资格。 

 法律、行政法规对城镇农村的合作经济组织有规定的，依照

其规定。 

第一百零一条 【基层群众自治组织法人】 

居民委员会、村民委员会具有基层群众性自治组织法人资格，

可以从事为履行职能所需要的民事活动。 

 未设立村集体经济组织的，村民委员会可以依法代行村集体

经济组织的职能。 

第四章 非法人组织 

第一百零二条 【非法人组织的概念】 

非法人组织是不具有法人资格，但是能够依法以自己的名义

从事民事活动的组织。 

 非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格

的专业服务机构等。 

第一百零三条 【非法人组织的成立】 

非法人组织应当依照法律的规定登记。 

 设立非法人组织，法律、行政法规规定须经有关机关批准的，

依照其规定。 

第一百零四条 【非法人组织的债务承担】 

非法人组织的财产不足以清偿债务的，其出资人或者设立人

承担无限责任。法律另有规定的，依照其规定。 

第一百零五条 【非法人组织的代表人】 

非法人组织可以确定一人或者数人代表该组织从事民事活

动。 

第一百零六条 【非法人组织的解散】 

有下列情形之一的，非法人组织解散： 

 （一）章程规定的存续期间届满或者章程规定的其他解散事

由出现； 

 （二）出资人或者设立人决定解散； 

 （三）法律规定的其他情形。 

第一百零七条 【非法人组织的清算】 

非法人组织解散的，应当依法进行清算。 

合は、その規定に従う。 

第 100 条 【合作経済組織法人】 

都市部・農村部の合作経済組織は、法により法人格を取得

する。 

法律、行政法規に都市部・農村部の合作経済組織について

の規定がある場合、その規定に従う。 

第 101 条 【基層大衆性自治組織法人】 

住民委員会、村民委員会は、基層大衆性自治組織の法人格

を有し、職能を履行するために必要な民事活動を行うことが

できる。 

村の集団経済組織を設立していない場合、村民委員会が法

により集団経済組織の職能を代行することができる。 

第四章 非法人組織 

第 102 条 【非法人組織の概念】 

非法人組織は、法人格を持たないが、法により自己の名義

により民事活動を行うことのできる組織である。 

非法人組織には、個人独資企業、パートナーシップ企業、

法人格を持たない専門業務サービス機関等を含む。 

第 103 条 【非法人組織の成立】 

非法人組織は、法律の規定に従い登記を行わなければなら

ない。 

非法人組織を設立するにあたり、法律、行政法規で関係機

関による認可を取得すべきであると規定されている場合は、

それらの規定に従う。 

第 104 条 【非法人組織の債務負担】 

非法人組織の財産が債務の弁済に不足する場合、出資者又

は設立者は、無限責任を負う。法律に別段の規定がある場合

は、その規定に従う。 

第 105 条 【非法人組織の代表者】 

非法人組織は、当該組織を代表して民事活動を行う者を 1

名又は数名決定することができる。 

第 106 条 【非法人組織の解散】 

以下に掲げる事由の一つがある場合、非法人組織は解散す

る。 

（1）定款に定める存続期間が満了するか、定款で規定するそ

の他の解散事由が出現した場合 

（2）出資者又は設立者が解散を決定した場合 

（3）法律に定めるその他の事由 

第 107 条 【非法人組織の清算】 

非法人組織を解散する場合、法に従い清算を行わなければ
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第一百零八条 【非法人组织的参照适用规定】 

非法人组织除适用本章规定外，参照适用本编第三章第一节

的有关规定。 

第五章 民事权利 

第一百零九条 【一般人格权】 

自然人的人身自由、人格尊严受法律保护。 

第一百一十条 【具体人格权】 

自然人享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名

誉权、荣誉权、隐私权、婚姻自主权等权利。 

 法人、非法人组织享有名称权、名誉权和荣誉权。 

第一百一十一条 【个人信息权】  

自然人的个人信息受法律保护。任何组织或者个人需要获取

他人个人信息的，应当依法取得并确保信息安全，不得非法收

集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或

者公开他人个人信息。 

第一百一十二条 【身份权】 

自然人因婚姻家庭关系等产生的人身权利受法律保护。 

第一百一十三条 【财产权受法律平等保护】 

民事主体的财产权利受法律平等保护。 

第一百一十四条 【物权的概念】 

民事主体依法享有物权。 

 物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，

包括所有权、用益物权和担保物权。 

第一百一十五条 【物权的客体】 

物包括不动产和动产。法律规定权利作为物权客体的，依照

其规定。 

第一百一十六条 【物权法定】 

物权的种类和内容，由法律规定。 

第一百一十七条 【物的征收与征用】 

为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序征收、征

用不动产或者动产的，应当给予公平、合理的补偿。 

ならない。 

第 108 条 【非法人組織の参照適用規定】 

非法人組織には、本章の規定を適用するほか、本編第三章

第一節の関連規定を参照し適用する。 

第五章 民事権利 

第 109 条 【一般人格権】 

自然人の人身の自由、人格の尊厳は、法律による保護を受

ける。 

第 110 条 【具体的人格権】 

自然人は、生命権、身体権、健康権、氏名権、肖像権、名

誉権、栄誉権、プライバシー権、婚姻自主権等の権利を有す

る。 

法人、非法人組織は、名称権、名誉権、栄誉権等の権利を

有する。 

第 111 条 【個人情報権】 

自然人の個人情報は、法律による保護を受ける。いかなる

組織又は個人も他人の個人情報を取得する必要がある場合

は、法に基づいて取得し、かつ情報の安全を確保しなければ

ならず、他人の個人情報を違法に収集、使用、加工、伝達し

てはならず、また違法に売買、提供又は公開してもならない。

第 112 条 【身分権】 

自然人の婚姻、家庭関係等により生じた人身権利は、法律

による保護を受ける。 

第 113 条 【財産権への法律による平等な保護】 

民事主体の財産権利は、法律による平等な保護を受ける。

第 114 条 【物権の概念】 

民事主体は、法により物権を享有する。 

物権は、権利者が法により特定の物に対して有する直接支

配権と排他権であり、これには所有権、用益物権及び担保物

権が含まれる。 

第 115 条 【物権の客体】 

物には、不動産及び動産を含む。法律で権利を物権の客体

とすることを定めている場合は、その規定に従う。 

第 116 条 【物権法定主義】 

物権の種類及び内容は、法律により定める。 

第 117 条 【物の徴収、収容】 

公共の利益の必要により、法律に定める権限及び手続きに

従い不動産又は動産を徴収、収用する場合は、公平かつ合理
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第一百一十八条 【债权的概念】 

民事主体依法享有债权。 

 债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的

其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。

第一百一十九条 【合同之债】 

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。 

第一百二十条 【侵权责任之债】 

民事权益受到侵害的，被侵权人有权请求侵权人承担侵权责

任。 

第一百二十一条 【无因管理之债】 

没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而进行

管理的人，有权请求受益人偿还由此支出的必要费用。 

第一百二十二条 【不当得利之债】 

因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求

其返还不当利益。 

第一百二十三条 【知识产权及其客体】 

民事主体依法享有知识产权。 

 知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利： 

 （一）作品； 

 （二）发明、实用新型、外观设计； 

 （三）商标； 

 （四）地理标志； 

 （五）商业秘密； 

 （六）集成电路布图设计； 

 （七）植物新品种； 

 （八）法律规定的其他客体。 

第一百二十四条 【继承权及其客体】 

自然人依法享有继承权。 

 自然人合法的私有财产，可以依法继承。 

第一百二十五条 【投资性权利】 

民事主体依法享有股权和其他投资性权利。 

的な補償を与えなければならない。 

第 118 条 【債権の概念】 

民事主体は、法により債権を享有する。 

債権は、契約、権利侵害行為、事務管理、不当利得及び法

律のその他の規定に基づき、権利者が特定の義務者に対し一

定の行為をなし、又はなさないよう請求する権利である。 

第 119 条 【契約の債】 

法により成立した契約は、当事者に対し法的拘束力を有す

る。 

第 120 条 【権利侵害責任の債】 

民事権益に侵害を受けた場合、権利を侵害された者は、権

利侵害者に対し権利侵害責任を負うよう請求する権利を有す

る。 

第 121 条 【事務管理の債】 

法定又は約定された義務がなく、他人の利益が損失を受け

ることを回避するために管理を行う者は、受益者に対し、こ

のために支出した必要費用の償還を請求する権利を有する。

第 122 条 【不当利得の債】 

他人が法的根拠なく、不当な利益を得たことにより損失を

受けた者は、損失を与えた者に対し、不当な利益の返還を請

求する権利を有する。 

第 123 条 【知的財産権及びその客体】 

民事主体は、法により知的財産権を享有する。 

知的財産権とは、権利者が法により以下に掲げる客体につ

いて享有する専有の権利である。 

（1）著作物 

（2）発明、実用新案、意匠 

（3）商標 

（4）地理的表示 

（5）営業秘密 

（6）集積回路の配置設計 

（7）植物の新品種 

（8）法律に定めるその他の客体 

第 124 条 【相続権及びその客体】 

自然人は、法により相続権を享有する。 

自然人の適法な私有財産は、法により相続することができ

る。 

第 125 条 【投資にかかる権利】 

民事主体は、法により持分及びその他の投資にかかる権利

を享有する。 
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第一百二十六条 【其他民事权益】 

民事主体享有法律规定的其他民事权利和利益。 

第一百二十七条 【对数据和网络虚拟财产的保护】 

法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。

第一百二十八条 【对弱势群体的特别保护】 

法律对未成年人、老年人、残疾人、妇女、消费者等的民事

权利保护有特别规定的，依照其规定。 

第一百二十九条 【民事权利的取得方式】 

民事权利可以依据民事法律行为、事实行为、法律规定的事

件或者法律规定的其他方式取得。 

第一百三十条 【权利行使的自愿原则】 

民事主体按照自己的意愿依法行使民事权利，不受干涉。 

第一百三十一条 【权利人的义务履行】 

民事主体行使权利时，应当履行法律规定的和当事人约定的

义务。 

第一百三十二条 【禁止权利滥用】 

民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或

者他人合法权益。 

第六章 民事法律行为 

第一节 一般规定 

第一百三十三条 【民事行为的概念】 

民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民

事法律关系的行为。 

第一百三十四条 【民事法律行为的成立】 

民事法律行为可以基于双方或者多方的意思表示一致成立，

也可以基于单方的意思表示成立。 

 法人、非法人组织依照法律或者章程规定的议事方式和表决

程序作出决议的，该决议行为成立。 

第一百三十五条 【民事法律行为的形式】 

民事法律行为可以采用书面形式、口头形式或者其他形式；

法律、行政法规规定或者当事人约定采用特定形式的，应当采

第 126 条 【その他の民事権益】 

民事主体は、法律に定めるその他の民事権利及び利益を享

有する。 

第 127 条 【データ及びネットワーク上の仮想財産への保護】

法律にデータ、ネットワーク上の仮想財産の保護について

定めている場合は、その規定に従う。 

第 128 条 【社会的弱者への特別保護】 

法律に未成年者、高齢者、身体障害者、女性、消費者等の

民事権利の保護について特段の定めがある場合は、その規定

に従う。 

第 129 条 【民事権利の取得方式】 

民事権利は、民事法律行為、事実行為、法律に定める事項

又は法律に定めるその他の方式により取得することができ

る。 

第 130 条 【権利行使の自由意思原則】 

民事主体は、自らの意思により法に従い民事権利を行使し、

干渉を受けない。 

第 131 条 【権利者の義務の履行】 

民事主体は、権利を行使するにあたり、法律に定める義務

及び当事者が約定する義務を履行しなければならない。 

第 132 条 【権利濫用の禁止】 

民事主体は、民事権利を濫用して国の利益、社会公共の利

益又は他人の適法な権益を損なってはならない。 

第六章 民事法律行為 

第一節 一般規定 

第 133 条 【民事法律行為の概念】 

民事法律行為とは、民事主体が意思表示により民事法律関

係を確立、変更、終了する行為である。 

第 134 条 【民事法律行為の成立】 

民事法律行為は、双方もしくは複数の当事者の意思表示の

一致に基づいて成立することができ、また、一方の意思表示

に基づいて成立することもできる。 

法人、非法人組織が、法律又は定款に定められた議事方式

又は議決手続きにより決議した場合、当該決議行為は成立す

る。 

第 135 条 【民事法律行為の形式】 

民事法律行為には書面形式、口頭形式又はその他の形式を

採用することができる。法律、行政法規で、特定の形式を採

用することを規定しているか、当事者がそのように約定して



大
  
地
  
仮
  
訳

 大地法律事務所仮訳 

 

 23

用特定形式。 

第一百三十六条 【民事法律行为的生效】 

民事法律行为自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人

另有约定的除外。 

 行为人非依法律规定或者未经对方同意，不得擅自变更或者

解除民事法律行为。 

第二节 意思表示 

第一百三十七条 【有特定相对人的意思表示的生效时间】 

以对话方式作出的意思表示，相对人知道其内容时生效。 

 以非对话方式作出的意思表示，到达相对人时生效。以非对

话方式作出的采用数据电文形式的意思表示，相对人指定特定

系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统时生效；未

指定特定系统的，相对人知道或者应当知道该数据电文进入其

系统时生效。当事人对采用数据电文形式的意思表示的生效时

间另有约定的，按照其约定。 

第一百三十八条 【无特定相对人的意思表示的生效时间】 

无相对人的意思表示，表示完成时生效。法律另有规定的，

依照其规定。 

第一百三十九条 【公告的意思表示的生效时间】 

以公告方式作出的意思表示，公告发布时生效。 

第一百四十条 【意思表示的形式】 

行为人可以明示或者默示作出意思表示。 

 沉默只有在有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的

交易习惯时，才可以视为意思表示。 

第一百四十一条 【意思表示的撤回】 

行为人可以撤回意思表示。撤回意思表示的通知应当在意思

表示到达相对人前或者与意思表示同时到达相对人。 

第一百四十二条 【意思表示的解释】 

有相对人的意思表示的解释，应当按照所使用的词句，结合

相关条款、行为的性质和目的、习惯以及诚信原则，确定意思

表示的含义。 

いる場合は、特定の形式を採用しなければならない。 

第 136 条 【民事法律行為の発効】 

民事法律行為は成立時に効力を生ずる。ただし、法律に別

段の規定があるか、当事者が別段の規定を設けている場合を

除く。 

行為者は、法律の規定によらず、又は相手方の同意を得ず

に、無断で民事法律行為の変更又は解除を行ってはならない。

第二節 意思表示 

第 137 条 【特定の相手方がある場合の意思表示の発効時】

対話方式によりなされる意思表示は、相手方がその内容を

知った時に効力を生ずる。 

対話方式以外の方法でなされる意思表示は、相手方に到達

した時に効力を生ずる。対話方式以外の方法で、データ電子

文書形式を採用する意思表示について、相手方が特定のシス

テムを指定してデータ電子文書を受信する場合、当該データ

電子文書が当該特定のシステムに送信された時に効力を生ず

る。特定のシステムを指定しない場合、当該データ電子文書

がそのシステムに送信されたことを相手方が知り、又は知り

得るべき時に効力を生ずる。データ電子文書形式を採用する

意思表示の抗力発生時点について当事者に別段の約定がある

場合は、その約定に従う。 

第 138 条 【特定の相手方がない場合の意思表示の発効時】

相手方が存在しない意思表示は、表示が完了した時に効力

を生ずる。法律に別段の規定がある場合は、その規定に従う。

第 139 条 【公告による意思表示の発効時】 

公告の方法によりなされる意思表示は、公告を掲載した時

に効力を生ずる。 

第 140 条 【意思表示の形式】 

行為者は、明示又は黙示により意思表示をすることができ

る。 

沈黙は、法律の規定、当事者の約定がある場合、又は当事

者間の商慣習に適合する場合に限り、意思表示とみなすこと

ができる。 

第 141 条 【意思表示の撤回】 

行為者は、意思表示を撤回することができる。意思表示の

撤回の通知は、意思表示が相手方に到達する前か、意思表示

と同時に相手方に到達しなければならない。 

第 142 条 【意思表示の解釈】 

相手方のある意思表示の解釈においては、使用された文言

に基づき、関連の条項、行為の性質及び目的、習慣、信義誠

実の原則を勘案して意思表示の真意を確定しなければならな
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 无相对人的意思表示的解释，不能完全拘泥于所使用的词句，

而应当结合相关条款、行为的性质和目的、习惯以及诚信原则，

确定行为人的真实意思。 

第三节 民事法律行为的效力 

第一百四十三条 【民事法律行为的有效条件】 

具备下列条件的民事法律行为有效： 

 （一）行为人具有相应的民事行为能力； 

 （二）意思表示真实； 

 （三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良

俗。 

第一百四十四条 【无民事行为能力人实施的民事法律行为】

无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。 

第一百四十五条 【限制民事行为能力人实施的民事法律行为】

限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为或者与

其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效；实

施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效。 

 相对人可以催告法定代理人自收到通知之日起三十日内予以

追认。法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。民事法律行为

被追认前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式

作出。 

第一百四十六条 【虚假表示与隐藏行为效力】 

行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无

效。 

 以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法

律规定处理。 

第一百四十七条 【重大误解】 

基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法

院或者仲裁机构予以撤销。 

第一百四十八条 【欺诈】 

一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民

事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤

销。 

第一百四十九条 【第三者欺诈】 

第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施

的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺

い。 

相手方が存在しない意思表示の解釈においては、使用され

た文言に完全に固執するのではなく、関連の条項、行為の性

質及び目的、習慣、信義誠実の原則を勘案して行為者の真意

を確定しなければならない。 

第三節 民事法律行為の効力 

第 143 条 【民事法律行為の有効条件】 

以下に掲げる条件を具備する民事法律行為は、有効とする。

（1）行為者が相応の民事行為能力を具備する。 

（2）意思表示が真実である。  

（3）法律、行政法規の強行規定に違反せず、公序良俗に反し

ない。 

第 144 条 【民事行為無能力者が実施する民事法律行為】 

民事行為無能力者が行う民事法律行為は、無効とする。 

第 145 条 【制限民事行為能力者が実施する民事法律行為】

制限民事行為能力者が行う、単に利益を獲得する民事法律

行為、又は当人の年齢、知力、精神健康状態に相応の民事法

律行為は、有効とする。制限民事行為能力者の行うその他の

民事法律行為は、法定代理人が同意又は追認することにより

有効となる。 

相手方は、法定代理人に対し、通知を受領した日から 30 日

以内に追認するよう催告することができる。法定代理人が意

思表示をしない場合、追認を拒否したものとみなす。民事法

律行為が追認されるまでは、善意の相手方は取消権を有する。

取消しは通知により行わなければならない。 

第 146 条 【虚偽の表示と隠匿された行為の効力】 

行為者と相手方が虚偽の意思表示によって行った民事法律

行為は、無効とする。 

虚偽の意思表示により隠匿された民事法律行為の効力は、

関連する法律の規定に従い処理する。 

第 147 条 【重大な誤解】 

重大な誤解に基づいて行われた民事法律行為について、行

為者は裁判所又は仲裁機関に取消しを請求する権利を有す

る。 

第 148 条 【詐欺】 

一方が詐欺の手段により、相手方に真実の意思に反する状

況において行わせた民事法律行為について、被詐欺者は裁判

所又は仲裁機関に取消しを請求する権利を有する。 

第 149 条 【第三者による詐欺】 

第三者が詐欺行為を行い、一方に真実の意思に反する状況

において行わせた民事法律行為について、相手方が当該詐欺
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诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。 

第一百五十条 【胁迫】 

一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况

下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁

机构予以撤销。 

第一百五十一条 【乘人之危导致的显示公平】 

一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民

事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或

者仲裁机构予以撤销。 

第一百五十二条 【撤销权的消灭】 

有下列情形之一的，撤销权消灭： 

 （一）当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内、

重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起九十日

内没有行使撤销权； 

 （二）当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起一年内没有行

使撤销权； 

 （三）当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表

明放弃撤销权。 

 当事人自民事法律行为发生之日起五年内没有行使撤销权

的，撤销权消灭。 

第一百五十三条 【违反强制性规定；违背公序良俗】 

违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但

是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。 

 违背公序良俗的民事法律行为无效。 

第一百五十四条 【恶意串通】 

行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行

为无效。 

第一百五十五条 【无效或者被撤销民事法律行为自始无效】

无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。 

第一百五十六条 【民事法律行为部分无效】 

民事法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分

仍然有效。 

第一百五十七条 【民事法律行为无效、被撤销、不生效力的

行為を知り、又は知り得るべきである場合、被詐欺者は裁判

所又は仲裁機関に取消しを請求する権利を有する。 

第 150 条 【脅迫】 

一方又は第三者が脅迫の手段により、相手方に真実の意思

に反する状況において行わせた民事法律行為について、脅迫

を受けた者は裁判所又は仲裁機関に取消しを請求する権利を

有する。 

第 151 条 【危機的状況の利用による明らかな公平性の欠缺】

一方が相手方の危機的状況や、判断能力の欠如等の状況を

利用したことにより、民事法律行為の成立時において明らか

に公平性が失われた場合、損害を受けた者は裁判所又は仲裁

機関に取消しを請求する権利を有する。 

第 152 条 【取消権の消滅】 

以下に掲げる状況の一つがある場合、取消権は消滅する。

（1）当事者が取消しの事由を知ったか、もしくは知り得るべ

き日から 1 年以内に、又は重大な誤解をした当事者が取消し

の事由を知ったか、もしくは知り得るべき日から 3 ヶ月以内

に、取消権を行使しない場合  

（2）当事者が脅迫を受け、脅迫行為終了の日から 1年以内に

取消権を行使しない場合 

（3）当事者が取消しの事由を知った後で取消権の放棄を明確

に表明したか、自己の行為により表明した場合 

当事者が民事法律行為の発生した日から 5 年以内に取消権

を行使しない場合、取消権は消滅する。 

第 153 条 【強行規定への違反、公序良俗への違反】 

法律、行政法規の強行規定に違反する民事法律行為は、無

効とする。ただし、当該強行規定によって当該民事法律行為

が無効とならない場合を除く。 

 公序良俗に反する民事法律行為は、無効とする。 

第 154 条 【悪意の通謀】 

行為者が相手方と悪意により通謀し、他人の適法な権益を

損なう民事法律行為は、無効とする。 

第 155 条 【無効又は取り消された民事法律行為の当初から

の無効】 

無効な、又は取り消された民事法律行為は、初めから法的

拘束力を有しなかったものとする。 

第 156 条 【民事法律行為の一部無効】 

民事法律行為の一部が無効となり、その他の部分の効力に

は影響を与えない場合、その他の部分は依然有効であるもの

とする。 

第 157 条 【民事法律行為の無効、取消し、効力を生じない
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法律后果】 

民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人

因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要

返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受

到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律

另有规定的，依照其规定 

第四节 民事法律行为的附条件和附期限 

第一百五十八条 【附条件的民事法律行为】 

民事法律行为可以附条件，但是根据其性质不得附条件的除

外。附生效条件的民事法律行为，自条件成就时生效。附解除

条件的民事法律行为，自条件成就时失效。 

第一百五十九条 【条件成就或不成就的拟制】 

附条件的民事法律行为，当事人为自己的利益不正当地阻止

条件成就的，视为条件已经成就；不正当地促成条件成就的，

视为条件不成就。 

第一百六十条 【附期限的民事法律行为】 

民事法律行为可以附期限，但是根据其性质不得附期限的除

外。附生效期限的民事法律行为，自期限届至时生效。附终止

期限的民事法律行为，自期限届满时失效。 

第七章 代理 

第一节 一般规定 

第一百六十一条 【代理的适用范围】 

民事主体可以通过代理人实施民事法律行为。 

 依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质，应当

由本人亲自实施的民事法律行为，不得代理。 

第一百六十二条 【代理的效力】 

 代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，

对被代理人发生效力。 

第一百六十三条 【代理的类型】 

代理包括委托代理和法定代理。 

 委托代理人按照被代理人的委托行使代理权。法定代理人依

場合の法的結果】 

民事法律行為が無効となり、取り消され、又は効力を生じ

ないことが確定した後、行為者は当該行為により取得した財

産を返還しなければならない。返還できないか、返還の必要

がない場合、金銭に換算して補償しなければならない。過失

のある一方は、相手方がこのために受けた損失を賠償しなけ

ればならない。各当時者とも過失がある場合は、各自が相応

の責任を負うものとする。法律に別段の規定がある場合は、

その規定に従う。 

第四節 民事法律行為における条件の付加と期限の付与 

第 158 条 【条件付きの民事法律行為】 

民事法律行為には条件を付すことができるが、その性質上

条件を付すことのできない場合を除く。停止条件付きの民事

法律行為は、条件が成就した時より発効する。解除条件付き

の民事法律行為は、条件が成就した時より失効する。 

第 159 条 【条件の成就又は不成就のみなし】 

条件を付した民事法律行為について、当事者が自己の利益

のために不当に条件の成就を阻止した場合、条件はすでに成

就したものとみなす。不当に条件を成就させた場合、条件は

成就していないものとみなす。 

第 160 条 【期限付きの民事法律行為】 

民事法律行為には期限を付すことができるが、その性質上

条件を付すことのできない場合を除く。始期を付した民事法

律行為は、期限が到来した時より発効する。終期を付した民

事法律行為は、期限が到来した時より失効する。 

第七章 代理 

第一節 一般規定 

第 161 条 【代理の適用範囲】 

民事主体は、代理人を通じて民事法律行為を行うことがで

きる。 

法律の規定、当事者の約定又は民事法律行為の性質により

本人が自ら行うべき民事法律行為は、代理することができな

い。 

第 162 条 【代理の効力】 

代理人が代理権限の範囲内で、被代理人の名義で行った民

事法律行為は、被代理人に対し効力を生ずる。 

第 163 条 【代理の類型】 

代理には、委託代理と法定代理を含む。 

委託を受けた代理人は被代理人による委託に基づき代理権

を行使する。法定代理人は、法律の規定に基づき代理権を行
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照法律的规定行使代理权。 

第一百六十四条 【不当代理的民事责任】  

代理人不履行或者不完全履行职责，造成被代理人损害的，

应当承担民事责任。 

 代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理

人和相对人应当承担连带责任 

第二节 委托代理 

第一百六十五条 【委托代理授权的形式要求】 

委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人

的姓名或者名称、代理事项、权限和期限，并由被代理人签名

或者盖章。 

第一百六十六条 【共同代理】 

数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但

是当事人另有约定的除外。 

第一百六十七条 【违法代理的责任承担】 

代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，

或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反

对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。 

第一百六十八条 【禁止自己代理；禁止双方代理】 

代理人不得以被代理人的名义与自己实施民事法律行为，但

是被代理人同意或者追认的除外。 

 代理人不得以被代理人的名义与自己同时代理的其他人实施

民事法律行为，但是被代理的双方同意或者追认的除外。 

第一百六十九条 【转委托代理】  

代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意

或者追认。 

 转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代

理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以

及对第三人的指示承担责任。 

 转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转

委托的第三人的行为承担责任；但是，在紧急情况下代理人为

了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。 

使する。 

第 164 条 【不当な代理の民事責任】 

代理人は、職責を履行しないか、履行が不完全であったた

めに被代理人に損害をもたらした場合、民事責任を負わなけ

ればならない。 

代理人と相手方が悪意により通謀し、被代理人の適法な権

益を損なった場合、代理人と相手方は連帯責任を負わなけれ

ばならない。 

第二節 委託代理 

第 165 条 【委託代理授権の形式要求】 

委託代理の授権には書面形式を採用し、授権委託書には代

理人の氏名又は名称、代理事項、権限及び期間を明記した上

で、被代理人により署名又は捺印しなければならない。 

第 166 条 【共同代理】 

数人が同一の代理事項の代理人となる場合、共同で代理権

を行使しなければならない。ただし、当事者に別段の約定が

ある場合を除く。 

第 167 条 【違法な代理の責任負担】 

代理人が、代理事項が違法であることを知り、もしくは知

る得るべきでありながら、なお代理行為を行ったか、又は被

代理人が代理人の代理行為が違法であることを知り、もしく

は知る得るべきでありながら反対の意思を表示しなかった場

合、被代理人及び代理人は連帯責任を負わなければならない。

第 168 条 【自己代理の禁止、双方代理の禁止】 

代理人は、被代理人の名義により自らと民事法律行為を行

ってはならないが、被代理人が同意又は追認した場合を除く。

代理人は、被代理人の名義により自らが同時に代理するそ

の他の者と民事法律行為を行ってはならないが、被代理人双

方が同意又は追認した場合を除く。 

第 169 条 【代理の再委託】 

代理人が第三者に代理を再委託する必要がある場合は、被

代理人の同意又は追認を得なければならない。 

代理の再委託につき被代理人の同意又は追認を得た場合、

被代理人は代理事項について再委託された第三者に直接指示

することができ、代理人は第三者の選任及び第三者への指示

についてのみ責任を負う。 

代理の再委託につき被代理人の同意又は追認を得ていない

場合、代理人は再委託する第三者の行為について責任を負わ

なければならないが、緊急の状況において代理人が被代理人

の利益を維持・保護するために第三者に代理を再委託する必

要がある場合を除く。 
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第一百七十条 【职务代理】 

执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内

的事项，以法人或者非法人组织的名义实施的民事法律行为，

对法人或者非法人组织发生效力。 

 法人或者非法人组织对执行其工作任务的人员职权范围的限

制，不得对抗善意相对人。 

第一百七十一条 【无权代理】 

行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实

施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。

 相对人可以催告被代理人自收到通知之日起三十日内予以追

认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。行为人实施的行为

被追认前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式

作出。 

 行为人实施的行为未被追认的，善意相对人有权请求行为人

履行债务或者就其受到的损害请求行为人赔偿。但是，赔偿的

范围不得超过被代理人追认时相对人所能获得的利益。 

 相对人知道或者应当知道行为人无权代理的，相对人和行为

人按照各自的过错承担责任。 

第一百七十二条 【表见代理】 

行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实

施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为

有效。 

第三节 代理终止 

第一百七十三条 【委托代理的终止】 

有下列情形之一的，委托代理终止： 

 （一）代理期限届满或者代理事务完成； 

 （二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托； 

 （三）代理人丧失民事行为能力； 

 （四）代理人或者被代理人死亡； 

 （五）作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。

第一百七十四条 【委托代理终止的例外】 

 被代理人死亡后，有下列情形之一的，委托代理人实施的代

理行为有效： 

第 170 条 【職務代理】 

法人又は非法人組織の業務上の任務を執行する者が、その

職権の範囲内の事項について、法人又は非法人組織の名義に

より行う民事法律行為は、法人又は非法人組織に対し効力を

生ずる。 

法人又は非法人組織による、その業務上の任務を執行する

者の職権の範囲に対する制限は、善意の相手方に対抗するこ

とができない。 

第 171 条 【無権代理】 

行為者に代理権がなく、代理権を超え、又は代理権の終了

後もなお代理行為を行い、被代理人の追認を得ていない場合

は、被代理人に対し効力を生じない。 

相手方は被代理人に対し、通知を受領した日から 1 ヶ月以

内に追認するよう催告することができる。被代理人が意思表

示をしない場合は、追認を拒否したものとみなす。行為者が

行った行為が追認されるまで、善意の相手方は取消権を有す

る。取消しは通知により行わなければならない。 

行為者が行った行為が追認されない場合、善意の相手方は、

行為者に債務を履行するよう請求するか、その被った損害に

ついて行為者に賠償を請求する権利を持つが、賠償の範囲は、

被代理人が追認した場合に相手方が得られる利益を超えては

ならない。 

 相手方が、行為者が無権代理であることを知り、又は知り

得るべきである場合、相手方と行為者は各自の過失に応じて

責任を負う。 

第 172 条 【表見代理】 

行為者に代理権がなく、代理権を超え、又は代理権の終了

後もなお代理行為を行った場合において、行為者は代理権を

有するものと信じる理由が相手方にあるならば、代理行為は

有効とする。 

第三節 代理の終了 

第 173 条 【委託代理の終了】 

以下に掲げる状況の一つがある場合、委託代理は終了する。

（1）代理期間が満了したか、代理事務が完了した場合 

（2）被代理人が委託を取り消したか、代理人が委託を辞退し

た場合 

（3）代理人が民事行為能力を喪失した場合 

（4）代理人又は被代理人が死亡した場合  

（5）代理人又は被代理人である法人、非法人組織が終了した

場合 

第 174 条 【委託代理の終了における例外】 

被代理人が死亡した後に、以下に掲げる状況の一つがある

場合、委託を受けた代理人が行った代理行為は有効とする。

(1) 代理人が被代理人の死亡を知らず、かつ、知り得ない場
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（一）代理人不知道且不应当知道被代理人死亡； 

 （二）被代理人的继承人予以承认； 

 （三）授权中明确代理权在代理事务完成时终止； 

 （四）被代理人死亡前已经实施，为了被代理人的继承人的

利益继续代理。 

 作为被代理人的法人、非法人组织终止的，参照适用前款规

定。 

第一百七十五条 【法定代理的终止】 

有下列情形之一的，法定代理终止： 

 （一）被代理人取得或者恢复完全民事行为能力； 

 （二）代理人丧失民事行为能力； 

 （三）代理人或者被代理人死亡； 

 （四）法律规定的其他情形。 

第八章 民事责任 

第一百七十六条 【民事义务的履行和民事责任的承担】 

民事主体依照法律规定或者按照当事人约定，履行民事义务，

承担民事责任。 

第一百七十七条 【按份责任】 

二人以上依法承担按份责任，能够确定责任大小的，各自承

担相应的责任；难以确定责任大小的，平均承担责任。 

第一百七十八条 【连带责任】 

二人以上依法承担连带责任的，权利人有权请求部分或者全

部连带责任人承担责任。 

 连带责任人的责任份额根据各自责任大小确定；难以确定责

任大小的，平均承担责任。实际承担责任超过自己责任份额的

连带责任人，有权向其他连带责任人追偿。 

 连带责任，由法律规定或者当事人约定。 

第一百七十九条 【民事责任的承担方式】 

承担民事责任的方式主要有： 

 （一）停止侵害； 

 （二）排除妨碍； 

 （三）消除危险； 

 （四）返还财产； 

 （五）恢复原状； 

 （六）修理、重作、更换； 

 （七）继续履行； 

合 

(2) 被代理人の相続人が承認している場合 

(3) 授権において代理権が代理事務の完了時に終了する旨を

明確に示している場合 

(4) 被代理人の死亡前にすでに代理が行われ、被代理人の相

続人の利益のために継続して代理する場合 

代理人又は被代理人となる法人、非法人組織が終了した場

合は、前項規定を参照し適用する。 

第 175 条 【法定代理の終了】 

以下に掲げる状況の一つがある場合、法定代理は終了する。

（1）被代理人が完全民事行為能力を取得したか、回復した場

合 

（2）代理人が民事行為能力を喪失した場合 

（3）代理人又は被代理人が死亡した場合 

（4）法律に定めるその他の事由 

第八章 民事責任 

第 176 条 【民事義務の履行と民事責任の負担】 

民事主体は、法律の規定及び当事者の約定に基づいて民事

義務を履行し、民事責任を負う。 

第 177 条 【責任の按分】 

2 名以上の者が法により按分責任を負う場合、責任の代償

が確定可能であれば、各自が相応の責任を負う。責任の大小

を確定することが困難な場合は、責任を等分して負担する。

第 178 条 【連帯責任】 

2 名以上の者が法により連帯責任を負う場合、権利者は一

部又は全部の連帯責任者に責任を負うよう請求する権利を持

つ。 

連帯責任者の責任の負担割合は、各自の責任の大小により

確定する。責任の大小を確定することが困難な場合、責任を

等分して負担する。実際に負担した責任が自己の責任割合を

超える連帯責任者は、その他の連帯責任者に求償する権利を

有する。 

連帯責任については、法律により規定するか、当事者によ

り約定する。 

第 179 条 【民事責任の負担方式】 

民事責任の負担方式には、主に以下に掲げるものがある。

（1）侵害の停止 

（2）妨害の排除 

（3）危険の除去 

（4）財産の返還 

（5）原状回復 

（6）修理、作り直し、交換 

（7）履行の継続 
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 （八）赔偿损失； 

 （九）支付违约金； 

 （十）消除影响、恢复名誉； 

 （十一）赔礼道歉。 

 法律规定惩罚性赔偿的，依照其规定。 

 本条规定的承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合

并适用。 

第一百八十条 【不可抗力】 

因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另

有规定的，依照其规定。 

 不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。 

第一百八十一条 【正当防卫】 

因正当防卫造成损害的，不承担民事责任。 

 正当防卫超过必要的限度，造成不应有的损害的，正当防卫

人应当承担适当的民事责任。 

第一百八十二条 【紧急避险】 

因紧急避险造成损害的，由引起险情发生的人承担民事责任。

 危险由自然原因引起的，紧急避险人不承担民事责任，可以

给予适当补偿。 

 紧急避险采取措施不当或者超过必要的限度，造成不应有的

损害的，紧急避险人应当承担适当的民事责任。 

第一百八十三条 【见义勇为的侵权责任和补偿责任】 

因保护他人民事权益使自己受到损害的，由侵权人承担民事

责任，受益人可以给予适当补偿。没有侵权人、侵权人逃逸或

者无力承担民事责任，受害人请求补偿的，受益人应当给予适

当补偿。 

第一百八十四条 【紧急救助的责任豁免】 

因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担

民事责任。 

第一百八十五条 【英雄烈士人格利益的保护】 

侵害英雄烈士等的姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共

利益的，应当承担民事责任。 

第一百八十六条 【违约责任与侵权责任的竞合】 

（8）損失の賠償 

（9）違約金の支払い 

（10）影響の除去、名誉回復 

（11）謝罪 

法律に懲罰性賠償について規定している場合は、その規定

に従う。 

本条に定める民事責任の負担方式は、単独で適用すること

ができるほか、複数を併用することもできる。 

第 180 条 【不可抗力】 

不可抗力により民事義務を履行できない場合は、民事責任

を負わない。法律に別段の規定がある場合は、その規定に従

う。 

不可抗力とは、予見できず、回避することができず、かつ

克服することができない客観的状況をいう。 

第 181 条 【正当防衛】 

正当防衛により損害をもたらした者は、民事責任を負わな

い。 

正当防衛が必要な限度を超え、不当な損害をもたらした場

合、正当防衛を行った者が適当な民事責任を負わなければな

らない。 

第 182 条 【緊急避難】 

緊急避難により損害をもたらした場合、危険な状況を発生

させた者が民事責任を負う。 

危険が自然的原因により引き起こされた場合、緊急避難者

は、民事責任を負わず、適当な補償を行うことができる。 

緊急避難のために講じた措置が不適切で、必要な限度を超

え、不当な損害をもたらした場合、緊急避難者は、適当な民

事責任を負わなければならない。 

第 183 条 【他人の権益を保護した場合の権利侵害責任と補

償責任】 

他人の民事権益を保護したために自らが損害を受けた場

合、権利侵害者が民事責任を負い、受益者は適当な補償を行

うことができる。権利侵害者が存在しないか、権利侵害者が

逃避した、民事責任を負う能力がない又は被害者が補償を請

求する場合、受益者は適当な補償を行わなければならない。

第 184 条 【緊急救助の責任免除】 

自発的に緊急救助行為を実施したことにより救助を受ける

者に損害をもたらした場合、救助者は民事責任を負わない。

第 185 条 【英雄烈士の人格利益の保護】 

英雄烈士等の氏名、肖像、名誉、栄誉を侵害し、社会の公

共の利益を損なった場合、民事責任を負わなければならない。

第 186 条 【違約責任と権利侵害責任の競合】 
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因当事人一方的违约行为，损害对方人身权益、财产权益的，

受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任。 

第一百八十七条 【民事责任优先】 

民事主体因同一行为应当承担民事责任、行政责任和刑事责

任的，承担行政责任或者刑事责任不影响承担民事责任；民事

主体的财产不足以支付的，优先用于承担民事责任。 

第九章 诉讼时效 

第一百八十八条 【普通诉讼时效】 

向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律

另有规定的，依照其规定。 

 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及

义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自

权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特

殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。 

第一百八十九条 【分期履行债务诉讼时效的起算】 

当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自 后一期

履行期限届满之日起计算。 

第一百九十条 【对法定代理人请求权诉讼时效的起算】 

无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人

的请求权的诉讼时效期间，自该法定代理终止之日起计算。 

第一百九十一条 【未成年人遭受性侵害的损害赔偿诉讼时效

的起算】 

未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自

受害人年满十八周岁之日起计算。 

第一百九十二条 【诉讼时效届满的法律后果】 

诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。

 诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效

期间届满为由抗辩；义务人已经自愿履行的，不得请求返还。

当事者の一方の違約行為により、相手方の人身権益、財産

権益に損害を与えた場合、損害を受けた一方は、違約者に対

し、違約責任か権利侵害責任のいずれかを選択して負担を請

求する権利を有する。 

第 187 条 【民事責任の優先】 

民事主体が同一の行為により民事責任、行政責任及び刑事

責任を負うべき場合において、行政責任又は刑事責任の負担

は民事責任の負担に影響を与えない。民事主体の財産が支払

いに不足する場合は、優先して民事責任の負担に用いるもの

とする。 

第九章 訴訟時効 

第 188 条 【一般的な訴訟の時効】 

裁判所に対し民事権利の保護を請求する場合の訴訟時効期

間は、3 年とする。法律に別段の規定がある場合は、その規

定に従う。 

訴訟時効期間は、権利が損害を受けたこと及び義務者を権

利者が知り、又は知り得るべき日から起算する。法律に別段

の規定がある場合は、その規定に従う。ただし、権利が損害

を受けた日から 20 年を超える時間が経過している場合、裁判

所はこれを保護しない。特段の事由がある場合は、裁判所は

権利者の申立てに基づき延長を決定することができる。 

第 189 条 【債務を分割履行する場合の訴訟時効の起算】 

当事者が同一の債務を分割して履行することを約定してい

る場合、訴訟時効期間は、 後の履行期間が満了した日から

起算する。 

第 190 条 【法定代理人の請求権にかかる訴訟時効の起算】

民事行為無能力者又は制限民事行為能力者による、その法

定代理人に対する請求権の訴訟時効期間は、当該法定代理が

終了した日から起算する。 

第 191 条 【未成年者が性的侵害を受けた場合の損害賠償に

かかる訴訟時効の起算】 

未成年者が性的侵害を受けた損害賠償請求権の訴訟時効期

間は、損害を受けた者の年齢が 18 歳に達した日から起算す

る。 

第 192 条 【訴訟時効満了の法的結果】 

訴訟時効期間が満了した場合、義務者は義務を履行しない

旨の抗弁をすることができる。 

訴訟時効期間が満了した後で義務者が履行に同意した場

合、訴訟時効期間の満了を理由に抗弁をしてはならない。義

務者がすでに自発的に履行している場合、返還を請求しては

ならない。 
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第一百九十三条 【诉讼时效援引的当事人主义】 

人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。 

第一百九十四条 【诉讼时效的中止】 

在诉讼时效期间的 后六个月内，因下列障碍，不能行使请

求权的，诉讼时效中止： 

 （一）不可抗力； 

 （二）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定

代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理

权； 

 （三）继承开始后未确定继承人或者遗产管理人； 

 （四）权利人被义务人或者其他人控制； 

 （五）其他导致权利人不能行使请求权的障碍。 

 自中止时效的原因消除之日起满六个月，诉讼时效期间届满。

第一百九十五条 【诉讼时效的中断】 

有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结

时起，诉讼时效期间重新计算： 

 （一）权利人向义务人提出履行请求； 

 （二）义务人同意履行义务； 

 （三）权利人提起诉讼或者申请仲裁； 

 （四）与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。

第一百九十六条 【不适用诉讼时效的请求权】 

下列请求权不适用诉讼时效的规定： 

 （一）请求停止侵害、排除妨碍、消除危险； 

 （二）不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产；

 （三）请求支付抚养费、赡养费或者扶养费； 

 （四）依法不适用诉讼时效的其他请求权。 

第一百九十七条 【诉讼时效法定】 

诉讼时效的期间、计算方法以及中止、中断的事由由法律规

定，当事人约定无效。 

 当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效。 

第一百九十八条 【仲裁时效的准用】 

法律对仲裁时效有规定的，依照其规定；没有规定的，适用

诉讼时效的规定。 

第一百九十九条 【除斥期间】 

法律规定或者当事人约定的撤销权、解除权等权利的存续期

间，除法律另有规定外，自权利人知道或者应当知道权利产生

第 193 条 【訴訟時効適用の当事者主義】 

裁判所は、主導的に訴訟時効の規定を適用してはならない。

第 194 条 【訴訟時効の停止】 

訴訟時効期間の 後の 6 ヶ月内において、以下に掲げる障

害により請求権を行使できない場合、訴訟時効は停止する。

（1）不可抗力 

（2）民事行為無能力者又は制限民事行為能力者に法定代理人

がなく、又は法定代理人が死亡し、民事行為能力を喪失し、

もしくは代理権を喪失した場合 

（3）相続を開始した後、相続人又は遺産管理人が確定しない

場合 

（4）権利者が義務者又はその他の者によって支配されている

場合 

（5）その他、権利者が請求権を行使できなくなるような障害

時効停止の原因が除去された日から満 6 ヶ月が経過したこ

とをもって、訴訟時効期間は満了する。 

第 195 条 【訴訟時効の中断】 

以下に掲げる状況の一つがある場合、訴訟時効は中断し、

訴訟時効期間は、中断及び関連するプロセスが終結した時点

から改めて計算する。 

（1）権利者が義務者に対し履行請求を提出した場合 

（2）義務者が義務の履行に同意した場合 

（3）権利者が訴訟を提起したか、仲裁を申し立てた場合 

（4）訴訟提起又は仲裁申立てと同等の効力を有するその他の

事由 

第 196 条 【訴訟時効を適用しない請求権】 

以下に掲げる請求権には、訴訟時効の規定を適用しない。

（1）侵害の停止、妨害の排除、危険の除去を請求する場合 

（2）不動産物権及び登記された動産物権の権利者が財産の返

還を請求する場合 

（3）養育費、扶養費又は扶助費の支払いを請求する場合 

（4）その他、法に従い訴訟時効を適用しない請求権 

第 197 条 【訴訟時効の法定】 

訴訟時効の期間、計算方法及び停止、中断の事由は法律に

より規定するものとし、当事者による約定は無効とする。 

当事者による訴訟時効の利益に対する事前放棄は、無効と

する。 

第 198 条 【仲裁時効の準用】 

法律に仲裁時効について規定がある場合は、その規定に従

う。規定がない場合は、訴訟時効の規定を適用する。 

第 199 条 【除斥期間】 

法律で規定された、又は当事者の約定によって約定された

取消権、解除権等の権利の存続期間は、法律に別段の規定が
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之日起计算，不适用有关诉讼时效中止、中断和延长的规定。

存续期间届满，撤销权、解除权等权利消灭。 

第十章 期间计算 

第二百条 【期间的计算单位】 

民法所称的期间按照公历年、月、日、小时计算。 

第二百零一条 【期间的计算】 

按照年、月、日计算期间的，开始的当日不计入，自下一日

开始计算。 

 按照小时计算期间的，自法律规定或者当事人约定的时间开

始计算。 

第二百零二条 【期间到期日的确定】 

按照年、月计算期间的，到期月的对应日为期间的 后一日；

没有对应日的，月末日为期间的 后一日。 

第二百零三条 【期间计算的特殊规定】 

期间的 后一日是法定休假日的，以法定休假日结束的次日

为期间的 后一日。 

 期间的 后一日的截止时间为二十四时；有业务时间的，停

止业务活动的时间为截止时间。 

第二百零四条 【期间计算方法的例外】 

期间的计算方法依照本法的规定，但是法律另有规定或者当

事人另有约定的除外。 

第二编 物权 

第一分编 通则 

第一章 一般规定 

第二百零五条 【物权编的调整范围】 

本编调整因物的归属和利用产生的民事关系。 

第二百零六条 【国家基本经济制度和经济政策】 

国家坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展，

按劳分配为主体、多种分配方式并存，社会主义市场经济体制

等社会主义基本经济制度。 

 国家巩固和发展公有制经济，鼓励、支持和引导非公有制经

济的发展。 

ある場合を除き、権利者が権利の発生を知り、又は知り得る

べき日から起算し、訴訟時効の停止、中断、延長の規定を適

用しない。存続期間の満了により、取消権、解除権等の権利

は消滅する。 

第十章 期間の計算 

 

第 200 条 【期間の計算単位】 

民法における期間は、西暦の年、月、日、時間により計算

する。 

第 201 条 【期間の計算】 

年、月、日により期間を計算する場合は、起算日当日は算

入せず、翌日から計算を開始する。 

時間により期間を計算する場合は、法律又は当事者の約定

により定める時間から起算する。 

第 202 条 【期間満了日の確定】 

年、月により期間を計算する場合は、期間が満了する月の

応当日を期間の 終日とする。応当日がない場合は、その月

の末日を期間の 終日とする。 

第 203 条 【期間計算の特殊規定】 

期間の 終日が法定祝休日である場合、法定祝休日終了の

翌日を期間の 終日とする。 

期間の 終日の終了時刻は 24 時とし、業務時間がある場合

は、業務活動を停止する時刻を終了時刻とする。 

第 204 条 【期間計算方法の例外】 

期間の計算方法は、本法の規定に従うものとする。ただし、

法律に別段の規定がある場合又は当事者に別段の約定がある

場合を除く。 

第二編 物権 

第一分編 通則 

第一章 一般規定 

第 205 条 【物権編の調整範囲】 

本編では、物の帰属及び利用によって生じる民事関係を調

整する。 

第 206 条 【国の基本経済制度と経済政策】 

国は、公有制を主体とし、多様な所有制経済が共同発展し、

労働に応じた分配を主体とし、多種の分配方式が共存する、

社会主義市場経済体制等の社会主義基本経済制度を、堅持す

るとともに改善する。 

 国は、公有制経済を堅固なものにして発展させ、非公有制

経済の発展を奨励、支持し、導く。 
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 国家实行社会主义市场经济，保障一切市场主体的平等法律

地位和发展权利。 

第二百零七条 【平等保护原则】 

国家、集体、私人的物权和其他权利人的物权受法律平等保

护，任何组织或者个人不得侵犯。 

第二百零八条 【物权公示原则】 

不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定

登记。动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。 

第二章 物权的设立、变更、转让和消灭 

第一节 不动产登记 

第二百零九条 【不动产物权的登记生效原则及其例外】 

不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生

效力；未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外。 

 依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。 

第二百一十条 【不动产登记机构的确定】 

不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。 

 国家对不动产实行统一登记制度。统一登记的范围、登记机

构和登记办法，由法律、行政法规规定。 

第二百一十一条 【申请不动产登记应提供的必要材料】 

当事人申请登记，应当根据不同登记事项提供权属证明和不

动产界址、面积等必要材料。 

第二百一十二条 【不动产登记机构应当履行的职责】 

登记机构应当履行下列职责： 

 （一）查验申请人提供的权属证明和其他必要材料； 

 （二）就有关登记事项询问申请人； 

 （三）如实、及时登记有关事项； 

 （四）法律、行政法规规定的其他职责。 

 申请登记的不动产的有关情况需要进一步证明的，登记机构

可以要求申请人补充材料，必要时可以实地查看。 

 国は社会主義市場経済を実行し、一切の市場主体の平等な

法的地位と発展の権利を保障する。 

第 207 条 【平等保護の原則】 

国、集団、私人の物権及びその他の権利者の物権は、法律

による平等な保護を受けるものとし、いかなる組織又は個人

も、法律による平等な保護を受けるものとし、いかなる組織

又は個人もこれを侵犯してはならない。 

第 208 条 【物権の公示原則】 

不動産物権の設定、変更、譲渡、消滅は、法律の規定によ

り登記しなければならない。動産物件の設定及び譲渡は、法

律の規定に従って引き渡さなければならない。 

第二章 物権の設定、変更、譲渡、消滅 

第一節 不動産登記 

第 209 条 【不動産物権登記の発効にかかる原則とその例外】

不動産物権の設定、変更、譲渡、消滅は、法による登記を

行っている場合には効力を生ずるが、登記を行っていない場

合には効力を生じない。ただし、法律に別段の規定がある場

合を除く。 

法により国の所有に帰属する自然資源については、所有権

を登記しなくともよい。 

第 210 条 【不動産登記機関の確定】 

不動産登記は、不動産所在地の登記機関により行う。 

 国は、不動産について統一登記制度を実行する。統一登記

の範囲、登記機関、登記方法は、法律及び行政法規により定

める。 

第 211 条 【不動産登記の申請に必要な提出書類】 

当事者は、登記を申請するにあたり、それぞれの登記事項

に基づき権利帰属証明及び不動産の境界、面積等の必要資料

を提供しなければならない。 

第 212 条 【不動産登記機関が履行すべき職責】 

登記機関は、以下に掲げる職責を履行しなければならない。

（1）申請者が提供する権利帰属証明やその他の必要資料を検

査すること 

（2）関連登記事項に関する申請者への質問をすること 

（3）事実通りに遅滞なく関連事項を登記すること 

（4）法律及び行政法規に定めるその他の職責 

登記を申請する不動産の関連状況についてより詳細な証明

が必要な場合は、登記機関より申請者に対し補足資料の提出

を求めることができる。必要がある場合、実地検査を行うこ

ともできる。 
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第二百一十三条 【不动产登记机构的禁止行为】 

登记机构不得有下列行为： 

 （一）要求对不动产进行评估； 

 （二）以年检等名义进行重复登记； 

 （三）超出登记职责范围的其他行为。 

第二百一十四条 【不动产物权变动的生效时间】 

不动产物权的设立、变更、转让和消灭，依照法律规定应当

登记的，自记载于不动产登记簿时发生效力。 

第二百一十五条 【设立、变更、转让、消灭不动产物权的合

同的效力】 

当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的

合同，除法律另有规定或者当事人另有约定外，自合同成立时

生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。 

第二百一十六条 【不动产登记簿的法律效力】 

不动产登记簿是物权归属和内容的根据。 

 不动产登记簿由登记机构管理。 

第二百一十七条 【不动产权属证书与不动产登记簿的关系与

及效力认定】 

不动产权属证书是权利人享有该不动产物权的证明。不动产

权属证书记载的事项，应当与不动产登记簿一致；记载不一致

的，除有证据证明不动产登记簿确有错误外，以不动产登记簿

为准。 

第二百一十八条 【权利人、利害关系人对不动产登记资料享

有的权利】 

权利人、利害关系人可以申请查询、复制不动产登记资料，

登记机构应当提供。 

第二百一十九条 【利害关系人的非法利用不动产登记资料禁

止义务】 

利害关系人不得公开、非法使用权利人的不动产登记资料。

第二百二十条 【更正登记和异议登记】 

权利人、利害关系人认为不动产登记簿记载的事项错误的，

可以申请更正登记。不动产登记簿记载的权利人书面同意更正

或者有证据证明登记确有错误的，登记机构应当予以更正。 

 不动产登记簿记载的权利人不同意更正的，利害关系人可以

第 213 条 【不動産登記機関の禁止行為】 

登記機関は、以下に掲げる行為をしてはならない。 

（1）不動産についての評価を要求する行為 

（2）年度検査等の名目で重複して登記する行為 

（3）登記の職責の範囲を逸脱するその他の行為 

第 214 条 【不動産物権の変動の発効時】 

不動産物権の設定、変更、譲渡、消滅について法律の規定

により登記すべきとされるものは、不動産登記簿に記録され

た時より効力を生ずる。 

第 215 条 【不動産物権の設定、変更、譲渡、消滅に関する

契約の効力】 

当事者間において不動産物権の設定、変更、譲渡、消滅に

関する契約を締結するにあたっては、法律に別段の規定があ

るか、当事者と別途約定している場合を除き、契約が成立し

たときより効力を生ずる。物権登記手続きをしていない場合

は、契約の効力に影響を及ぼさない。 

第 216 条 【不動産登記簿の法的効力、不動産登記簿の管理】

不動産登記簿は、物権の帰属及び内容の根拠である。 

不動産登記簿は、登記機関により管理する。 

第 217 条 【不動産権利帰属証書と不動産登記簿の関係及び

効力の認定】 

不動産の権利帰属証書は、権利者が当該不動産物権を享有

するこことの証明である。不動産権利証書に記載される事項

は、不動産登記簿と一致していなければならない。記載が不

一致の場合、不動産登記簿に確かに誤りがあることを証明す

る証拠がある場合を除き、不動産登記簿に準ずるものとする。

第 218 条 【権利者、利害関係人が不動産登記資料について

享有する権利】 

権利者及び利害関係人は不動産登記資料の照会、複写を申

請することができ、登記機関はこれを提供しなければならな

い。 

第 219 条 【利害関係人の違法な不動産登記資料利用の禁止

義務】 

利害関係人は、権利者の不動産登記資料を公開したり、違

法に使用したりしてはならない。 

第 220 条 【更正登記と異議登記】 

権利者、利害関係人が不動産登記に記載された事項に誤り

があると認識する場合、更正登記を申請することができる。

不動産登記に記載された権利人が書面で更正に同意するか、

登記に確かに誤りがあることを証明する証拠がある場合、登

記機関は更正しなければならない。 

 不動産登記簿に記載された権利者が更正に同意しない場
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申请异议登记。登记机构予以异议登记，申请人自异议登记之

日起十五日内不提起诉讼的，异议登记失效。异议登记不当，

造成权利人损害的，权利人可以向申请人请求损害赔偿。 

第二百二十一条 【预告登记】 

当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协

议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告

登记。预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动

产的，不发生物权效力。 

 预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起九

十日内未申请登记的，预告登记失效。 

第二百二十二条 【不动产登记错误损害赔偿责任】 

当事人提供虚假材料申请登记，造成他人损害的，应当承担

赔偿责任。 

 因登记错误，造成他人损害的，登记机构应当承担赔偿责任。

登记机构赔偿后，可以向造成登记错误的人追偿。 

第二百二十三条 【不动产登记收费标准的确定】 

不动产登记费按件收取，不得按照不动产的面积、体积或者

价款的比例收取。 

第二节 动产交付 

第二百二十四条 【动产物权变动生效时间】 

动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但是法律另有

规定的除外。 

第二百二十五条 【船舶航空器和机动车物权变动采取登记对

抗主义】 

船舶、航空器和机动车等的物权的设立、变更、转让和消灭，

未经登记，不得对抗善意第三人。 

第二百二十六条 【简易交付】 

动产物权设立和转让前，权利人已经占有该动产的，物权自

民事法律行为生效时发生效力。 

第二百二十七条 【指示交付】 

动产物权设立和转让前，第三人占有该动产的，负有交付义

合、利害関係人は異議登記を申請することができる。登記機

関が異議登記を行い、申請者より異議登記を行った日から 15

日以内に訴訟が提起されなければ、異議登記は失効する。異

議登記が不当であり、権利者に損害をもたらした場合、権利

者は、申請者に対し損害賠償を請求することができる。 

第 221 条 【予告登記】 

当事者は、物件の売買にかかる合意を締結したか、その他

の不動産物権にかかる合意を締結するにあたり、将来の物権

の実現を保障するため、約定の通り登記機関に予告登記を申

請することができる。予告登記の後、予告登記の権利者の同

意を得ずに当該不動産を処分した場合、かかる物権の効力は

生じない。 

 予告登記の後で債権が消滅したか、不動産登記を行えるよ

うになった日から 90 日以内に登記を申請しない場合、予告登

記は効力を失う。 

第 222 条 【不動産登記の誤りに対する損害賠償責任】 

当事者は、虚偽の資料を提出して登記を申請し、他人に損

害をもたらした場合、賠償責任を負わなければならない。 

 登記の誤りにより、他人に損害をもたらした場合、登記機

関は賠償責任を負わなければならない。登記機関は、賠償し

た後で、登記の誤りをもたらした者に対し求償することがで

きる。 

第 223 条 【不動産登記料の徴収基準の確定】 

不動産登記料は物件ごとに徴収するものとし、不動産の面

積、体積、価格の比率に基づいて徴収してはならない。 

第二節 動産の引渡し 

第 224 条 【動産物権の変動の発効時】 

動産物権の設定及び譲渡は、引き渡した時より効力を生ず

る。ただし、法律に別段の規定がある場合を除く。 

第 225 条 【船舶、航空機、車両の物権の変動における登記

対抗主義の採用】 

船舶、航空機、車両等の物権の設定、変更、譲渡、消滅は、

登記を行っていない場合、善意の第三者に対抗することがで

きない。 

第 226 条 【簡易引渡し】 

動産物権の設定及び譲渡の前に、権利者がすでに当該動産

を占有している場合、物権は民事行為が発効した時より効力

を生ずる。 

第 227 条 【指示引渡し】 

動産物権の設定及び譲渡の前に、第三者が当該動産を占有

している場合、引渡し義務を負う者は、原物の返還を請求す
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务的人可以通过转让请求第三人返还原物的权利代替交付。 

第二百二十八条 【占有改定】 

动产物权转让时，当事人又约定由出让人继续占有该动产的，

物权自该约定生效时发生效力。 

第三节 其他规定 

第二百二十九条 【法律文书、征收决定导致物权变动效力发

生时间】 

因人民法院、仲裁机构的法律文书或者人民政府的征收决定

等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书或者

征收决定等生效时发生效力。 

第二百三十条 【因继承取得物权的生效时间】 

因继承取得物权的，自继承开始时发生效力。 

第二百三十一条 【因事实行为设立或者消灭物权的生效时间】

因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自

事实行为成就时发生效力。 

第二百三十二条 【因法律行为外的原因取得的】处分依照本

节规定享有的不动产物权，依照法律规定需要办理登记的，未

经登记，不发生物权效力。 

第三章 物权的保护 

第二百三十三条 【物权遭受侵害的救济途径】 

物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼

等途径解决。 

第二百三十四条 【利害关系人的物权确认请求权】 

因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认

权利。 

第二百三十五条 【权利人的返还原物请求权】 

无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物。 

第二百三十六条 【权利人的排除妨害、消除危险请求权】 

妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或

者消除危险。 

第二百三十七条 【物权损害的救济方式】 

る権利を第三者に譲渡することにより、引渡しに代えること

ができる。 

第 228 条 【占有の変更】 

動産物権を譲渡する際、譲渡人により当該動産が継続して

占有される旨を当事者間で約定する場合、物権は、当該約定

が発効した時より効力を生ずる。 

第三節 その他の規定 

第 229 条 【法的文書、収用決定により物権変動の効力発生

時】 

裁判所、仲裁機関の法的文書又は人民政府の収用決定等に

より、物権が設定、変更、譲渡、消滅することになる場合、

法的文書又は収用決定等が発効した時より効力を生ずる。 

第 230 条 【相続により取得した物権の発効時】 

相続により物権を取得した場合、相続が開始する時より効

力を生ずる。 

第 231 条 【事実行為により設定又は消滅する物権の発効時】

建物の適法な建造、撤去等の事実行為により物権が設定さ

れるか消滅する場合、事実行為が成就した時に効力を生ずる。

第 232 条 【法律行為以外の事由により取得した不動産を再

処分する際の物権変動規則】 

本節の規定により享有する不動産物権を処分するにあた

り、法律の規定により登記手続きを行う必要がある場合、登

記を行わない限り、物権の効力は生じない。 

第三章 物権の保護 

第 233 条 【物権に侵害を受けた場合の救済手段】 

物権が侵害を受けた場合、権利者は、和解、調停、仲裁、

訴訟等の手段を通じて解決することができる。 

第 234 条 【利害関係人の物権確認請求権】 

物権の帰属又は内容により紛争が生じた場合、利害関係人

は権利の確認を請求することができる。 

第 235 条 【権利者の原物返還請求権】 

不動産又は動産が権原なく占有された場合、権利者は原物

の返還を請求することができる。 

第 236 条 【権利者の妨害排除、危険除去の請求権】 

物権を妨害されるか、物権を妨害されるおそれがある場合、

権利者は妨害の排除又は危険の除去を請求することができ

る。 

第 237 条 【物権への損害の救済方式】 
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造成不动产或者动产毁损的，权利人可以依法请求修理、重

作、更换或者恢复原状。 

第二百三十八条 【侵害物权的民事责任竞合】 

侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以依法请求损害赔

偿，也可以依法请求承担其他民事责任。 

第二百三十九条 【物权保护方式的单用和并用】 

本章规定的物权保护方式，可以单独适用，也可以根据权利

被侵害的情形合并适用。 

第二分编 所有权 

第四章 一般规定 

第二百四十条 【财产所有权的定义】 

所有权人对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、

收益和处分的权利。 

第二百四十一条 【所有权人设立他物权的规定】 

所有权人有权在自己的不动产或者动产上设立用益物权和担

保物权。用益物权人、担保物权人行使权利，不得损害所有权

人的权益。 

第二百四十二条 【国家的专有权】 

法律规定专属于国家所有的不动产和动产，任何组织或者个

人不能取得所有权。 

第二百四十三条 【不动产的征收及其补偿】 

为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序可以征收

集体所有的土地和组织、个人的房屋以及其他不动产。 

 征收集体所有的土地，应当依法及时足额支付土地补偿费、

安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补

偿费用，并安排被征地农民的社会保障费用，保障被征地农民

的生活，维护被征地农民的合法权益。 

 征收组织、个人的房屋以及其他不动产，应当依法给予征收

补偿，维护被征收人的合法权益；征收个人住宅的，还应当保

障被征收人的居住条件。 

 任何组织或者个人不得贪污、挪用、私分、截留、拖欠征收

补偿费等费用。 

不動産又は動産の毀損がもたらされた場合、権利者は法に

より修復、作り直し、交換又は原状の回復を請求することが

できる。 

第 238 条 【物権侵害にかかる民事責任の競合】 

物権が侵害され、権利者に損害がもたらされた場合、権利

者は法により損害賠償を請求することができ、その他の民事

責任の負担を法により請求することもできる。 

第 239 条 【物権の保護方式の単独適用と併用】 

本章に定める物権の保護方式は、単独で適用することがで

きるとともに、権利が侵害された状況に応じて他の方式と併

用することもできる。 

第二分編 所有権 

第四章 一般規定 

第 240 条 【財産の所有権の定義】 

所有権者は、自己の不動産又は動産について、占有、使用、

収益、処分する権利を法により享有する。 

第 241 条 【所有権者の他物権設定の規定】 

所有権者は、自己の不動産又は動産に対し用益権及び担保

物権を設定する権利を有する。用益権者、担保物権者の権利

行使によって所有権者の権益を損なってはならない。 

第 242 条 【国の専有権】 

法律の規定により国の所有に専属する不動産及び動産につ

いて、いかなる組織又は個人も、所有権を取得することはで

きない。 

第 243 条 【不動産の収用及びその補償】 

公共の利益の必要のために、法律に定める権限及び手続き

により、集団の所有する土地や組織、個人の建物その他の不

動産を収用することができるものとする。 

集団の所有する土地を収用するにあたっては、法により土

地補償費、立退き補助費及び農村村民住宅、その他の地上付

着物及び収穫前農作物等の補償費用を全額で支払うものと

し、かつ、土地を収用される農民の社会保障費用を手配し、

土地を収用される農民の生活を保障し、その適法の権益を維

持・保護しなければならない。 

 組織又は個人の建物その他の不動産を収用するにあたって

は、法により収用補償を与え、被収容者の適法な権益を維持・

保護しなければならない。個人の住宅を収用する場合、被収

用者の居住条件を保障しなければならない。 

 いかなる組織又は個人も、収用補償費等の費用を横領、流

用、無断分配、滞留、遅配してはならない。 
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第二百四十四条 【国家保护耕地与禁止违法征收集体所有土

地】 

国家对耕地实行特殊保护，严格限制农用地转为建设用地，

控制建设用地总量。不得违反法律规定的权限和程序征收集体

所有的土地。 

第二百四十五条 【物的征用及其补偿】 

因抢险救灾、疫情防控等紧急需要，依照法律规定的权限和

程序可以征用组织、个人的不动产或者动产。被征用的不动产

或者动产使用后，应当返还被征用人。组织、个人的不动产或

者动产被征用或者征用后毁损、灭失的，应当给予补偿。 

第五章 国家所有权和集体所有权、私人所有权 

第二百四十六条 【国家所有权】 

法律规定属于国家所有的财产，属于国家所有即全民所有。

 国有财产由国务院代表国家行使所有权。法律另有规定的，

依照其规定。 

第二百四十七条 【国家对矿藏、水流和海域的所有权】 

矿藏、水流、海域属于国家所有。 

第二百四十八条 【国家对无居民海岛的所有权及行使】 

无居民海岛属于国家所有，国务院代表国家行使无居民海岛

所有权。 

第二百四十九条 【国家所有土地的范围】 

城市的土地，属于国家所有。法律规定属于国家所有的农村

和城市郊区的土地，属于国家所有。 

第二百五十条 【国家所有的自然资源的范围】 

森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源，属于国家所有，

但是法律规定属于集体所有的除外。 

第二百五十一条 【国家所有的野生动植物资源的范围】 

法律规定属于国家所有的野生动植物资源，属于国家所有。

第二百五十二条 【无线电频谱属于国家所有】 

无线电频谱资源属于国家所有。 

第二百五十三条 【国家所有的文物的范围】 

第 244 条 【国の耕地保護と集団の所有する土地の違法な収

用の禁止】 

国は、耕地について特別な保護を実行し、農用地を建設用

地に転用することは厳格に制限し、建設用地の総量を規制す

る。法律に定める権限及び手続きに違反して集団の所有する

土地を収用してはならない。 

第 245 条 【物の徴用及びその補償】 

危険時の災害救助、感染症対策等の緊急の必要による場合

は、法律に定めた権限及び手続きにより組織、個人の不動産

又は動産を徴用することができる。徴用された不動産又は動

産は、使用後被徴用者に返還しなければならない。組織、個

人の不動産又は動産が徴用されたか、徴用後に毀損、滅失し

た場合、補償を与えなければならない。 

第五章 国家所有権ならびに集団所有権及び私人所有権 

第 246 条 【国家所有権】 

法律より国の所有に帰属すると定める財産は、国家所有、

すなわち全人民が所有するものとする。 

 国有財産は、国務院が国を代表して所有権を行使する。法

律に別段の規定がある場合は、その定めに従う。 

第 247 条 【国の鉱山資源、水域、海域に対する所有権】 

鉱物、水域、海域は国の所有に帰属する。 

第 248 条 【国の居住者のいない海上の島に対する所有権及

びその行使】 

居住者のいない海上の島は国の所有に帰属し、国務院が国

を代表して居住者のいない海上の島の所有権を行使する。 

第 249 条 【国の所有する土地の範囲】 

都市の土地は、国の所有に帰属する。法律で国の所有に帰

属すると定める農村及び都市郊外の土地は、国の所有に帰属

する。 

第 250 条 【国の所有する自然資源の範囲】 

森林、山岳、草原、荒地、干潟等の自然資源は国の所有に

帰属する。ただし、法律で集団所有に帰属すると定めるもの

を除く。 

第 251 条 【国の所有する野生動植物資源の範囲】 

法律で国の所有に帰属すると定める野生動植物資源は国の

所有に帰属する。 

第 252 条 【無線周波数資源の国家所有】 

無線周波数資源は国の所有に帰属する。 

第 253 条 【国の所有する文物の範囲】 

法律で国の所有に帰属すると定める文物は国の所有に帰属
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法律规定属于国家所有的文物，属于国家所有。 

第二百五十四条 【国防资产、基础设施的国家所有权】 

国防资产属于国家所有。 

 铁路、公路、电力设施、电信设施和油气管道等基础设施，

依照法律规定为国家所有的，属于国家所有。 

第二百五十五条 【国家机关的物权内容】 

国家机关对其直接支配的不动产和动产，享有占有、使用以

及依照法律和国务院的有关规定处分的权利。 

第二百五十六条 【事业单位的物权内容】 

国家举办的事业单位对其直接支配的不动产和动产，享有占

有、使用以及依照法律和国务院的有关规定收益、处分的权利。

第二百五十七条 【国有企业出资人】 

国家出资的企业，由国务院、地方人民政府依照法律、行政

法规规定分别代表国家履行出资人职责，享有出资人权益。 

第二百五十八条 【国有财产的保护】 

国家所有的财产受法律保护，禁止任何组织或者个人侵占、

哄抢、私分、截留、破坏。 

第二百五十九条 【国有财产的管理及责任】 

履行国有财产管理、监督职责的机构及其工作人员，应当依

法加强对国有财产的管理、监督，促进国有财产保值增值，防

止国有财产损失；滥用职权，玩忽职守，造成国有财产损失的，

应当依法承担法律责任。 

 违反国有财产管理规定，在企业改制、合并分立、关联交易

等过程中，低价转让、合谋私分、擅自担保或者以其他方式造

成国有财产损失的，应当依法承担法律责任。 

第二百六十条 【集体所有的动产和不动产的范围】 

集体所有的不动产和动产包括： 

 （一）法律规定属于集体所有的土地和森林、山岭、草原、

荒地、滩涂； 

 （二）集体所有的建筑物、生产设施、农田水利设施； 

 （三）集体所有的教育、科学、文化、卫生、体育等设施；

する。 

第 254 条 【国防資産、インフラの国家所有】 

国防資産は国の所有に帰属する。 

 鉄道、道路、電力施設、電信施設、石油・ガスパイプライ

ン等のインフラ施設のうち、法律で国の所有に帰属すると定

めるものは、国の所有に帰属する。 

第 255 条 【国家機関の物権の内容】 

国家機関は、自らが直接支配する不動産及び動産について、

占有、使用し、法律及び国務院の関係規定により処分する権

利を享有する。 

第 256 条 【事業組織の物権の内容】 

国の設立・運営する政府系事業組織は、自らが直接支配す

る不動産及び動産について、占有、使用し、法律及び国務院

の関係規定により収益し、処分する権利を享有する。 

第 257 条 【国有企業の出資者】 

国の出資する企業については、国務院、地方人民政府が法

律及び行政法規によりそれぞれ国を代表して出資者としての

職責を履行し、出資者としての権益を享有する。 

第 258 条 【国有財産の保護】 

国の所有する財産は、法律による保護を受けるものとし、

いかなる組織又は個人もこれを横領、略奪、無断分配、滞留、

破壊することを禁止する。 

第 259 条 【国有財産の管理及び責任】 

国有財産の管理、監督にかかる職責を履行する機関及びそ

の職員は、法により国有財産に対する管理、監督を強化し、

国有財産の価値の保持・増加を促進し、国有財産の損失を防

止しなければならない。職権を濫用し、職務を疎かにし、国

有財産の損失をもたらした場合、法により法的責任を負わな

ければならない。 

 国有財産の管理規定に違反し、企業の改編、合併・分割、

関連取引等の過程において、低額譲渡、無断分配の共謀、無

断での担保設定又はその他の方式により国有財産の損失をも

たらした場合、法により法的責任を負わなければならない。

第 260 条 【集団所有の動産と不動産の範囲】 

集団の所有する不動産及び動産には、以下に掲げるものを

含む。 

（1）法律の規定により集団所有に帰属する土地、森林、山岳、

草原、荒地、干潟 

（2）集団の所有する建築物、生産設備、農地水利施設 

（3）集団の所有する教育、科学、文化、衛生、スポーツ等の

施設 
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 （四）集体所有的其他不动产和动产。 

第二百六十一条 【农民集体所有财产归属及重大事项集体决

定】 

农民集体所有的不动产和动产，属于本集体成员集体所有。

 下列事项应当依照法定程序经本集体成员决定： 

 （一）土地承包方案以及将土地发包给本集体以外的组织或

者个人承包； 

 （二）个别土地承包经营权人之间承包地的调整； 

 （三）土地补偿费等费用的使用、分配办法； 

 （四）集体出资的企业的所有权变动等事项； 

 （五）法律规定的其他事项。 

第二百六十二条 【行使集体所有权的主体】 

对于集体所有的土地和森林、山岭、草原、荒地、滩涂等，

依照下列规定行使所有权： 

 （一）属于村农民集体所有的，由村集体经济组织或者村民

委员会依法代表集体行使所有权； 

 （二）分别属于村内两个以上农民集体所有的，由村内各该

集体经济组织或者村民小组依法代表集体行使所有权； 

 （三）属于乡镇农民集体所有的，由乡镇集体经济组织代表

集体行使所有权。 

第二百六十三条 【城镇集体财产权利归属及权利内容】 

城镇集体所有的不动产和动产，依照法律、行政法规的规定

由本集体享有占有、使用、收益和处分的权利。 

第二百六十四条 【集体成员对集体财产状况的知情权和对相

关资料的查阅、复制权】 

农村集体经济组织或者村民委员会、村民小组应当依照法律、

行政法规以及章程、村规民约向本集体成员公布集体财产的状

况。集体成员有权查阅、复制相关资料。 

第二百六十五条 【集体财产权受法律保护】 

集体所有的财产受法律保护，禁止任何组织或者个人侵占、

哄抢、私分、破坏。 

 农村集体经济组织、村民委员会或者其负责人作出的决定侵

害集体成员合法权益的，受侵害的集体成员可以请求人民法院

予以撤销。 

第二百六十六条 【私人所有权的范围】 

私人对其合法的收入、房屋、生活用品、生产工具、原材料

（4）集団の所有するその他の不動産及び動産 

第 261 条 【農民集団所有の財産の帰属及び重大事項の集団

による決定】 

農民集団の所有する不動産及び動産は、その集団の成員の

集団所有に帰属する。 

 以下に掲げる事項については、法定の手続きに従い、その

集団の成員により決定しなければならない。 

（1）土地請負案、その集団以外の組織又は個人に対する土地

請負の発注 

（2）個別の土地請負経営権者間における請負地の調整 

（3）土地補償費等の費用の使用、分配方法 

（4）集団の出資する企業の所有権変動等の事項 

（5）法律に定めるその他の事項 

第 262 条 【集団所有権を行使する主体】 

集団の所有する土地及び森林、山岳、草原、干潟等につい

ては、以下に掲げる規定により所有権を行使する。 

（1）村の農民集団の所有に帰属する場合、村の集団経済組織

又は村民委員会が法により集団を代表して所有権を行使す

る。 

（2）村内の 2つ以上の農民集団それぞれの所有に帰属する場

合、村内の各集団経済組織又は村民グループが法により集団

を代表して所有権を行使する。 

（3）郷・鎮の農民集団の所有に帰属する場合、郷・鎮の集団

経済組織が集団を代表して所有権を行使する。 

第 263 条 【都市部の集団の財産権利の帰属及び権利の内容】

都市部の集団の所有する不動産及び動産は、法律、行政法

規の規定により当該集団が占有、使用、収益、処分する権利

を享有する。 

第 264 条 【集団の財産状況に対する成員の知る権利と関連

資料の閲覧、複製権】 

農村集団経済組織又は村民委員会、村民グループは、法律、

行政法規及び定款、村民規約により当該集団の成員に対し集

団財産の状況を公表しなければならない。集団の成員は、関

連資料を閲覧、複写する権利を有する。 

第 265 条 【集団財産権への法律による保護】 

集団の所有する財産は、法律による保護を受け、いかなる

組織又は個人も、これを不法占有、略奪、無断分配、破壊す

ることを禁止する。 

 農村集団経済組織、村民委員会又はその責任者が出した決

定が集団の成員の適法な権益を侵害した場合、侵害を受けた

集団の成員は、人民法院に取消しを請求することができる。

第 266 条 【私人の所有権の範囲】 

私人は、その適法な収入、建物、生活用品、生産のための
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等不动产和动产享有所有权。 

第二百六十七条 【私人合法财产受法律保护】 

私人的合法财产受法律保护，禁止任何组织或者个人侵占、

哄抢、破坏。 

第二百六十八条 【企业出资人的权利】 

国家、集体和私人依法可以出资设立有限责任公司、股份有

限公司或者其他企业。国家、集体和私人所有的不动产或者动

产投到企业的，由出资人按照约定或者出资比例享有资产收益、

重大决策以及选择经营管理者等权利并履行义务。 

第二百六十九条 【营利法人和其他法人所有权】 

营利法人对其不动产和动产依照法律、行政法规以及章程享

有占有、使用、收益和处分的权利。 

 营利法人以外的法人，对其不动产和动产的权利，适用有关

法律、行政法规以及章程的规定。 

第二百七十条 【社会团体、捐助法人所有权】 

社会团体法人、捐助法人依法所有的不动产和动产，受法律

保护。 

第六章 业主的建筑物区分所有权 

第二百七十一条 【业主的建筑物区分所有权】 

业主对建筑物内的住宅、经营性用房等专有部分享有所有权，

对专有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的权利。 

第二百七十二条 【业主对专有部分的专有权】 

业主对其建筑物专有部分享有占有、使用、收益和处分的权

利。业主行使权利不得危及建筑物的安全，不得损害其他业主

的合法权益。 

第二百七十三条 【业主对共有部分的共有权及义务】 

业主对建筑物专有部分以外的共有部分，享有权利，承担义

务；不得以放弃权利为由不履行义务。 

 业主转让建筑物内的住宅、经营性用房，其对共有部分享有

的共有和共同管理的权利一并转让。 

第二百七十四条 【建筑区划内的道路、绿地等场所和设施属

于业主共有财产】 

用具、原材料等の不動産及び動産について所有権を享有する。

第 267 条 【私人の適法な財産への法律による保護】 

私人の適法な財産は法律による保護を受け、いかなる組織

又は個人も、これを不法占有、略奪、破壊することを禁止す

る。 

第 268 条 【企業の出資者の権利】 

国、集団及び私人は、法により出資して有限責任会社、株

式会社その他の企業を設立することができる。国、集団及び

私人の所有する不動産又は動産を企業に投入する場合には、

出資者が約定又は出資比率に応じて、資産の収益、重大な意

思決定及び経営管理者の選択等の権利を享有し、かつ義務を

履行する。 

第 269 条 【営利法人とその他の法人の所有権】 

営利法人は、その不動産及び動産について、法律、行政法

規及び定款により、占有、使用、収益、処分する権利を享有

する。 

 営利法人以外の法人がその不動産及び動産に対して持つ権

利には、関連の法律、行政法規及び定款の規定を適用する。

第 270 条 【社会団体、寄付法人の所有権】 

社会団体法人、寄付法人が法により所有する不動産及び動

産は、法律による保護を受ける。 

第六章 家主の建築物区分所有権 

第 271 条 【家主の建築物区分所有権】 

家主は、建築物内の住宅、経営用物件等の専有部分につい

て所有権を有し、専有部分以外の共用部分については共有及

び共同管理の権利を有する。 

第 272 条 【家主の専有部分に対する専有権】 

家主は、その建築物の専有部分について、占有、使用、収

益、処分する権利を享有する家主が権利を行使するにあたっ

ては、建築物の安全を脅かしてはならず、他の家主の適法な

権益を損なってはならない。 

第 273 条 【家主の共有部分に対する共有権及び義務】 

家主は、建築物の占有部分以外の共用部分について権利を

享有し、義務を負うものとし、権利の放棄によって義務を履

行しないことはできない。 

 家主が建築物内の住宅又は経営用物件を譲渡する場合は、

その共用部分について享有する共有及び共同管理の権利も併

せて譲渡する。 

第 274 条 【建築区画内の道路、緑地等の場所や施設の家主

の共有財産への帰属】 
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建筑区划内的道路，属于业主共有，但是属于城镇公共道路

的除外。建筑区划内的绿地，属于业主共有，但是属于城镇公

共绿地或者明示属于个人的除外。建筑区划内的其他公共场所、

公用设施和物业服务用房，属于业主共有。 

第二百七十五条 【建筑区划内车位、车库的归属规则】 

建筑区划内，规划用于停放汽车的车位、车库的归属，由当

事人通过出售、附赠或者出租等方式约定。 

 占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位，属

于业主共有。 

第二百七十六条 【建筑区划内车位、车库优先满足业主需】

建筑区划内，规划用于停放汽车的车位、车库应当首先满足

业主的需要。 

第二百七十七条 【业主大会和业主委员会的设立】 

业主可以设立业主大会，选举业主委员会。业主大会、业主

委员会成立的具体条件和程序，依照法律、法规的规定。 

 地方人民政府有关部门、居民委员会应当对设立业主大会和

选举业主委员会给予指导和协助。 

第二百七十八条 【由业主共同决定的事项及表决规则】 

下列事项由业主共同决定： 

 （一）制定和修改业主大会议事规则； 

 （二）制定和修改管理规约； 

 （三）选举业主委员会或者更换业主委员会成员； 

 （四）选聘和解聘物业服务企业或者其他管理人； 

 （五）使用建筑物及其附属设施的维修资金； 

 （六）筹集建筑物及其附属设施的维修资金； 

 （七）改建、重建建筑物及其附属设施； 

 （八）改变共有部分的用途或者利用共有部分从事经营活动；

 （九）有关共有和共同管理权利的其他重大事项。 

 业主共同决定事项，应当由专有部分面积占比三分之二以上

的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决。决定前款第

六项至第八项规定的事项，应当经参与表决专有部分面积四分

之三以上的业主且参与表决人数四分之三以上的业主同意。决

定前款其他事项，应当经参与表决专有部分面积过半数的业主

且参与表决人数过半数的业主同意。 

建築区画内の道路は、家主の共有に帰属する。ただし、都

市部公共道路に帰属するものを除く。建築区画内の緑地は、

家主の共有に帰属する。ただし、都市部公共緑地に帰属する

もの又は個人に帰属することが明示されているものはこの限

りではない。建築区画内のその他の公共場所、公用施設、不

動産管理サービス用物件は、家主の共有に帰属する。 

第 275 条 【建築区画内の駐車スペース、車庫の帰属規則】

建築区画内において、駐車用とする予定のスペース、車庫

の帰属は、当事者が販売、付帯又は賃貸等の方式により約定

する。 

 家主の共有する道路又はその他の場所を占用する駐車スペ

ースは、家主の共有に帰属する。 

第 276 条 【建築区画内の駐車スペース、車庫の家主の必要

への満足の優先】 

建築区画内において、駐車用とする予定のスペース及び車

庫は、優先して家主の必要を満たすものでなければならない。

第 277 条 【家主総会と家主委員会の設置】 

家主は、家主総会を置き、家主委員会を選出することがで

きる。家主総会及び家主委員会の成立の具体的な条件及び手

続きは、法律、法規の規定に従う。 

 地方人民政府の関係機関、住民委員会は、家主総会の設置

及び家主委員会の選出について指導、協力しなければならな

い。 

第 278 条 【家主共同決定事項及び表決規則】 

以下に掲げる事項は、家主が共同で決定する。 

（1）家主総会の議事規則の制定及び修正 

（2）管理規約の制定及び修正 

（3）家主委員会の選出又は不動産所有者委員会成員の更迭 

（4）不動産管理サービス企業その他の管理人又はその他管理

人の選任及び解任 

（5）建築物及びその付属施設の補修資金の使用 

（6）建築物及びその付属施設の補修資金の調達 

（7）建築物及びその付属施設の改築、再築 

（8）共用部分の用途の変更又は共用部分を利用しての経営活

動実施 

（9）共有、共同管理する権利に関わるその他の重大事項 

 家主が共同で決定する事項は、専有部分の面積に占める比

率が 3分の 2 以上の家主、かつ人数に占める比率が 3 分の 2

以上の家主が参与して表決しなければならない。前項第（6）

号から第（8）号所定の事項を決定するにあたっては、表決参

与者の専有部分の面積のうち 4分の 3以上の家主、かつその

人数の 4分の 3以上の家主の同意を得なければならない。前

項のその他の事項を決定するにあたっては、表決参与者の専

有部分の面積のうち過半数を占める家主、かつその人数の 4
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第二百七十九条 【业主将住宅转变为经营性用房应当遵循的

规则】 

业主不得违反法律、法规以及管理规约，将住宅改变为经营

性用房。业主将住宅改变为经营性用房的，除遵守法律、法规

以及管理规约外，应当经有利害关系的业主一致同意。 

第二百八十条 【业主大会或者业主委员会决定的效力与业主

撤销权】 

业主大会或者业主委员会的决定，对业主具有法律约束力。

 业主大会或者业主委员会作出的决定侵害业主合法权益的，

受侵害的业主可以请求人民法院予以撤销。 

第二百八十一条 【建筑物及其附属设施的维修基金的所有权

和筹集、使用规则】 

建筑物及其附属设施的维修资金，属于业主共有。经业主共

同决定，可以用于电梯、屋顶、外墙、无障碍设施等共有部分

的维修、更新和改造。建筑物及其附属设施的维修资金的筹集、

使用情况应当定期公布。 

 紧急情况下需要维修建筑物及其附属设施的，业主大会或者

业主委员会可以依法申请使用建筑物及其附属设施的维修资

金。 

第二百八十二条 【业主共有部分产生收入的归属】 

建设单位、物业服务企业或者其他管理人等利用业主的共有

部分产生的收入，在扣除合理成本之后，属于业主共有。 

第二百八十三条 【建筑物及其附属设施的费用分摊和收益分

配确定规则】 

建筑物及其附属设施的费用分摊、收益分配等事项，有约定

的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，按照业主专有部

分面积所占比例确定。 

第二百八十四条 【业主对建筑物及其附属设施的管理权及形

式规则】 

 业主可以自行管理建筑物及其附属设施，也可以委托物业服

务企业或者其他管理人管理。 

 对建设单位聘请的物业服务企业或者其他管理人，业主有权

依法更换。 

第二百八十五条 【物业服务企业或其他接收业主委托的管理

分の 3以上の家主の同意を得なければならない。 

第 279 条 【家主が住宅を経営用物件に変更する際遵守すべ

き規則】 

家主は、法律、法規、管理規約に違反して住宅を経営用物

件に変更してはならない。家主が住宅を経営用物件に変更す

る場合、法律、法規、管理規約を遵守するほか、利害関係を

有する家主の同意を取得しなければならない。 

第 280 条 【家主総会又は家主委員会による決定の効力と家

主の取消権】 

家主総会又は家主委員会の決定は、家主に対し拘束力を有

する。 

 家主総会又は家主委員会の出した決定が家主の適法な権益

を侵害した場合、侵害を受けた家主は、裁判所に取消しを請

求することができる。 

第 281 条 【建築物及びその付属施設の補修基金の所有権と

調達、使用の規則】 

建築物及びその付属施設の補修資金は、家主の共有に帰属

し、家主による共同決定により、エレベーター、屋根、外壁、

バリアフリー施設等の共用部分の補修、改修、改造に用いる

ことができる。建築物及びその付属施設の補修資金の調達、

使用状況は、定期的に公表しなければならない。 

 緊急に建築物及びその付属施設の補修を行う必要がある場

合、家主総会又は家主委員会は、法により建築物及びその付

属施設の補修資金の使用を申請することができる。 

第 282 条 【家主の共有部分で生じた収入の帰属】 

建設業者、不動産管理サービス企業その他の管理人等が家

主の共用部分を利用して生ずる収入は、合理的なコストを控

除した後は家主の共有に帰属する。 

第 283 条 【建築物及びその付属施設の費用分担と収益分配

確定の規則】 

建築物及びその付属施設の費用の分担、収益の分配等の事

項について、約定がある場合は、約定に従う。約定していな

いか約定が不明確である場合、家主の専有部分の面積に占め

る比率により確定する。 

第 284 条 【家主の建築物及びその付属施設に対する管理権

及び行使の規則】 

家主は、建築物及びその付属施設を自ら管理することがで

きるほか、不動産管理サービス企業その他の管理人に管理を

委託することもできる。 

 建設業者の委託する不動産管理サービス企業その他の管理

人について、家主は法により更迭する権利を有する。 

第 285 条 【不動産管理サービス企業又はその他の家主の委
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人的管理义务】 

物业服务企业或者其他管理人根据业主的委托，依照本法第

三编有关物业服务合同的规定管理建筑区划内的建筑物及其附

属设施，接受业主的监督，并及时答复业主对物业服务情况提

出的询问。 

 物业服务企业或者其他管理人应当执行政府依法实施的应急

处置措施和其他管理措施，积极配合开展相关工作。 

第二百八十六条 【业主守法义务和业主大会与业主委员会职

责】 

业主应当遵守法律、法规以及管理规约，相关行为应当符合

节约资源、保护生态环境的要求。对于物业服务企业或者其他

管理人执行政府依法实施的应急处置措施和其他管理措施，业

主应当依法予以配合。 

 业主大会或者业主委员会，对任意弃置垃圾、排放污染物或

者噪声、违反规定饲养动物、违章搭建、侵占通道、拒付物业

费等损害他人合法权益的行为，有权依照法律、法规以及管理

规约，请求行为人停止侵害、排除妨碍、消除危险、恢复原状、

赔偿损失。 

 业主或者其他行为人拒不履行相关义务的，有关当事人可以

向有关行政主管部门报告或者投诉，有关行政主管部门应当依

法处理。 

第二百八十七条 【业主请求权】 

业主对建设单位、物业服务企业或者其他管理人以及其他业

主侵害自己合法权益的行为，有权请求其承担民事责任。 

第七章 相邻关系 

第二百八十八条 【处理相邻关系的基本原则】 

不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互

助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。 

第二百八十九条 【处理相邻关系的法源依据】 

法律、法规对处理相邻关系有规定的，依照其规定；法律、

法规没有规定的，可以按照当地习惯。 

第二百九十条 【相邻用水、排水、流水关系】 

不动产权利人应当为相邻权利人用水、排水提供必要的便利。

託を受ける管理人の管理義務】 

不動産管理サービス企業又はその他の管理人が、家主の委

託により、第三編の不動産管理サービス契約に関する規定に

より建築区画内の建築物及びその付属施設を管理するにあた

っては、家主の監督を受け、かつ、不動産管理サービスの状

況に関する家主からの質問に遅滞なく回答しなければならな

い。 

 不動産管理サービス企業その他の管理人は、政府が法によ

り実施する緊急対応措置やその他の管理措置を執行し、関連

業務の展開に積極的に協力しなければならない。 

第 286 条 【家主の法令遵守の義務と家主総会と家主委員会

の職責】 

家主は、法律、法規及び管理規約を遵守しなければならず、

関連する行為は、資源の節約及び生態環境の保護にかかる要

求に適合しなければならない。不動産管理サービス企業その

他の管理人が、政府が法により実施する緊急対応措置やその

他の管理措置を執行する場合、家主は法により協力しなけれ

ばならない。 

 家主総会及び家主委員会は、ごみのみだりな放置、汚染物

又は騒音の排出、規定に違反する動物の飼育、規則に違反す

る付帯建築、通路の占拠、不動産管理費の支払い拒否等、他

人の適法な権益を損なう行為に対し、法律、法規及び管理規

約により、行為者に侵害停止、妨害の排除、危険の除去、損

失の賠償を請求する権利を有する。 

家主又はその他の行為者が関連の義務の履行を拒否した場

合、関係当事者は関係行政所管機関へ報告又は苦情申立てを

行うことができ、関係行政所管機関は、法通りに対処しなけ

ればならない。 

第 287 条 【家主の請求権】 

家主は、建設業者、不動産管理サービス企業又はその他の

管理人及びその他の家主による自己の適法な権益を侵害する

行為に対し、民事責任の負担を請求する権利を有する。 

第七章 相隣関係 

第 288 条 【相隣関係処理の基本原則】 

不動産の相隣権利者は、生産有益性、生活上の便宜、団結・

互助、公平性・合理性の原則により、相隣関係を正しく処理

しなければならない。 

第 289 条 【相隣関係の処理にかかる法源根拠】 

法律、法規に相隣関係の処理について規定がある場合は、

その規定に従う。法律、法規に規定がない場合は、当地の慣

習に倣ってもよい。 

第 290 条 【相隣の用水、排水、流水の関係】 

不動産権利者は、相隣権利者の用水又は排水のため、必要



大
  
地
  
仮
  
訳

 大地法律事務所仮訳 

 

 46

 

 对自然流水的利用，应当在不动产的相邻权利人之间合理分

配。对自然流水的排放，应当尊重自然流向。 

第二百九十一条 【相邻关系人通行权规则】 

不动产权利人对相邻权利人因通行等必须利用其土地的，应

当提供必要的便利。 

第二百九十二条 【相邻关系人利用相邻土地的权利】 

不动产权利人因建造、修缮建筑物以及铺设电线、电缆、水

管、暖气和燃气管线等必须利用相邻土地、建筑物的，该土地、

建筑物的权利人应当提供必要的便利。 

第二百九十三条 【相邻建筑物的通风、采光、日照】 

建造建筑物，不得违反国家有关工程建设标准，不得妨碍相

邻建筑物的通风、采光和日照。 

第二百九十四条 【不动产权利人不得弃置废物和排放污染物】

不动产权利人不得违反国家规定弃置固体废物，排放大气污

染物、水污染物、土壤污染物、噪声、光辐射、电磁辐射等有

害物质。 

第二百九十五条 【禁止进行危及相邻不动产安全的活动】 

不动产权利人挖掘土地、建造建筑物、铺设管线以及安装设

备等，不得危及相邻不动产的安全。 

第二百九十六条 【相邻权的限度】 

不动产权利人因用水、排水、通行、铺设管线等利用相邻不

动产的，应当尽量避免对相邻的不动产权利人造成损害。 

第八章 共有 

第二百九十七条 【共有的界定及其类型】 

不动产或者动产可以由两个以上组织、个人共有。共有包括

按份共有和共同共有。 

第二百九十八条 【按份共有人对共有物的权利】 

按份共有人对共有的不动产或者动产按照其份额享有所有

权。 

第二百九十九条 【共同共有权】 

共同共有人对共有的不动产或者动产共同享有所有权。 

な便宜を提供しなければならない。 

 自然流水の利用については、不動産の相隣権利者間で合理

的に分配しなければならない。自然流水の排出については、

本来の流れに沿うようにしなければならない。 

第 291 条 【相隣関係者の通行権規則】 

不動産権利者は、相隣権利者が通行等にその土地を利用せ

ざるを得ない場合、必要な便宜を提供しなければならない。

第 292 条 【相隣関係者の相隣の土地を利用する権利】 

不動産権利者が建築物の建造、修繕及び電線、ケーブル、

水道管、暖房、ガスパイプラインの敷設等に相隣する土地又

は建築物を利用せざるを得ない場合、当該土地又は建築物の

権利者は、必要な便宜を提供しなければならない。 

第 293 条 【相隣の建築物の通風、採光、日照】 

建築物の建造については、国の関連工事建設基準に違反し

てはならず、相隣の建築物の通風、採光、日照を妨げてはな

らない。 

第 294 条 【不動産権利者の廃棄物放置や汚染物排出の禁止】

不動産権利者は、国の規定に違反して固形廃棄物を放置し

たり、大気汚染物、水質汚染物、土壌汚染物、騒音、光放射、

電磁波等の有害物質を排出してはならない。 

第 295 条 【相隣不動産の安全を害する活動の禁止】 

不動産権利者は、土地の掘削、建築物の建造、パイプライ

ンの敷設、設備の据付け等にあたり、相隣不動産の安全を害

してはならない。 

第 296 条 【相隣権の限度】 

動産権利者は、用水、排水、通行、パイプラインの敷設等

のため相隣する不動産を利用する場合、相隣する不動産の権

利者に損害をもたらすことはできる限り回避しなければなら

ない。 

第八章 共有 

第 297 条 【共有の定義及びその類型】 

不動産又は動産は、2つ以上の組織、個人が共有すること

ができる。共有には、持分共有と共同共有がある。 

第 298 条 【持分共有者の共有物に対する権利】 

持分共有者は、共有する不動産又は動産に対し、その持分

に応じて所有権を享有する。 

第 299 条 【共同共有権】 

共同共有者は、共有する不動産又は動産に対し、共同で所

有権を享有する。 
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第三百条 【共有人对共有财产的管理权力与义务】 

共有人按照约定管理共有的不动产或者动产；没有约定或者

约定不明确的，各共有人都有管理的权利和义务。 

第三百零一条 【共有人对于共有财产重大事项的表决权规则】

处分共有的不动产或者动产以及对共有的不动产或者动产作

重大修缮、变更性质或者用途的，应当经占份额三分之二以上

的按份共有人或者全体共同共有人同意，但是共有人之间另有

约定的除外。 

第三百零二条 【共有人对共有物的管理费用分担规则】 

共有人对共有物的管理费用以及其他负担，有约定的，按照

其约定；没有约定或者约定不明确的，按份共有人按照其份额

负担，共同共有人共同负担。 

第三百零三条 【共有物的分割规则】 

共有人约定不得分割共有的不动产或者动产，以维持共有关

系的，应当按照约定，但是共有人有重大理由需要分割的，可

以请求分割；没有约定或者约定不明确的，按份共有人可以随

时请求分割，共同共有人在共有的基础丧失或者有重大理由需

要分割时可以请求分割。因分割造成其他共有人损害的，应当

给予赔偿。 

第三百零四条 【共有物分割的方式】 

共有人可以协商确定分割方式。达不成协议，共有的不动产

或者动产可以分割且不会因分割减损价值的，应当对实物予以

分割；难以分割或者因分割会减损价值的，应当对折价或者拍

卖、变卖取得的价款予以分割。 

 共有人分割所得的不动产或者动产有瑕疵的，其他共有人应

当分担损失。 

第三百零五条 【按份共有人的优先购买权】 

按份共有人可以转让其享有的共有的不动产或者动产份额。

其他共有人在同等条件下享有优先购买的权利。 

第三百零六条 【按份共有人行使优先购买权的规则】 

按份共有人转让其享有的共有的不动产或者动产份额的，应

当将转让条件及时通知其他共有人。其他共有人应当在合理期

限内行使优先购买权。 

第 300 条 【共有者の共有財産に対する管理の権利と義務】

共有者は、約定により、共有する不動産又は動産を管理す

る。約定していないか、約定が不明確な場合、各共有者はい

ずれも管理の権利及び義務を有する。 

第 301 条 【共有者の共有財産にかかる重大事項の表決権規

則】 

共有する不動産又は動産を処分する場合、及び共有する不

動産又は動産について重大な修繕、性質又は用途の変更を行

う場合は、持分の 3分の 2 以上を占める持分共有者又は全共

同共有者の同意を取得しなければならない。ただし、共有者

間に別段の約定がある場合を除く。 

第 302 条 【共有者の共有物に対する管理費用の分担規則】

共有者が、共有物の管理費用その他の負担について、約定

している場合はその約定に従う。約定していないか、約定が

不明確な場合、持分共有者はその持分に応じて負担し、共同

共有者は共同で負担する。 

第 303 条 【共有物の分割規則】 

共有者は、共有する不動産又は動産を分割してはならない

ことを約定して共有関係を維持している場合は、約定に従わ

なければならない。ただし、共有者に分割を必要とする重大

な理由がある場合には、分割を請求することができる。約定

していないか、約定が不明確な場合は、共有者は随時分割を

請求することができ、共同共有者は共有の基礎が失われたか、

分割を必要とする重大な理由がある場合は、分割を請求する

ことができる。分割によりその他の共有者に損害をもたらし

た場合は、賠償しなければならない。 

第 304 条 【共有物の分割方式】 

共有者は、協議により分割方式を確定することができる。

合意に至らず、共有する不動産又は動産が分割可能で、かつ

分割により価値が減損しない場合は、原物を分割しなければ

ならない。分割することが難しいか、分割により価値が減損

する場合は、価値査定又は競売、換価により取得した代金を

分割しなければならない。 

 共有者が分割により取得した不動産又は動産に瑕疵があっ

た場合、その他の共有者は損害を分担しなければならない。

第 305 条 【持分共有者の優先購入権】 

持分共有者は、共有する不動産又は動産の自らが享有する

持分を譲渡することができる。その他の共有者は、同等の条

件のもとで優先して買い取る権利を享有する。 

第 306 条 【持分共有者の優先購入権行使の規則】 

持分共有者が、共有する不動産又は動産の自己の享有する

持分を譲渡するにあたっては、譲渡条件を遅滞なく他の共有

者に通知しなければならない。その他の共有者は、合理的な
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 两个以上其他共有人主张行使优先购买权的，协商确定各自

的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的共有份额比例行

使优先购买权。 

第三百零七条 【因共有产生的债权债务承担规则】 

因共有的不动产或者动产产生的债权债务，在对外关系上，

共有人享有连带债权、承担连带债务，但是法律另有规定或者

第三人知道共有人不具有连带债权债务关系的除外；在共有人

内部关系上，除共有人另有约定外，按份共有人按照份额享有

债权、承担债务，共同共有人共同享有债权、承担债务。偿还

债务超过自己应当承担份额的按份共有人，有权向其他共有人

追偿。 

第三百零八条 【没有约定、约定不明时共有物共有性质的认

定】 

共有人对共有的不动产或者动产没有约定为按份共有或者共同

共有，或者约定不明确的，除共有人具有家庭关系等外，视为

按份共有。 

第三百零九条 【按份共有人共有份额的认定规则】 

按份共有人对共有的不动产或者动产享有的份额，没有约定

或者约定不明确的，按照出资额确定；不能确定出资额的，视

为等额享有。 

第三百一十条 【准共有】 

两个以上组织、个人共同享有用益物权、担保物权的，参照

适用本章的有关规定。 

第九章 所有权取得的特别规定 

第三百一十一条 【善意取得的构成条件】 

无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有

权追回；除法律另有规定外，符合下列情形的，受让人取得该

不动产或者动产的所有权： 

 （一）受让人受让该不动产或者动产时是善意； 

 （二）以合理的价格转让； 

 （三）转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经

登记，不需要登记的已经交付给受让人。 

期間中に優先買取権を行使しなければならない。 

 2 名以上のその他の共有者が優先買取権を主張する場合、

各々の買取比率を協議して確定する。協議が不調となった場

合、譲渡時における各々の共有持分比率に応じて優先買取権

を行使する。 

第 307 条 【共有により生じる債権債務の負担規則】 

共有する不動産又は動産により生ずる債権債務について、

対外関係においては、共有者は連帯債権を共有し、連帯債務

を負う。ただし、法律に別段の規定があるか、共有者が連帯

債権債務関係を持たないことを第三者が知っている場合を除

く。共有者の内部関係においては、共有者に別段の約定があ

る場合を除き、持分共有者は持分に応じた債権を享有し、か

つ債務を負担し、共同共有者は共同で債権を共有し、かつ債

務を負担する。弁済する債務が自己の負担するべき持分を超

えた持分共有者は、その他の共有者に対し求償する権利を有

する。 

第 308 条 【約定がないか、不明な場合の共有物の共有性質

の認定】 

共有者が共有する不動産又は動産について、持分共有もし

くは共同共有とする旨を約定していないか、約定が明確でな

い場合は、共有者に家族関係等がある場合を除き、持分共有

とみなす。 

第 309 条 【持分共有者の共有持分の認定規則】 

共有者が共有する不動産又は動産について享有する持分に

ついて、約定していないか、約定が不明確な場合は、出資額

によりこれを確定する。出資額を確定することができない場

合、均等に享有するものとみなす。 

第 310 条 【準共有】 

2 つ以上の組織、2名以上の個人が用益物権、担保物権を共

同で享有する場合については、本章の関連規定を参照し適用

する。 

第九章 所有権の取得に関する特別規定 

第 311 条 【善意取得の構成条件】 

無処分権者が不動産又は動産を譲受人に譲渡した場合、所

有権者は回収する権利を有する。法律に別段の規定がある場

合を除き、以下に掲げる事由に該当する場合は、当該不動産

又は動産の所有権を取得する。 

（1）譲受人が当該不動産又は動産を譲り受けた時点で善意で

あった場合 

（2）合理的な価格で譲渡した場合 

（3）譲渡する不動産又は動産につき、法律規定により登記す

べき場合はすでに登記しており、登記の不要な場合はすでに

譲受人に引き渡している場合 
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 受让人依据前款规定取得不动产或者动产的所有权的，原所

有权人有权向无处分权人请求损害赔偿。 

 当事人善意取得其他物权的，参照适用前两款规定。 

第三百一十二条 【遗失物的处理规则】 

所有权人或者其他权利人有权追回遗失物。该遗失物通过转

让被他人占有的，权利人有权向无处分权人请求损害赔偿，或

者自知道或者应当知道受让人之日起二年内向受让人请求返还

原物；但是，受让人通过拍卖或者向具有经营资格的经营者购

得该遗失物的，权利人请求返还原物时应当支付受让人所付的

费用。权利人向受让人支付所付费用后，有权向无处分权人追

偿。 

第三百一十三条 【善意取得的动产上原有的权利负担消灭及

其例外】 

善意受让人取得动产后，该动产上的原有权利消灭。但是，

善意受让人在受让时知道或者应当知道该权利的除外。 

第三百一十四条 【遗失物拾得人的返还义务】 

拾得遗失物，应当返还权利人。拾得人应当及时通知权利人

领取，或者送交公安等有关部门。 

第三百一十五条 【遗失物受领部门的义务】 

有关部门收到遗失物，知道权利人的，应当及时通知其领取；

不知道的，应当及时发布招领公告。 

第三百一十六条 【遗失物拾得人的妥善保管义务】 

拾得人在遗失物送交有关部门前，有关部门在遗失物被领取

前，应当妥善保管遗失物。因故意或者重大过失致使遗失物毁

损、灭失的，应当承担民事责任。 

第三百一十七条 【权利人领取遗失物时的费用支付义务】 

权利人领取遗失物时，应当向拾得人或者有关部门支付保管

遗失物等支出的必要费用。 

 权利人悬赏寻找遗失物的，领取遗失物时应当按照承诺履行

义务。 

 拾得人侵占遗失物的，无权请求保管遗失物等支出的费用，

 譲受人が前項の規定により不動産又は動産の所有権を取得

した場合、元の所有権者は、処分権のない者に損害賠償を請

求する権利を有する。 

 当事者が善意によりその他の物権を取得した場合、前 2項

の規定を参照し適用する。 

第 312 条 【遺失物の処理規則】 

所有権者又はその他の権利者は、遺失物を回収する権利を

有する。当該遺失物が譲渡を通じて他人に占有された場合、

権利者は、無処分権者に対し損害賠償を請求するか、譲受人

を知ったか知り得るべき日から 2年以内において、譲受人に

対し原物の返還を請求する権利を有する。ただし、譲受人が

競売を通じて、又は経営資格を有する経営者から当該遺失物

を購入した場合は、権利者は、原物の返還を請求する際に、

譲受人が支払った費用を支払わなければならない。権利者は、

譲受人の支払った費用を支払った後、無処分権者に対し求償

する権利を有する。 

第 313 条 【善意で取得された動産上の既存の権利負担の消

滅及びその例外】 

善意の譲受人が動産を取得した後、当該動産上の既存の権

利は消滅する。ただし、善意の譲受人が譲り受けた際に当該

権利を知っていたか、知り得るべきであった場合を除く。 

第 314 条 【遺失物習得者の返還義務】 

遺失物を拾得した場合、権利者に返還しなければならない。

拾得者は、遅滞なく権利者に受け取るよう通知するか、公安

等の関係機関に引き渡さなければならない。 

第 315 条 【遺失物受取機関の義務】 

関係機関は、遺失物を受け取り、その権利者がわかる場合

は、遅滞なく当該権利者に引き取るよう通知しなければなら

ない。権利者がわからない場合、遅滞なく遺失物預かり公告

を出さなければならない。 

第 316 条 【遺失物拾得者の適切な保管の義務】 

拾得者は遺失物を関係機関に引き渡すまで、関係機関では

遺失物が引き取られるまで、遺失物を適切に保管しなければ

ならない。故意又は重大な過失により遺失物を毀損したり滅

失させた場合は、民事責任を負わなければならない。 

第 317 条 【権利者の遺失物引取時の費用支払義務】 

権利者は、遺失物を引き取る際、拾得者又は関係機関に、

遺失物の保管等のために支出された必要経費を支払わなけれ

ばならない。 

 権利者は、遺失物の捜索に懸賞をかけた場合、遺失物を引

き取る際に約束通り義務を履行しなければならない。 

 拾得者は、遺失物を不法占有した場合、遺失物保管等のた

めに支出した費用を請求する権利を持たず、権利者に約束通
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也无权请求权利人按照承诺履行义务。 

第三百一十八条 【无人认领的遗失物的处理规则】 

遗失物自发布招领公告之日起一年内无人认领的，归国家所

有。 

第三百一十九条 【拾得漂流物、埋藏物或者隐藏物】 

拾得漂流物、发现埋藏物或者隐藏物的，参照适用拾得遗失

物的有关规定。法律另有规定的，依照其规定。 

第三百二十条 【从物随主物转让规则】 

主物转让的，从物随主物转让，但是当事人另有约定的除外

第三百二十一条 【孳息的归属】 

天然孳息，由所有权人取得；既有所有权人又有用益物权人

的，由用益物权人取得。当事人另有约定的，按照其约定。 

 法定孳息，当事人有约定的，按照约定取得；没有约定或者

约定不明确的，按照交易习惯取得。 

第三百二十二条 【添附的归属】 

因加工、附合、混合而产生的物的归属，有约定的，按照约

定；没有约定或者约定不明确的，依照法律规定；法律没有规

定的，按照充分发挥物的效用以及保护无过错当事人的原则确

定。因一方当事人的过错或者确定物的归属造成另一方当事人

损害的，应当给予赔偿或者补偿。 

第三分编 用益物权 

第十章 一般规定 

第三百二十三条 【用益物权的界定及其内容】 

用益物权人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、

使用和收益的权利。 

第三百二十四条 【国家所有和集体所有的自然资源的使用规

则】 

国家所有或者国家所有由集体使用以及法律规定属于集体所

有的自然资源，组织、个人依法可以占有、使用和收益。 

第三百二十五条 【自然资源有偿使用规则】 

国家实行自然资源有偿使用制度，但是法律另有规定的除外。

第三百二十六条 【用益物权的行使规范】 

り義務を履行するよう請求する義務も負わない。 

第 318 条 【引き取る者が現れない場合の処理規則】 

遺失物は、遺失物預かり公告が出された日から 1年以内に

引き取る者がいない場合、国の所有に帰属する。 

第 319 条 【漂流物、埋蔵物又は隠匿物の拾得】 

漂流物を拾得したか、埋蔵物もしくは隠匿物を発見した場

合、遺失物拾得の関連規定を参照し適用する。法律に別段の

規定がある場合は、その規定に従う。 

第 320 条 【従物の主物に従う譲渡の規則】 

主物を譲渡する場合、従物も主物とともに譲渡する。ただ

し、当事者に別段の約定がある場合はこの限りではない。 

第 321 条 【果実の帰属】 

天然果実は、所有権者がこれを取得する。所有権者がおり、

かつ用益物権者もいる場合は、用益物権者が取得する。当事

者に別段の約定がある場合には、その約定に従う。 

 法定果実は、当事者に約定がある場合、その約定により取

得する。約定していないか、約定が不明確な場合は、取引の

慣習により取得する。 

第 322 条 【添付の帰属】 

 加工、付合、混和により生じる物の帰属について、約定が

ある場合は約定に従う。約定していないか、約定が明確でな

い場合は、法律の規定による。法律に規定がない場合には、

物の効用を十分に発揮させ、過失のない当事者を保護すると

いう原則により確定する。一方の当事者の過失又は物の帰属

の確定により他の一方の当事者に損害をもたらした場合、賠

償又は補償しなければならない。 

第三分編 用益物権 

第十章 一般規定 

第 323 条 【用益物権の定義及びその内容】 

用益物権者は、他人が所有する不動産又は動産について、

法により占有、使用、収益する権利を有する。 

第 324 条 【国家所有及び集団所有の自然資源の使用規則】

国が所有するか、国が所有して集団が使用する自然資源及

び法律で集団所有に帰属すると規定する自然資源について、

組織、個人は、法により占有、使用、収益することができる。

第 325 条 【自然資源の有償使用規則】 

国は、自然資源の有償使用制度を実施する。ただし、法律

に別段の規定がある場合を除く。 

第 326 条 【用益物権の行使規範】 
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用益物权人行使权利，应当遵守法律有关保护和合理开发利

用资源、保护生态环境的规定。所有权人不得干涉用益物权人

行使权利。 

第三百二十七条 【被征收、征用时用益物权人的补偿请求权】

因不动产或者动产被征收、征用致使用益物权消灭或者影响

用益物权行使的，用益物权人有权依据本法第二百四十三条、

第二百四十五条的规定获得相应补偿。 

第三百二十八条 【海域使用权】 

依法取得的海域使用权受法律保护。 

第三百二十九条 【特许物权依法保护】 

依法取得的探矿权、采矿权、取水权和使用水域、滩涂从事

养殖、捕捞的权利受法律保护。 

第十一章 土地承包经营权 

第三百三十条 【农村土地承包经营】 

农村集体经济组织实行家庭承包经营为基础、统分结合的双

层经营体制。 

 农民集体所有和国家所有由农民集体使用的耕地、林地、草

地以及其他用于农业的土地，依法实行土地承包经营制度。 

第三百三十一条 【土地承包经营权内容】 

土地承包经营权人依法对其承包经营的耕地、林地、草地等

享有占有、使用和收益的权利，有权从事种植业、林业、畜牧

业等农业生产。 

第三百三十二条 【不同土地类型的承包期】 

耕地的承包期为三十年。草地的承包期为三十年至五十年。

林地的承包期为三十年至七十年。 

 前款规定的承包期限届满，由土地承包经营权人依照农村土

地承包的法律规定继续承包。 

第三百三十三条 【土地承包经营权的设立】 

土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立。 

 登记机构应当向土地承包经营权人发放土地承包经营权证、

林权证等证书，并登记造册，确认土地承包经营权。 

第三百三十四条 【土地承包经营权的互换、转让】 

土地承包经营权人依照法律规定，有权将土地承包经营权互

换、转让。未经依法批准，不得将承包地用于非农建设。 

用益物権者が権利を行使するにあたっては、資源の保護及

び合理的開発利用に関する法律の規定を遵守しなければなら

ない。所有権者は、用益物権者の権利行使に干渉してはなら

ない。 

第 327 条 【収用、徴用された用益物権者の補償請求権】 

不動産又は動産が収用、徴用されたことにより、用益物権

が消滅したか、用益物権の行使に影響が生じた場合、用益物

権者は、本法第 243 条及び第 245 条の規定により相応の補償

を受ける権利を有する。 

第 328 条 【海域使用権】 

法により取得する海域使用権は、法律による保護を受ける。

第 329 条 【特許物権の法による保護】 

法により取得する探鉱権、採鉱権、取水権、水域、干潟を

使用して養殖、漁獲を行う権利は、法律による保護を受ける。

第十一章 土地請負経営権 

第 330 条 【農村の土地請負経営】 

農村集団経済組織は、家族請負経営を基礎とし、統一経営

と分散経営が結合した二重経営体制を実行する。 

 農民集団所有及び国家所有であり、農民集団が使用する耕

地、林、草地、その他農業用途の土地について、法により土

地請負経営制度を実行する。 

第 331 条 【土地請負経営権の内容】 

土地請負経営権者は、法により自らが経営を請け負う耕地、

林、草地等について、占有、使用、収益する権利を享有し、

栽培業、林業、牧畜業等の農業生産に従事する権利を有する。

第 332 条 【異なる類型の土地の請負期間】 

耕地の請負期間は 30 年とする。草地の請負期間は 30 年か

ら 500 年とする。林の請負期間は 30 年から 70 年とする。 

 前項所定の請負期間の満了後、土地請負経営権者は、農村

土地請負にかかる法律の規定により請負を継続する。 

第 333 条 【土地請負経営権の設定】 

土地請負経営権は、土地請負経営権契約の発効時より設定

される。 

 登記機関は、土地請負経営権者に土地請負経営権証、林権

証等の証書を発給し、登記を行い、記録簿を作成して土地請

負経営権を確認するものとする。 

第 334 条 【土地請負経営権の相互交換、譲渡】 

土地請負経営権者は、法律の規定により、土地請負経営権

を相互に交換、譲渡する権利を有する。法により認可を取得

していないものは、請負地を非農業建設に用いてはならない。
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第三百三十五条 【土地承包经营权流转的登记对抗主义】 

土地承包经营权互换、转让的，当事人可以向登记机构申请

登记；未经登记，不得对抗善意第三人。 

第三百三十六条 【承包期内包地调整的原则禁止与特别例外】

承包期内发包人不得调整承包地。 

 因自然灾害严重毁损承包地等特殊情形，需要适当调整承包

的耕地和草地的，应当依照农村土地承包的法律规定办理。 

第三百三十七条 【承包期内发包人义务】 

承包期内发包人不得收回承包地。法律另有规定的，依照其

规定。 

第三百三十八条 【征收承包地的补偿规则】 

承包地被征收的，土地承包经营权人有权依据本法第二百四

十三条的规定获得相应补偿。 

第三百三十九条 【土地承包经营权的流转方式】 

土地承包经营权人可以自主决定依法采取出租、入股或者其

他方式向他人流转土地经营权。 

第三百四十条 【土地经营权人对土地的占有、使用、收益权】

土地经营权人有权在合同约定的期限内占有农村土地，自主

开展农业生产经营并取得收益。 

第三百四十一条 【流转期限为五年以上的土地经营权的登记

对抗主义】 

流转期限为五年以上的土地经营权，自流转合同生效时设立。

当事人可以向登记机构申请土地经营权登记；未经登记，不得

对抗善意第三人。 

第三百四十二条 【通过招标、拍卖和公开协商等方式承包农

村土地的流转方式】 

通过招标、拍卖、公开协商等方式承包农村土地，经依法登

记取得权属证书的，可以依法采取出租、入股、抵押或者其他

方式流转土地经营权。 

第三百四十三条 【国有农用地承包经营的参照适用参照适用

第 335 条 【土地請負経営権の流通の登記対抗主義】 

土地請負経営権を相互に交換、譲渡する場合、当事者は、

登記機関に登記を申請することができる。登記を行っていな

いものは、善意の第三者に対抗することができない。 

第 336 条 【請負期間内における請負地調整の原則禁止と特

別例外】 

請負期間内において、請負発注者は、請負地を調整しては

ならない。 

 自然災害により請負地に重大な損傷を受けた等の特段の事

由により、請け負う耕地及び草地を適切に調整する必要があ

る場合は、農村土地請負に関する法律の規定に従い手続きを

行わなければならない。 

第 337 条 【請負期間における発注者の義務】 

請負期間内において、請負発注者は、請負地を回収しては

ならない。法律に別段の規定がある場合には、その規定に従

う。 

第 338 条 【請負地の収用の補償規則】 

請負地が収用された場合、土地請負経営権者は、本法第 243

条の規定により相応の補償を取得する権利を有する。 

第 339 条 【土地請負経営権の流通方式】 

土地請負経営権者は、法により賃貸、資本参加又はその他

の方式を採用して、他人に対し土地経営権を流通させること

を自ら決定することができる。 

第 340 条 【土地経営権者の土地に対する占有権、使用権、

収益権】 

土地経営権者は、契約に約定された期間内において、農村

の土地を占有し、自ら農業生産経営を行って収益を得る権利

を有する。 

第 341 条 【流通期間が 5 年以上の土地経営権の登記対抗主

義】 

流通期間が 5 年以上の土地経営権は、流通契約の発効時よ

り設定される。当事者は、登記機関に土地経営権の登記を申

請することができる。登記を行っていないものは、善意の第

三者に対抗することができない。 

第 342 条 【入札、競売、公開協議等により農村土地を請け

負う流通方式】 

入札、競売、公開協議等の方式を通じて農村土地を請負い、

法による登記を行って権利帰属証書を取得した場合、法によ

り賃貸、資本参加、抵当又はその他の方式を採用して土地経

営権を流通させることができる。 

第 343 条 【国有農用地の請負経営への物権編の関連規定の
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物权编的有关规定】 

国家所有的农用地实行承包经营的，参照适用本编的有关规

定。 

第十二章 建设用地使用权 

第三百四十四条 【建设用地使用权的内容】 

建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用和

收益的权利，有权利用该土地建造建筑物、构筑物及其附属设

施。 

第三百四十五条 【建设用地使用权的设立范围】 

建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。

第三百四十六条 【建设用地使用权的设立原则】 

设立建设用地使用权，应当符合节约资源、保护生态环境的

要求，遵守法律、行政法规关于土地用途的规定，不得损害已

经设立的用益物权。 

第三百四十七条 【建设用地使用权的设立方式及划拨方式的

限制使用】 

设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。 

 工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一

土地有两个以上意向用地者的，应当采取招标、拍卖等公开竞

价的方式出让。 

 严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。 

第三百四十八条 【建设用地使用权出让合同】 

通过招标、拍卖、协议等出让方式设立建设用地使用权的，

当事人应当采用书面形式订立建设用地使用权出让合同。 

 建设用地使用权出让合同一般包括下列条款： 

 （一）当事人的名称和住所； 

 （二）土地界址、面积等； 

 （三）建筑物、构筑物及其附属设施占用的空间； 

 （四）土地用途、规划条件； 

 （五）建设用地使用权期限； 

 （六）出让金等费用及其支付方式； 

 （七）解决争议的方法。 

第三百四十九条 【建设用地使用权的设立要件】 

设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用

权登记。建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设

参照適用】 

国家所有の農業用地について請負経営を実行する場合、本

編の関連規定を参照し適用する。 

第十二章 建設用地使用権 

第 344 条 【建設用地使用権の内容】 

建設用地使用権者は、国の所有する土地について、占有、

使用、収益する権利を法により享有し、当該土地を利用して

建築物、構築物及びそれらの付属施設を建造する権利を有す

る。 

第 345 条 【建設用地使用権の設立範囲】 

建設用地使用権は、土地の地表、地上又は地下においてそ

れぞれ設定することができる。 

第 346 条 【建設用地使用権の設定原則】 

建設用地使用権を設定するにあたっては、資源の節約、生

態環境の保護にかかる要求に適合し、土地の用途に関する法

律、行政法規の規定を遵守しなければならず、すでに規定さ

れている用益物権を損なってはならない。 

第 347 条 【建設用地使用権の設定方式及び割当方式の制限

使用】 

建設用地使用権を設定するにあたっては、払下げ又は割当

て等の方式を採用することができる。 

 工業、商業、旅行、娯楽、商品住宅等の経営性用地及び同

一の土地について 2名以上の土地使用意向者がいる場合、入

札、競売等の公開競り方式により払い下げなければならない。

 割当方式による建設用地使用権の設定は厳格に制限する。

第 348 条 【建設用地使用権の払下契約】 

入札、競売、合意等の払下方式により建設用地使用権を設

定する場合、当事者は書面により建設用地使用権払下契約を

締結しなければならない。 

 建設用地使用権払下契約には、通常以下に掲げる条項を含

む。 

（1）当事者の名称及び住所 

（2）土地の境界、面積等 

（3）建築物、構築物及びそれらの付属施設が占用する空間 

（4）土地の用途、計画条件 

（5）建設用地の使用権の有効期間 

（6）払下金の費用及びその支払方式 

（7）紛争解決の方法 

第 349 条 【建設用地使用権の設定要件】 

建設用地使用権を設定する場合、登記機関に建設用地使用

権登記を申請しなければならない。建設用地使用権は、登記

時より設定される。登記機関は、建設用地使用権者に権利帰
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用地使用权人发放权属证书。 

第三百五十条 【建设用地使用权的土地用途限定规则】 

建设用地使用权人应当合理利用土地，不得改变土地用途；

需要改变土地用途的，应当依法经有关行政主管部门批准。 

第三百五十一条 【建设用地使用权的出让金支付义务】 

建设用地使用权人应当依照法律规定以及合同约定支付出让

金等费用。 

第三百五十二条 【建设用地使用权人建造的建筑物、构筑物

及其附属设施的归属】 

建设用地使用权人建造的建筑物、构筑物及其附属设施的所

有权属于建设用地使用权人，但是有相反证据证明的除外。 

第三百五十三条 【建设用地使用权的流转】 

建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、

赠与或者抵押，但是法律另有规定的除外。 

第三百五十四条 【建设用地使用权流转的形式要件与期限限

制】 

建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押的，当事

人应当采用书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，

但是不得超过建设用地使用权的剩余期限。 

第三百五十五条 【建设用地使用权流转登记】 

建设用地使用权转让、互换、出资或者赠与的，应当向登记

机构申请变更登记。 

第三百五十六条 【建设用地使用权流转之房随地走】 

建设用地使用权转让、互换、出资或者赠与的，附着于该土

地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。 

第三百五十七条 【建设用地使用权流转之地随房走】 

建筑物、构筑物及其附属设施转让、互换、出资或者赠与的，

该建筑物、构筑物及其附属设施占用范围内的建设用地使用权

一并处分。 

第三百五十八条 【建设用地使用权期间的提前终止】 

建设用地使用权期限届满前，因公共利益需要提前收回该土

地的，应当依据本法第二百四十三条的规定对该土地上的房屋

以及其他不动产给予补偿，并退还相应的出让金。 

   

属証書を発給しなければならない。 

第 350 条 【建設用地使用権の土地用途限定規則】 

建設用地使用権は、合理的に土地を利用しなければならず、

土地の用途を変更してはならない。土地の用途を変更する必

要がある場合、法により関係行政所管機関の認可を取得しな

ければならない。 

第 351 条 【建設用地使用権者の払下金支払い義務】 

建設用地使用権者は、法律の規定及び契約の約定により払

下金等の費用を支払わなければならない。 

第 352 条 【建設用地使用権者の建造する建築物、構築物及

び付属施設の帰属】 

建設用地使用権者の建造する建築物、構築物及びそれらの

付属施設の所有権は、建設用地使用者に帰属する。ただし、

反対証拠により証明された場合を除く。 

第 353 条 【建設用地使用権の流通】 

建設用地使用権者は、建設用地使用権を譲渡、交換、出資、

贈与又はこれに抵当権を設定する権利を有する。ただし、法

律に別段の規定がある場合を除く。 

第 354 条 【建設用地使用権流通の形式要件と期間制限】 

建設用地使用権を譲渡、交換、出資、贈与又はこれに抵当

権を設定する場合、当事者は書面により相応の契約を締結し

なければならない。使用期間は、当事者が約定するが、建設

用地使用権の残存期間を超えてはならない。 

第 355 条 【建設用地使用権の流通登記】 

建設用地使用権を譲渡、交換、出資、贈与する場合、登記

機関に変更登記を申請しなければならない。 

第 356 条 【建設用地使用権の流通における物件の土地付随】

建設用地使用権を譲渡、交換、出資、贈与する場合、当該

土地上に付着する建築物ならびにそれらの付属施設も併せて

処分する。 

第 357 条 【建設用地使用権の流通における土地の物件付随】

建築物及び構築物ならびにこれらの付属施設を譲渡、交換、

出資、贈与する場合、当該建築物及び構築物ならびにこれら

の付属施設が占用する範囲内の建設用地使用権も併せて処分

する。 

第 358 条 【建設用地使用権期間の中途終了】 

建設用地使用権の期間が満了する前に、公共の利益の必要

により当該土地を期限を待たずに回収する場合、本法第 243

条の規定により、当該土地上の建物その他の不動産について

補償を与え、かつ相応の払下金を返還しなければならない。
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第三百五十九条 【住宅与非住宅建设用地使用权期限届满的

处理规则】 

住宅建设用地使用权期限届满的，自动续期。续期费用的缴

纳或者减免，依照法律、行政法规的规定办理。 

 非住宅建设用地使用权期限届满后的续期，依照法律规定办

理。该土地上的房屋以及其他不动产的归属，有约定的，按照

约定；没有约定或者约定不明确的，依照法律、行政法规的规

定办理。 

第三百六十条 【建设用地使用权消灭时的注销登记】 

建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记。登

记机构应当收回权属证书。 

第三百六十一条 【集体土地作为建设用地应当遵循法律规定】

集体所有的土地作为建设用地的，应当依照土地管理的法律

规定办理。 

第十三章 宅基地使用权 

第三百六十二条 【宅基地使用权内容】 

宅基地使用权人依法对集体所有的土地享有占有和使用的权

利，有权依法利用该土地建造住宅及其附属设施。 

第三百六十三条 【宅基地使用权的法律准用】 

宅基地使用权的取得、行使和转让，适用土地管理的法律和

国家有关规定。 

第三百六十四条 【宅基地消灭后的重新分配】 

宅基地因自然灾害等原因灭失的，宅基地使用权消灭。对失

去宅基地的村民，应当依法重新分配宅基地。 

第三百六十五条 【宅基地使用权转让或消灭时的变更登记与

注销登记】 

已经登记的宅基地使用权转让或者消灭的，应当及时办理变

更登记或者注销登记。 

第十四章 居住权 

第三百六十六条 【居住权人的用益物权】 

居住权人有权按照合同约定，对他人的住宅享有占有、使用

的用益物权，以满足生活居住的需要。 

第三百六十七条 【居住权合同】 

设立居住权，当事人应当采用书面形式订立居住权合同。 

第 359 条 【住宅/非住宅建設用地使用権の期間満了時の処理

規則】 

住宅建設用地使用権の期間が満了した場合、自動的に期間

を延長する。更新費用の納付又は減免については、法律及び

行政法規の規定に従う。 

 非住宅建設用地使用権の期間が満了した後の更新は、法律

規定に従う。当該土地上の建物その他の不動産について、約

定がある場合は約定に従い、約定していないか、約定が不明

確な場合は、法律、行政法規に従う。 

第 360 条 【建設用地使用権が消滅した場合の抹消登記】 

建設用地使用権が消滅した場合、払下人は、遅滞なく抹消

登記手続きを行わなければならない。登記機関は、権利帰属

証書を回収しなければならない。 

第 361 条 【集団土地を建設用地とする場合に遵守すべき法

律規定】 

集団所有の土地を建設用地とする場合、『土地管理法』等

の法律の規定に従わなければならない。 

第十三章 宅地使用権 

第 362 条 【宅地使用権の内容】 

宅地使用権者は、法により集団所有の土地について、占有

及び使用の権利を有し、法により当該土地を住宅及びその付

属施設の建造に利用する権利を有する。 

第 363 条 【宅地使用権の法律適用】 

宅地使用権の取得、行使、譲渡には、土地管理にかかる法

律及び国の関連規定を適用する。 

第 364 条 【宅地が消滅した後の再割当て】 

宅地が自然災害等の原因により滅失した場合、宅地使用権

は消滅する。宅地を失った村民に対し、法により新たに宅地

を割り当てなければならない。 

第 365 条 【宅地使用権の譲渡時変更登記と消滅時抹消登記】

すでに登記されている宅地使用権が譲渡されたか消滅した

場合には、遅滞なく変更登記又は抹消登記の手続きを行わな

ければならない。 

第十四章 居住権 

第 366 条 【居住権者の用益物権】 

居住権者は、契約の約定により、生活・居住の必要を満た

すために、他人の住宅を占有、使用する用益物権を享有する。

第 367 条 【居住権契約】 

居住権を設定するにあたっては、当事者は、書面により居

住権契約を締結しなければならない。 
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 居住权合同一般包括下列条款： 

 （一）当事人的姓名或者名称和住所； 

 （二）住宅的位置； 

 （三）居住的条件和要求； 

 （四）居住权期限； 

 （五）解决争议的方法。 

第三百六十八条 【居住权的登记要件主义】 

居住权无偿设立，但是当事人另有约定的除外。设立居住权

的，应当向登记机构申请居住权登记。居住权自登记时设立。

第三百六十九条 【居住权流转的禁止性规定及例外】 

居住权不得转让、继承。设立居住权的住宅不得出租，但是

当事人另有约定的除外。 

第三百七十条 【居住权消灭的情形及注销登记】 

居住权期限届满或者居住权人死亡的，居住权消灭。居住权

消灭的，应当及时办理注销登记。 

第三百七十一条 【以遗嘱设立居住权的法律适用】 

以遗嘱方式设立居住权的，参照适用本章的有关规定。 

第十五章 地役权 

第三百七十二条 【地役权的概念】 

地役权人有权按照合同约定，利用他人的不动产，以提高自

己的不动产的效益。 

 前款所称他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。

第三百七十三条 【设立地役权的形式要件与地役权合同的内

容】 

设立地役权，当事人应当采用书面形式订立地役权合同。 

 地役权合同一般包括下列条款： 

 （一）当事人的姓名或者名称和住所； 

 （二）供役地和需役地的位置； 

 （三）利用目的和方法； 

 （四）地役权期限； 

 （五）费用及其支付方式； 

 （六）解决争议的方法。 

第三百七十四条 【地役权的生效时间与登记效力】 

地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以

 居住権契約には、一般に以下に掲げる条項を含む。 

（1）当事者の氏名又は名称及び住所 

（2）住宅の位置 

（3）居住の条件及び要求 

（4）居住権の期間 

（5）紛争解決の方法 

第 368 条 【居住権の登記要件主義】 

居住権は無償で設定される。ただし、当事者に別段の約定

がある場合を除く。居住権を設定する場合、登記機関に居住

権登記を申請しなければならない。居住権は、登記した時に

設定される。 

第 369 条 【居住権流通の禁止規定及び例外】 

居住権は譲渡、相続してはならない。居住権を設定する住

宅は賃貸してはならない。ただし、当事者に別段の約定があ

る場合を除く。 

第 370 条 【居住権が消滅する場合及び抹消登記】 

居住権の期間が満了したか、居住権者が死亡した場合、居

住権は消滅する。居住権が消滅した場合、遅滞なく抹消登記

の手続きをしなければならない。 

第 371 条 【遺言により設定された居住権の法律適用】 

遺言の方式により居住権を設定する場合は、本章の関連規

定を参照し適用する。 

第十五章 地役権 

第 372 条 【地役権の概念】 

地役権者は、契約の約定により他人の不動産を利用し、自

己の不動産の効果と利益を高める権利を有する。 

 前項にいう他人の不動産は承役地とし、自己の不動産は要

役地とする。 

第 373 条 【地役権設定の形式要件と地役権契約の内容】 

地役権を設定するにあたり、当事者は、書面により地役権

契約を締結しなければならない。 

 地役権契約には、一般に以下に掲げる条項を含む。 

（1）当事者の氏名又は名称及び住所 

（2）承役地及び要役地の位置 

（3）利用の目的及び方法 

（4）地役権の期間 

（5）費用及びその支払方式 

（6）紛争解決の方法 

第 374 条 【地役権の発効時と登記の効力】 

地役権は、地役権契約の発効時より設定される。当事者が

登記を要求する場合、登記機関において地役権設定登記を申
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向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。

第三百七十五条 【供役地权利人的义务】 

供役地权利人应当按照合同约定，允许地役权人利用其不动

产，不得妨害地役权人行使权利。 

第三百七十六条 【地役权人利用供役地应当遵循的规制】 

地役权人应当按照合同约定的利用目的和方法利用供役地，

尽量减少对供役地权利人物权的限制。 

第三百七十七条 【地役权期间的确定】 

地役权期限由当事人约定；但是，不得超过土地承包经营权、

建设用地使用权等用益物权的剩余期限。 

第三百七十八条 【在享有或者负担地役权的土地上设立用益

物权的规则】 

土地所有权人享有地役权或者负担地役权的，设立土地承包

经营权、宅基地使用权等用益物权时，该用益物权人继续享有

或者负担已经设立的地役权。 

第三百七十九条 【土地所有权人在一设立用益物权的土地上

设立地役权的规则】 

土地上已经设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地

使用权等用益物权的，未经用益物权人同意，土地所有权人不

得设立地役权。 

第三百八十条 【地役权的转让规则】 

地役权不得单独转让。土地承包经营权、建设用地使用权等

转让的，地役权一并转让，但是合同另有约定的除外。 

第三百八十一条 【地役权不得单独抵押】 

地役权不得单独抵押。土地经营权、建设用地使用权等抵押

的，在实现抵押权时，地役权一并转让。 

第三百八十二条 【需役地部分转让效果】 

需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权等

部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。

第三百八十三条 【供役地部分转让效果】供役地以及供役地

請することができる。登記を経ていない場合、善意の第三者

に抵抗することができない。 

第 375 条 【承役地の権利者の義務】 

承役地の権利者は、契約の約定により、地役権者がその不

動産を利用することを許可しなければならず、地役権者の権

利行使を妨害してはならない。 

第 376 条 【地役権者が承役地を利用する際に遵守すべき制

限】 

地役権者は、契約に約定された利用の目的及び方法に従い

承役地を利用し、できる限り承役地の権利者の物権に対する

制限を軽減しなければならない。 

第 377 条 【地役権期間の確定】 

地役権の期間は、当事者が約定する。ただし、土地請負経

営権、宅地使用権等の用益物権の残存期間を超えてはならな

い。 

第 378 条 【地役権を享有又は負担する土地に用益物権を設

定する際の規則】 

土地所有権者が地役権を享受するか、地役権を負担し、土

地請負経営権、宅地使用権等の用益物権を設定する場合、当

該用益物権者は、すでに設定された地役権を引き続き享有又

は負担するものとする。 

第 379 条 【土地所有権者がすでに用益物権を設定した土地

上への地役権設定規則】 

土地に土地請負経営権、建設用地使用権、宅地使用権等の

用益物権がすでに設定されている場合、土地所有権者は、用

益物権者の同意を得ることなく地役権を設定してはならな

い。 

第 380 条 【地役権の譲渡規則】 

地役権は、単独で譲渡してはならない。土地請負経営権、

建設用地使用権等を譲渡する場合、地役権も併せて譲渡する

ものとする。ただし、契約に別段の約定がある場合を除く。

第 381 条 【地役権の単独での抵当権設定禁止】 

地役権に単独で抵当権を設定してはならない。土地経営権、

建設用地使用権等に抵当権を設定する場合、抵当権を実行す

る際、地役権も併せて譲渡するものとする。 

第 382 条 【要役地の一部譲渡の効果】 

要役地及び要役地上の土地請負経営権、建設用地使用権等

の一部が譲渡される際、譲渡される部分が地役権に関わる場

合、譲受人は同時に地役権をも享受するものとする。 

第 383 条 【承役地の一部譲渡の効果】承役地及び承役地上
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上的土地承包经营权、建设用地使用权等部分转让时，转让部

分涉及地役权的，地役权对受让人具有法律约束力。 

第三百八十四条 【供役地权利人解除权】 

地役权人有下列情形之一的，供役地权利人有权解除地役权

合同，地役权消灭： 

 （一）违反法律规定或者合同约定，滥用地役权； 

 （二）有偿利用供役地，约定的付款期限届满后在合理期限

内经两次催告未支付费用。 

第三百八十五条 【地役权变动后的登记】 

已经登记的地役权变更、转让或者消灭的，应当及时办理变

更登记或者注销登记。 

第四分编 担保物权 

第十六章 一般规定 

第三百八十六条 【担保财产优先受偿】 

担保物权人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的

实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利，

但是法律另有规定的除外。 

第三百八十七条 【担保物权及反担保的设立】 

债权人在借贷、买卖等民事活动中，为保障实现其债权，需

要担保的，可以依照本法和其他法律的规定设立担保物权。 

 第三人为债务人向债权人提供担保的，可以要求债务人提供

反担保。反担保适用本法和其他法律的规定。 

第三百八十八条 【担保合同的界定及其与主债权合同的关系】

设立担保物权，应当依照本法和其他法律的规定订立担保合

同。担保合同包括抵押合同、质押合同和其他具有担保功能的

合同。担保合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同

无效的，担保合同无效，但是法律另有规定的除外。 

 担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的，

应当根据其过错各自承担相应的民事责任。 

第三百八十九条 【担保范围】 

の土地請負経営権、建設用地使用権等の一部が譲渡される際、

譲渡される部分が地役権に関わる場合、地役権は譲受人に対

し法的拘束力を有する。 

第 384 条 【承役地権利者の解除権】 

地役権者に以下に掲げる事由の一つがある場合、承役地の

権利者は、地役権設定を解除する権利を有し、地役権は消滅

する。 

（1）法律の規定又は契約の約定に違反し、地役権を濫用した

場合 

（2）承役権を有償で利用し、約定した支払期間が満了した後、

合理的な期間内に 2度の催告を受けてなお費用を支払わない

場合 

第 385 条 【地役権の変更後の登記】 

すでに登記された地役権が変更、譲渡、消滅した場合、遅

滞なく変更登記又は抹消登記の手続きをしなければならな

い。 

第四分編 担保物権 

第十六章 一般規定 

第 386 条 【担保財産の優先弁済】 

担保物権者は、債務者が期限到来債務を履行しないか、当

事者が約定した担保物権実行の事由が発生した場合、法によ

り担保財産について優先して弁済を受ける権利を享有する。

ただし、法律に別段の規定がある場合を除く。 

第 387 条 【担保物権及び反担保の設定】 

債権者は、貸借、売買等の民事活動において、その債権の

実現を保障するために担保を必要とする場合、本法及びその

他の法律の規定により担保物権を設定することができる。 

第三者は、債務者のために債権者に担保を提供する場合、

債務者に対し反担保の提供を要求することができる。反担保

には、本法及びその他の法律の規定を適用する。 

第 388 条 【担保契約の定義及びその主催権契約との関係】

担保物権を設定するにあたっては、本法及びその他の法律

の規定により担保契約を締結しなければならない。担保契約

には、抵当権設定契約、質権設定契約及び担保機能を有する

その他の契約を含む。担保契約は、主催権債務契約の従たる

契約である。主催権債務契約が無効となる場合、担保契約も

無効とする。ただし、法律に別段の規定がある場合を除く。

 担保契約の無効が確認された後、債権者、担保提供者、債

権者に過失がある場合、それぞれ当該過失に基づき相応の民

事責任を負わなければならない。 

第 389 条 【担保範囲】 



大
  
地
  
仮
  
訳

 大地法律事務所仮訳 

 

 59

担保物权的担保范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔

偿金、保管担保财产和实现担保物权的费用。当事人另有约定

的，按照其约定。 

第三百九十条 【担保物权的物上代位性】 

担保期间，担保财产毁损、灭失或者被征收等，担保物权人

可以就获得的保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿。被担保

债权的履行期限未届满的，也可以提存该保险金、赔偿金或者

补偿金等。 

第三百九十一条 【债务转让对担保物权的效力】 

第三人提供担保，未经其书面同意，债权人允许债务人转移

全部或者部分债务的，担保人不再承担相应的担保责任。 

第三百九十二条 【混合担保规则】 

被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，债务人不履行

到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人

应当按照约定实现债权；没有约定或者约定不明确，债务人自

己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权；第

三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可

以请求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担担保责任

后，有权向债务人追偿。 

第三百九十三条 【担保物权消灭的情形】 

有下列情形之一的，担保物权消灭： 

 （一）主债权消灭； 

 （二）担保物权实现； 

 （三）债权人放弃担保物权； 

 （四）法律规定担保物权消灭的其他情形。 

第十七章 抵押权 

第一节 一般抵押权 

第三百九十四条 【抵押权的界定】 

为担保债务的履行，债务人或者第三人不转移财产的占有，

将该财产抵押给债权人的，债务人不履行到期债务或者发生当

事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。

 前款规定的债务人或者第三人为抵押人，债权人为抵押权人，

提供担保的财产为抵押财产。 

担保物権の担保範囲には、主催権及びその利息、違約金、

損害賠償金、担保財産の保管及び担保物権の実行にかかる費

用を含む。当事者に別段の約定がある場合は、その約定に従

う。 

第 390 条 【担保物権の物上代位性】 

担保期間において担保財産が毀損、滅失したか、収容され

る等した場合、担保物権者は取得した保険金、賠償金又は補

償金について優先して弁済を受けることができる。被担保債

権の履行期間が満了していない場合は、かかる保険金、賠償

金又は補償金等を供託することもできる。 

第 391 条 【債務譲渡の担保物権に対する効力】 

第三者が担保を提供し、債権者が第三者の書面による同意

を得ることなく、債務者に債務の全部又は一部を移転するこ

とを許可した場合、担保提供者は以後相応の担保責任を負わ

ない。 

第 392 条 【混合担保規則】 

担保される債権が物的担保を有し、かつ人的担保も有して

おり、債務者が期限到来債務を履行しないか、当事者の約定

した担保物権実行の事由が発生した場合、債権者は約定通り

に債権を実行しなければならない。約定していないか、約定

が不明確であり、債務者が自ら物的担保を提供した場合、債

権者は、まず当該物的担保について債権を実行しなければな

らない。第三者が物的担保を提供した場合、債権者は物的担

保について債権を実行することができ、保証人に対して保証

責任を負うよう要求することもできる。担保を提供した第三

者は、担保責任を負った後、債務者に対し求償する権利を有

する。 

第 393 条 【担保物権が消滅する事由】 

以下に掲げる事由の一つがある場合、担保物権は消滅する。

（1）主催権の消滅 

（2）担保物権の実行 

（3）債権者による担保物権の放棄 

（4）法律で担保物権が消滅することを定めるその他の事由 

第十七章 抵当権 

第一節 一般抵当権 

第 394 条 【抵当権の定義】 

債務の履行を担保するため、債務者又は第三者が財産の占

有を移転することなく、かかる財産に債権者のために抵当権

を設定し、債務者が期限到来債務を履行しないか、当事者の

約定した抵当権実行の事由が発生した場合、債権者は、当該

財産について優先して弁済を受ける権利を有する。 

 前項に規定する債務者又は第三者を抵当権設定者とし、そ
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第三百九十五条 【可抵押财产的范围】 

债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押： 

 （一）建筑物和其他土地附着物； 

 （二）建设用地使用权； 

 （三）海域使用权； 

 （四）生产设备、原材料、半成品、产品； 

 （五）正在建造的建筑物、船舶、航空器； 

 （六）交通运输工具； 

 （七）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。 

 抵押人可以将前款所列财产一并抵押。 

第三百九十六条 【动产浮动抵押规则】 

企业、个体工商户、农业生产经营者可以将现有的以及将有

的生产设备、原材料、半成品、产品抵押，债务人不履行到期

债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就

抵押财产确定时的动产优先受偿。 

第三百九十七条 【建筑物和相应的建设用地使用权一并抵押

规则】 

以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一

并抵押。以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵

押。 

 抵押人未依据前款规定一并抵押的，未抵押的财产视为一并

抵押。 

第三百九十八条 【乡镇、村企业的建设用地使用权与房屋一

并抵押规则】 

乡镇、村企业的建设用地使用权不得单独抵押。以乡镇、村

企业的厂房等建筑物抵押的，其占用范围内的建设用地使用权

一并抵押。 

第三百九十九条 【禁止抵押的财产范围】 

下列财产不得抵押： 

 （一）土地所有权； 

 （二）宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，

但是法律规定可以抵押的除外； 

の債権者を抵当権者とし、担保に供する財産を抵当財産とす

る。 

第 395 条 【抵当権を設定できる財産の範囲】 

債権者又は第三者が処分権を有する、以下に掲げる財産に

は、抵当権を設定することができる。 

（1）建築物その他の土地の定着物 

（2）建設用地使用権 

（3）海域使用権 

（4）生産設備、原材料、半製品、製品 

（5）建造中の建築物、船舶、航空機 

（6）交通輸送手段 

（7）法律、行政法規により抵当権の設定が禁止されていない

その他の財産 

 抵当権設定者は、前項に掲げる財産を複数併せて抵当権を

設定することができる。 

第 396 条 【動産の浮動担保規則】 

企業、個人工商業者及び農業生産経営者は、既存の及び将

来有する生産設備、原材料、半製品、製品に抵当権を設定す

ることができる。債務者が期限到来債務を履行しないか、当

事者の約定した抵当権実行の事由が発生した場合、債権者は、

抵当財産として確定された際の動産について優先して弁済を

受ける権利を有する。 

第 397 条 【建築物と相応の建設用地使用権に併せて抵当権

を設定する規則】 

建築物に抵当権を設定する場合、当該建築物が占用する範

囲内の建設用地使用権にも併せて抵当権を設定する。建設用

地使用権に抵当権を設定する場合、当該土地上の建築物にも

併せて抵当権を設定する。 

 抵当権設定者が前項の規定通りに併せて抵当権を設定しな

い場合、抵当権が設定されていない財産は併せて抵当権が設

定されたものとみなす。 

第 398 条 【郷鎮・村企業の建設用地使用権と物件に併せて

抵当権を設定する規則】 

郷鎮・村企業の建設用地使用権には単独で抵当権を設定し

てはならない。郷鎮・村企業の工場建物等の建築物に抵当権

を設定する場合、その占用する範囲内の建設用地使用権にも

併せて抵当権を設定する。 

第 399 条 【抵当権の設定を禁止する財産の範囲】 

以下に掲げる財産には抵当権を設定してはならない。 

（1）土地所有権 

（2）宅地、自留地、自留山等の集団所有にかかる土地使用権。

ただし、法律に抵当権を設定できることが定められているも

のを除く。 

（3）学校、幼稚園、医療機関等、公益目的で設立された非営
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 （三）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利

法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施； 

 （四）所有权、使用权不明或者有争议的财产； 

 （五）依法被查封、扣押、监管的财产； 

 （六）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。 

第四百条 【抵押合同】 

设立抵押权，当事人应当采用书面形式订立抵押合同。 

 抵押合同一般包括下列条款： 

 （一）被担保债权的种类和数额； 

 （二）债务人履行债务的期限； 

 （三）抵押财产的名称、数量等情况； 

 （四）担保的范围。 

第四百零一条 【流押条款的优先受偿效力】 

抵押权人在债务履行期限届满前，与抵押人约定债务人不履

行到期债务时抵押财产归债权人所有的，只能依法就抵押财产

优先受偿。 

第四百零二条 【不动产抵押的登记生效主义】 

以本法第三百九十五条第一款第一项至第三项规定的财产或

者第五项规定的正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。

抵押权自登记时设立。 

第四百零三条 【动产抵押权设立的登记对抗主义】 

以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，

不得对抗善意第三人。 

第四百零四条 【动产抵押权对抗效力的限制】 

以动产抵押的，不得对抗正常经营活动中已经支付合理价款

并取得抵押财产的买受人。 

第四百零五条 【抵押权和租赁关系之间的效力等级】 

抵押权设立前，抵押财产已经出租并转移占有的，原租赁关

系不受该抵押权的影响。 

第四百零六条 【抵押期间抵押财产转让应当遵循的规则】 

抵押期间，抵押人可以转让抵押财产。当事人另有约定的，

按照其约定。抵押财产转让的，抵押权不受影响。 

 抵押人转让抵押财产的，应当及时通知抵押权人。抵押权人

利法人の教育施設、医療衛生施設及びその他の公益施設 

（4）所有権、使用権が不明であるか、紛争のある財産 

（5）法により封印、差押え、監督管理されている財産 

（6）法律、行政法規に抵当権を設定してはならないことが定

められているその他の財産 

第 400 条 【抵当権設定契約】 

抵当権の設定にあたり、当事者は書面形式で抵当権設定契

約を締結しなければならない。 

 抵当権設定契約には、一般に以下に掲げる条項を含む。 

（1）被担保債権の種類及び金額 

（2）債務者の債務履行期限 

（3）抵当財産の名称、数量等の状況 

（4）担保の範囲 

第 401 条 【流抵当条項による優先弁済効力】 

債務履行期間が満了するまでに、抵当権者が債務者が期限

到来債務を履行しなければ抵当財産は債権者の所有に帰属す

る旨を抵当権設定者と約定している場合、抵当権者は、法に

より抵当財産について優先弁済を受けることしかできない。

第 402 条 【不動産抵当権の登記発効主義】 

本法第 395 条第 1項第（1）号から第（3）号に定めた財産

又は第（5）号に定めた建造中の建築物に抵当権を設定する場

合、抵当権設定登記の手続きを行わなければならない。抵当

権は、登記時より設定される。 

第 403 条 【動産抵当権設定の登記対抗主義】 

動産に抵当権を設定する場合、抵当権は、抵当権設定契約

が発効した時より設定される。登記を行っていない場合は、

善意の第三者に対抗することができない。 

第 404 条 【動産抵当権の対抗効力の制限】 

動産に抵当権を設定する場合、正常な経営活動においてす

でに合理的な代金を支払って抵当財産を取得した買主には対

抗することができない。 

第 405 条 【抵当権及び賃貸関係の間の効力等級】 

抵当権の設定前に、抵当財産がすでに賃貸され、かつ占有

も移転されている場合、元の賃貸借関係は当該抵当権の影響

を受けない。 

第 406 条 【抵当期間において抵当財産を譲渡する場合に遵

守すべき規則】 

抵当権設定期間において、抵当権設定者は、抵当財産を譲

渡することができる。当事者に別段の約定がある場合は、そ

の約定に従う。抵当財産が譲渡された場合、抵当権には影響

を受けない。 

 抵当財産を譲渡する場合、抵当権設定者は遅滞なく抵当権
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能够证明抵押财产转让可能损害抵押权的，可以请求抵押人将

转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。转让的价

款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。

第四百零七条 【抵押权的从属性】 

抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担

保。债权转让的，担保该债权的抵押权一并转让，但是法律另

有规定或者当事人另有约定的除外。 

第四百零八条 【抵押财产价值减少时抵押权人的补救措施】

抵押人的行为足以使抵押财产价值减少的，抵押权人有权请求

抵押人停止其行为；抵押财产价值减少的，抵押权人有权请求

恢复抵押财产的价值，或者提供与减少的价值相应的担保。抵

押人不恢复抵押财产的价值，也不提供担保的，抵押权人有权

请求债务人提前清偿债务。 

第四百零九条 【抵押权人放弃抵押权或抵押权顺位的法律后

果】 

抵押权人可以放弃抵押权或者抵押权的顺位。抵押权人与抵

押人可以协议变更抵押权顺位以及被担保的债权数额等内容。

但是，抵押权的变更未经其他抵押权人书面同意的，不得对其

他抵押权人产生不利影响。 

 债务人以自己的财产设定抵押，抵押权人放弃该抵押权、抵

押权顺位或者变更抵押权的，其他担保人在抵押权人丧失优先

受偿权益的范围内免除担保责任，但是其他担保人承诺仍然提

供担保的除外。 

第四百一十条 【抵押权实现的方式和程序】 

债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的

情形，抵押权人可以与抵押人协议以抵押财产折价或者以拍卖、

变卖该抵押财产所得的价款优先受偿。协议损害其他债权人利

益的，其他债权人可以请求人民法院撤销该协议。 

 抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权

者に通知しなければならない。抵当権者は、抵当財産の譲渡

が抵当権を損なうおそれがあることを証明できる場合、抵当

権設定者に対し、譲渡により取得した代金を抵当権者に対す

る債務の繰上弁済に充てるか、供託するよう請求することが

できる。譲渡代金について、債権金額を超える部分は抵当権

設定者の所有に帰属し、不足する部分は債務者により弁済す

る。 

第 407 条 【抵当権の従属性】 

抵当権は、債権と分離して単独で譲渡したり、他の債権の

担保としてはならない。債権を譲渡する場合、当該債権を担

保する抵当権も併せて譲渡する。ただし、法律に別段の規定

があるか、当事者に別段の約定がある場合を除く。 

第 408 条 【抵当財産の価値が減少した場合の抵当権設定者

の救済措置】 

抵当権設定者の行為が抵当財産の価値を減少させるに足る

場合、抵当権者は、抵当権設定者にその行為の停止を請求す

る権利を有する。抵当財産の価値が減少した場合、抵当権者

は、抵当財産の価値を回復するか、減少した価値に相応の担

保の提供を請求する権利を有する。抵当権設定者が抵当財産

の価値を回復せず、担保も提供しない場合、抵当権者は、債

務者に対し債務の繰上弁済を請求する権利を有する。 

第 409 条 【抵当権者が抵当権又は抵当権の順位を放棄する

ことの法的結果】 

抵当権者は、抵当権又は抵当権の順位を放棄することがで

きる。抵当権者と抵当権設定者とは、抵当権の順位及び担保

される債権金額等の内容を協議により変更することができ

る。ただし、抵当権の変更についてその他の抵当権者の書面

による同意を得ていない場合は、その他の抵当権者に不利な

影響を与えてはならない。 

 債務者が自己の財産に抵当権を設定しており、抵当権者が

当該抵当権もしくは抵当権の順位を放棄するか、抵当権を変

更した場合、その他の担保提供者は、抵当権者が優先して弁

済を受けられる権益を喪失した範囲内において担保責任を免

れる。ただし、その他の担保提供者がなおも担保を提供する

ことを承諾した場合を除く。 

第 410 条 【抵当権を実現する方式と手続き】 

債務者が期限到来債務を履行しないか、当事者の約定した

抵当権実行の事由が発生した場合、抵当権者は抵当権設定者

と協議し、抵当財産につき価額査定もしくは当該抵当財産を

競売、換価して取得した代金により優先して弁済を受けるこ

とができる。協議が他の債権者の利益を損なう場合は、その

他の債権者より裁判所に対し当該協議の取消しを請求するこ

とができる。 

 抵当権者と抵当権設定者が抵当権の実行方式について合意
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人可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产。 

 抵押财产折价或者变卖的，应当参照市场价格。 

第四百一十一条 【动产浮动抵押的抵押财产价值的确定时间】

依据本法第三百九十六条规定设定抵押的，抵押财产自下列

情形之一发生时确定： 

 （一）债务履行期限届满，债权未实现； 

 （二）抵押人被宣告破产或者解散； 

 （三）当事人约定的实现抵押权的情形； 

 （四）严重影响债权实现的其他情形。 

第四百一十二条 【抵押财产孳息归属】 

债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的

情形，致使抵押财产被人民法院依法扣押的，自扣押之日起，

抵押权人有权收取该抵押财产的天然孳息或者法定孳息，但是

抵押权人未通知应当清偿法定孳息义务人的除外。 

 前款规定的孳息应当先充抵收取孳息的费用。 

第四百一十三条 【抵押财产变现清偿债务】 

抵押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部

分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。 

第四百一十四条 【统一财产上多个抵押权的效力顺序】 

同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所

得的价款依照下列规定清偿： 

 （一）抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺

序； 

 （二）抵押权已经登记的先于未登记的受偿； 

 （三）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。 

 其他可以登记的担保物权，清偿顺序参照适用前款规定。 

第四百一十五条 【既有抵押权又有质权的财产的清偿顺序】

同一财产既设立抵押权又设立质权的，拍卖、变卖该财产所

得的价款按照登记、交付的时间先后确定清偿顺序。 

第四百一十六条 【动产抵押担保的优先效力规则】 

动产抵押担保的主债权是抵押物的价款，标的物交付后十日

に至らなかった場合、抵当権者より裁判所に対し、抵当財産

の競売又は換価を請求することができる。 

 抵当財産について価額査定又は換価を行う際は、市場価格

を参照しなければならない。 

第 411 条 【動産浮動担保の抵当財産価値の確定時】 

本法第 396 条の規定により抵当権を設定する場合、抵当財

産は、以下に掲げる事由の一つが生じたときに確定する。 

（1）債務の履行期間が満了しても債権が実行されない場合 

（2）抵当権設定者が破産を宣告されたか、解散した場合 

（3）当事者が約定した抵当権実行の事由 

（4）債権の実現に重大な影響を及ぼすその他の事由 

第 412 条 【抵当財産の果実の帰属】 

債務者が期限到来債務を履行しないか、当事者の約定した

抵当権実行の事由が発生し、抵当財産が裁判所によって法に

より差し押さえられることとなった場合、抵当権者は、差押

えの日から、当該抵当財産である天然果実又は法定果実を収

取する権利を有する。ただし、抵当権者が法定果実を弁済す

るべき義務者に通知していない場合を除く。 

 前項に定める果実は、果実を収取する費用にまず充当しな

ければならない。 

第 413 条 【抵当財産の現金化による債務弁済】 

抵当財産につき価額査定するか、競売もしくは換価した後、

その価額又は代金について、債権金額を超える部分は抵当権

設定者の所有に帰属し、不足部分は債務者により弁済する。

第 414 条 【同一財産に複数の抵当権を設定する場合の効力

順位】 

同一の財産について 2名以上の債権者に対し抵当権が設定

されている場合、抵当財産を競売、換価して取得した代金は

以下に掲げる規定に従い弁済に充てるものとする。 

（1）抵当権がすでに登記されている場合、登記した時間の先

後により弁済順位を確定する。 

（2）抵当権がすでに登記されているものは未登記のものに先

行して弁済を受ける。 

（3）抵当権が登記されていない場合、債権の割合により弁済

する。 

 登記することができるその他の担保物件について、弁済順

位は前項の規定を参照し適用する。 

第 415 条 【抵当権と質権が設定された財産の弁済順位】 

同一の財産について抵当権を設定した上、質権も設定する

場合、当該財産を競売するか、換価して取得した代金は、登

記又は引渡しの時間の先後により弁済順位を確定する。 

第 416 条 【動産を抵当とする担保の優先効力規則】 

動産を抵当とする担保の主催権が抵当物の価額となってお
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内办理抵押登记的，该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担

保物权人受偿，但是留置权人除外。 

第四百一十七条 【以建设用地使用权抵押后新增建筑物不属

于抵押财产】 

建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押

财产。该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增

的建筑物与建设用地使用权一并处分。但是，新增建筑物所得

的价款，抵押权人无权优先受偿。 

第四百一十八条 【以集体土地使用权抵押的实现抵押权后应

当遵守的规则】 

以集体所有土地的使用权依法抵押的，实现抵押权后，未经

法定程序，不得改变土地所有权的性质和土地用途。 

第四百一十九条 【抵押权的行使期间】 

抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权；未行使的，

人民法院不予保护。 

第二节 高额抵押权 

第四百二十条 【 高额抵押规则】 

为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连

续发生的债权提供担保财产的，债务人不履行到期债务或者发

生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在 高债权

额限度内就该担保财产优先受偿。 

 高额抵押权设立前已经存在的债权，经当事人同意，可以

转入 高额抵押担保的债权范围。 

第四百二十一条 【 高额抵押权担保的部分债权转让效力】

高额抵押担保的债权确定前，部分债权转让的， 高额抵

押权不得转让，但是当事人另有约定的除外。 

第四百二十二条 【 高额抵押所担保债权的前的内容变更】

高额抵押担保的债权确定前，抵押权人与抵押人可以通过

协议变更债权确定的期间、债权范围以及 高债权额。但是，

变更的内容不得对其他抵押权人产生不利影响。 

   

第四百二十三条 【 高额抵押所担保债权的确定时间】 

有下列情形之一的，抵押权人的债权确定： 

 （一）约定的债权确定期间届满； 

 （二）没有约定债权确定期间或者约定不明确，抵押权人或

り、目的物が引き渡されてから 10 日以内に抵当権設定登記手

続きをした場合、当該抵当権者は、抵当物の買主のその他の

担保物権者に優先して弁済を受けるが、留置権者を除く。 

第 417 条 【建設用地使用権により抵当権を設定した後に新

たに増加した建築物は抵当財産に属しない】 

建設用地使用権が抵当とされた後に、当該土地上に新たに

増加された建築物は、抵当財産には属しない。当該建設用地

使用権は、抵当権を実行する際、当該土地上に新たに増加さ

れた建築物と建設用地使用権を併せて処分しなければならな

い。ただし、新たに増加された建築物により取得した代金に

つき、抵当権者は優先して弁済を受ける権利を有しない。 

第 418 条 【集団土地使用権により抵当権を設定した場合、

抵当権の実行後に遵守すべき規則】 

集団所有の土地の使用権を法により抵当とし、抵当権の実

行後に法定の手続きを行っていない場合、土地所有権の性質

及び土地の用途を変更してはならない。 

第 419 条 【抵当権の行使期間】 

抵当権者は、主催権の訴訟時効期間中に抵当権を行使しな

ければならず、行使しなかった場合、裁判所は保護しない。

第二節 根抵当権 

第 420 条 【根抵当規則】 

債務の履行を担保するため、債務者又は第三者が一定期間

内に継続して発生する債権について担保財産を提供してお

り、債務者が期限到来債務を履行しないか、当事者の約定し

た抵当権実行の事由が発生した場合、抵当権者は、債権の極

度額の範囲内で当該担保財産について優先して弁済を受ける

権利を有する。 

第 421 条 【根抵当担保の一部債権譲渡の効力】 

根抵当の担保する債権が確定する前に、債権の一部を譲渡

する場合、根抵当権は譲渡してはならない。ただし、当事者

に別段の約定がある場合を除く。 

第 422 条 【根抵当債権の確定前の内容変更】 

根抵当の担保する債権が確定するまで、抵当権者と抵当権

設定は、協議により債権確定の期間、債権の範囲、極度額を

変更することができる。ただし、変更内容は、他の抵当権者

に不利な影響をもたらしてはならない。 

第 423 条 【根抵当の担保する債権の確定時】 

以下に掲げる事由の一つがある場合、抵当権者の債権は確

定される。 

（1）約定した債権確定期間が満了した場合 

（2）債権確定期間を約定していないか、約定が不明確であり、
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者抵押人自 高额抵押权设立之日起满二年后请求确定债权；

 （三）新的债权不可能发生； 

 （四）抵押权人知道或者应当知道抵押财产被查封、扣押；

 （五）债务人、抵押人被宣告破产或者解散； 

 （六）法律规定债权确定的其他情形。 

第四百二十四条 【 高额抵押的法律适用】 

高额抵押权除适用本节规定外，适用本章第一节的有关规

定。 

第十八章 质权 

第一节 动产质权 

第四百二十五条 【动产质权概念】 

为担保债务的履行，债务人或者第三人将其动产出质给债权

人占有的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现

质权的情形，债权人有权就该动产优先受偿。 

 前款规定的债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，

交付的动产为质押财产。 

第四百二十六条 【禁止出质的动产范围】 

法律、行政法规禁止转让的动产不得出质。 

第四百二十七条 【质押合同行使及内容】 

设立质权，当事人应当采用书面形式订立质押合同。 

 质押合同一般包括下列条款： 

 （一）被担保债权的种类和数额； 

 （二）债务人履行债务的期限； 

 （三）质押财产的名称、数量等情况； 

 （四）担保的范围； 

 （五）质押财产交付的时间、方式。 

第四百二十八条 【流质条款的优先受偿效力】 

质权人在债务履行期限届满前，与出质人约定债务人不履行

到期债务时质押财产归债权人所有的，只能依法就质押财产优

先受偿。 

第四百二十九条 【质权的设立】 

质权自出质人交付质押财产时设立。 

第四百三十条 【质权设立期间的孳息收取】 

抵当権者又は抵当権設定者が、根抵当権設定の日から 2年が

経過してから債権の確定を請求した場合 

（3）新たな債権が発生し得ない場合 

（4）抵当権者が、抵当財産を封印され、差し押さえられるこ

とを知るか、知り得るべきであった場合 

（5）債務者、低当権設定者が破産を宣告されるか解散した場

合 

（6）法律に規定する債権確定のその他の事由 

第 424 条 【根抵当の法律適用】根抵当権には、本節の規定

を適用するほか、本章第一節の関連規定を適用する。 

第十八章 質権 

第一節 動産質 

第 425 条 【動産質の概念】 

債務の履行を担保するために債権者又は第三者がその動産

に質権を設定して債権者に占有させており、債務者が期限到

来債務を履行しないか、当事者の約定した質権実行の事由が

発生した場合、債権者は、当該動産について優先して弁済を

受ける権利を有する。 

 前項に規定する債務者又は第三者を質権設定者とし、債権

者を質権者とし、引き渡される動産を質物とする。 

第 426 条 【質権設定を禁止する動産の範囲】 

法律、行政法規により譲渡が禁止されている動産には、質

権を設定してはならない。 

第 427 条 【質権設定契約の形式及び内容】 

質権の設定にあたり、当事者は書面形式で質権設定契約を

締結しなければならない。 

 質権設定契約には、一般に以下に掲げる条項を含む。 

（1）被担保債権の種類及び金額 

（2）債務者の債務履行期限 

（3）質物の名称、数量等の状況 

（4）担保の範囲 

（5）質物引渡しの期日及び方式 

第 428 条 【流質条項による優先弁済効力】 

債務履行期間が満了する前に、債務者が期限到来債務を履

行しなければ質物は債権者の所有に帰属する旨を質権者と質

権設定者の間で約定している場合、質権者は、法により質物

について優先弁済を受けることしかできない。 

第 429 条 【質権の設定】 

質権は、質権設定者が質物の引渡し時より設定される。 

第 430 条 【質権設定期間における果実の収取】 
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质权人有权收取质押财产的孳息，但是合同另有约定的除外。

 前款规定的孳息应当先充抵收取孳息的费用。 

第四百三十一条 【质权人对质押财产处分的限制及其法律责

任】 

质权人在质权存续期间，未经出质人同意，擅自使用、处分

质押财产，造成出质人损害的，应当承担赔偿责任。 

第四百三十二条 【质物保管义务】 

质权人负有妥善保管质押财产的义务；因保管不善致使质押

财产毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。 

 质权人的行为可能使质押财产毁损、灭失的，出质人可以请

求质权人将质押财产提存，或者请求提前清偿债务并返还质押

财产。 

第四百三十三条 【质押财产保全】 

因不可归责于质权人的事由可能使质押财产毁损或者价值

明显减少，足以危害质权人权利的，质权人有权请求出质人提

供相应的担保；出质人不提供的，质权人可以拍卖、变卖质押

财产，并与出质人协议将拍卖、变卖所得的价款提前清偿债务

或者提存。 

第四百三十四条 【转质】 

质权人在质权存续期间，未经出质人同意转质，造成质押财

产毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。 

第四百三十五条 【放弃质权】 

质权人可以放弃质权。债务人以自己的财产出质，质权人放

弃该质权的，其他担保人在质权人丧失优先受偿权益的范围内

免除担保责任，但是其他担保人承诺仍然提供担保的除外。 

第四百三十六条 【质物返还与质权实现】 

债务人履行债务或者出质人提前清偿所担保的债权的，质权

人应当返还质押财产。 

 债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情

形，质权人可以与出质人协议以质押财产折价，也可以就拍卖、

質権者は、質物の果実を収取する権利を有する。ただし、

契約に別段の約定がある場合を除く。 

 前項に定める果実は、果実を収取する費用にまず充当しな

ければならない。 

第 431 条 【質権者の質物処分にかかる制限及びその法的責

任】 

質権者は、質権の存続期間において、質権設定者の同意を

得ずに、質物を無断で使用又は処分し、質権設定者に損害を

もたらした場合、賠償責任を負わなければならない。 

第 432 条 【質物の保管義務】 

質権者は、質物を適切に保管する義務を負う。保管が不適

切であったことにより質物を損傷又は滅失させた場合、賠償

責任を負わなければならない。 

 質権者の行為により質物が損傷又は滅失するおそれがある

場合、質権設定者は、質権者に対し質物を供託するよう請求

するか、債務の繰上弁済に充てて質物を返還するよう要求す

ることができる。 

第 433 条 【質物の保全】 

質権者に責任を追及できない事由により質物を損傷させる

か、価値を明らかに減少させるおそれがあり、質権者の権利

に害を及ぼすに足る場合、質権者は、質権設定者に対し相応

の担保の提供を請求する権利を有する。質権設定者が担保を

提供しない場合、質権者は、質物を競売又は換価することが

できるほか、質権設定者と協議して競売又は換価により取得

した代金を債務の繰上弁済に充てるか、供託することもでき

る。 

第 434 条 【転質】 

質権者は、質権の存続期間において、質権設定者の同意を

得ずに転質し、質物を毀損、滅失させた場合、質権設定者に

対して賠償責任を負わなければならない。 

第 435 条 【質権の放棄】 

質権者は、質権を放棄することができる。債務者が自己の

財産をもって質権を設定し、質権者が当該質権を放棄した場

合、その他の担保提供者は、質権者が優先して弁済を受けら

れる権益を喪失した範囲内において担保責任を免れる。ただ

し、その他の担保提供者がなおも担保を提供することを承諾

した場合を除く。 

第 436 条 【質物の返還及び質権の実行】 

債務者が債務を履行したか、質権設定者が担保される債権

を繰上弁済した場合、質権者は、質物を返還しなければなら

ない。 

債権者が期限到来債務を履行しないか、当事者の約定した

質権実行の事由が発生した質権者は質権設定者と協議し、質
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变卖质押财产所得的价款优先受偿。 

 质押财产折价或者变卖的，应当参照市场价格。 

第四百三十七条 【出质人请求质权人及时行使质权】 

出质人可以请求质权人在债务履行期限届满后及时行使质

权；质权人不行使的，出质人可以请求人民法院拍卖、变卖质

押财产。 

 出质人请求质权人及时行使质权，因质权人怠于行使权利造

成出质人损害的，由质权人承担赔偿责任。 

第四百三十八条 【质押财产变价款归属】 

质押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部

分归出质人所有，不足部分由债务人清偿。 

第四百三十九条 【 高额质权】 

出质人与质权人可以协议设立 高额质权。 

 高额质权除适用本节有关规定外，参照适用本编第十七章

第二节的有关规定。 

第二节 权利质权 

第四百四十条 【可出质的权利的范围】 

债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质： 

 （一）汇票、本票、支票； 

 （二）债券、存款单； 

 （三）仓单、提单； 

 （四）可以转让的基金份额、股权； 

 （五）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识

产权中的财产权； 

 （六）现有的以及将有的应收账款； 

 （七）法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。 

第四百四十一条 【有价证券出质的形式要件以及质权生效时

间】 

以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单出质的，

质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自

办理出质登记时设立。法律另有规定的，依照其规定。 

第四百四十二条 【提前行使权利质权】 

物につき価額査定もしくは当該質物を競売、換価して取得し

た代金について優先して弁済を受けることができる。 

質物につき価額査定又は換価する場合は市場価格を参照し

なければならない。 

第 437 条 【質権設定者の質権者に対する質権の速やかな行

使の請求】 

質権設定者は、質権者に対し、債務履行期間が満了した後

遅滞なく質権を行使するよう請求することができる。質権者

が行使しない場合、質権設定者は、裁判所に対し、質物の競

売又は換価を請求することができる。 

 質権設定者が質権者に対し遅滞なく債権を行使するよう請

求し、質権者が権利の行使を怠ったことにより質権設定者に

損害をもたらした場合、質権者が賠償責任を負う。 

第 438 条 【質物を現金化した代金の帰属】 

質物につき価額査定もしくは競売、換価した後、その価額

又は代金について、債権金額を超える部分は質権設定者の所

有に帰属し、不足する部分は債務者により弁済する。 

第 439 条 【根質権】 

質権設定者と質権者とは、根質権の設定について協議する

ことができる。 

 根質権には、本節の関連規定を適用するほか、本編第十七

章第二節の関連規定を参照し適用する。 

第二節 権利質 

第 440 条 【質権を設定できる権利の範囲】 

債務者又は第三者が処分する権利を有する以下に掲げる権

利には、質権を設定することができる。 

（1）為替手形、約束手形、小切手 

（2）債券、預金証書 

（3）倉庫証券、船荷証券 

（4）譲渡することのできる基金持分、株式・持分 

（5）譲渡することのできる登録商標専用権、特許権、著作権

等の知的財産権のうちの財産権 

（6）既存の及び将来有する売掛債権 

（7）法律及び行政法規に質権を設定することができると規定

されているその他の財産上の権利 

第 441 条 【有価証券に質権を設定する場合の形式要件及び

質権の発効時】 

為替手形、約束手形、小切手、債券、預金証書、倉庫証券、

船荷証券に質権を設定する場合、質権は権利証憑が質権者に

引き渡された時より設定される。法律に別段の規定がある場

合は、当該規定に従う。 

第 442 条 【権利質権の先行行使】 
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汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单的兑现日期

或者提货日期先于主债权到期的，质权人可以兑现或者提货，

并与出质人协议将兑现的价款或者提取的货物提前清偿债务或

者提存。 

第四百四十三条 【基金份额质权、股权质权】 

以基金份额、股权出质的，质权自办理出质登记时设立。 

 基金份额、股权出质后，不得转让，但是出质人与质权人协

商同意的除外。出质人转让基金份额、股权所得的价款，应当

向质权人提前清偿债务或者提存。 

第四百四十四条 【知识产权质权】 

以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权

出质的，质权自办理出质登记时设立。 

 知识产权中的财产权出质后，出质人不得转让或者许可他人

使用，但是出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让或者

许可他人使用出质的知识产权中的财产权所得的价款，应当向

质权人提前清偿债务或者提存。 

第四百四十五条 【应收账款质权】 

以应收账款出质的，质权自办理出质登记时设立。 

 应收账款出质后，不得转让，但是出质人与质权人协商同意

的除外。出质人转让应收账款所得的价款，应当向质权人提前

清偿债务或者提存。 

第四百四十六条 【权利质权的法律适用】 

权利质权除适用本节规定外，适用本章第一节的有关规定。

第十九章 留置权 

第四百四十七条 【留置权规则】 

债务人不履行到期债务，债权人可以留置已经合法占有的债

务人的动产，并有权就该动产优先受偿。 

 前款规定的债权人为留置权人，占有的动产为留置财产。 

為替手形、約束手形、小切手、債券、預金証書、倉庫証券、

船荷証券の引換期日又は貨物引渡期日が主催権の期限より先

に到来する場合、質権者は、引換え又は貨物の引渡しを受け

ることができるほか、質権設定者と協議して引換えた代金又

は引渡しを受けた貨物を債務の繰上弁済に充てるか、供託す

ることもできる。 

第 443 条 【基金持分の質権、株式・持分の質権】 

基金持分、株式・持分に質権を設定する場合、質権は質権

設定登記手続きを行った時より設定される。 

 基金持分、株式・持分に質権を設定した後、質権設定者は

これを譲渡したり、他人にその使用を許諾してはならない。

ただし、質権設定者と質権者が協議により合意した場合を除

く。質権設定者が基金持分、株式・持分を譲渡して取得した

代金は、質権者に対する債務の繰上弁済に充てるか、供託し

なければならない。 

第 444 条 【知的財産権の質権】 

登録商標専用権、特許権、著作権等の知的財産権のうちの

財産権に質権を設定する場合、質権は質権設定登記手続きを

行った時より設定される。 

 知的財産権のうちの財産権に質権を設定した後、質権設定

者はこれを譲渡したり、他人にその使用を許諾してはならな

い。ただし、質権設定者と質権者が協議により合意した場合

を除く。質権設定者が質権を設定された知的財産のうちの財

産権を譲渡するか、他人にその使用を許諾して取得した代金

又は対価は、質権者に対する債務の繰上弁済に充てるか、供

託しなければならない。 

第 445 条 【売掛債権の質権】 

売掛財産に質権を設定する場合、質権は質権設定登記手続

きを行った時より設定される。 

 売掛財産に質権を設定した後、これを譲渡してはならない。

ただし、質権設定者と質権者が協議により合意した場合を除

く。質権設定者が売掛債権を譲渡して取得した代金は、質権

者に対する債務の繰上弁済に充てるか、供託しなければなら

ない。 

第 446 条 【権利質の法律適用】 

権利質には、本節の規定を適用するほか、本章第一節の関

連規定を適用する。 

第十九章 留置権 

第 447 条 【留置権の規則】 

債務者が期限到来債務を履行しない場合、債権者は、すで

に適法に占有している債務者の動産を留置することができ、

かつ当該動産から優先して弁済を受ける権利を有する。 

前項に規定する債権者を留置権者とし、占有する動産を留
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第四百四十八条 【留置权积极要件】 

债权人留置的动产，应当与债权属于同一法律关系，但是企

业之间留置的除外。 

第四百四十九条 【留置权消极要件】 

法律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置。 

第四百五十条 【可分留置物】 

留置财产为可分物的，留置财产的价值应当相当于债务的金

额。 

第四百五十一条 【留置权人保管义务】 

留置权人负有妥善保管留置财产的义务；因保管不善致使留

置财产毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。 

第四百五十二条 【留置财产的孳息收取】 

留置权人有权收取留置财产的孳息。 

 前款规定的孳息应当先充抵收取孳息的费用。 

第四百五十三条 【留置权实现的一般规则】 

留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期限；没

有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人六十日以上

履行债务的期限，但是鲜活易腐等不易保管的动产除外。债务

人逾期未履行的，留置权人可以与债务人协议以留置财产折价，

也可以就拍卖、变卖留置财产所得的价款优先受偿。 

 留置财产折价或者变卖的，应当参照市场价格。 

第四百五十四条 【债务人请求留置权人行使留置权】 

债务人可以请求留置权人在债务履行期限届满后行使留置

权；留置权人不行使的，债务人可以请求人民法院拍卖、变卖

留置财产。 

第四百五十五条 【留置权实现方式】 

留置财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部

分归债务人所有，不足部分由债务人清偿。 

第四百五十六条 【留置权优先于其他担保物权效力】 

同一动产上已经设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，

置財産とする。 

第 448 条 【留置権の積極要件】 

債権者の留置する動産は、債権と同一の法律関係になけれ

ばならない。ただし、企業間の留置である場合を除く。 

第 449 条 【留置権の消極要件】 

法律の規定又は当事者の約定により留置してはならないとさ

れている動産は、留置してはならない。 

第 450 条 【可分留置物】 

留置財産が可分物である場合、留置財産の価額は、債務の

金額に相当する額でなければならない。 

第 451 条 【留置権者の保管義務】 

留置権者は、留置財産を適切に保管する義務を負う。保管

が不適切であったことにより留置財産を毀損又は滅失させた

場合、賠償責任を負わなければならない。 

第 452 条 【留置財産の果実の収取】 

留置権者は、留置財産の果実を収取する権利を有する。 

 前項に定める果実は、果実を収取する費用にまず充当しな

ければならない。 

第 453 条 【留置権実現の一般規則】 

留置権者と債権者とは、財産を留置後の債務の履行期間を

約定しなければならない。約定していないか、約定が不明確

な場合、留置権者は、債務者に 60 日以上の債務履行期間を与

えなければならない。ただし、生鮮品、腐りやすいもの等保

管が困難な動産を除く。債務者が期限を徒過して履行しない

場合、留置権者は、債務者と協議し、留置財産につき価額査

定するか、もしくは当該留置財産を競売、換価して取得した

代金について優先して弁済を受けることができる。 

 留置財産について価額査定又は換価を行う場合は、市場価

格を参照しなければならない。 

第 454 条 【債権者による留置権者への留置権行使請求】 

債務者は、留置権者に対し、債務履行期間が満了した後留

置権を行使するよう請求することができる。留置権者が行使

しない場合、債務者は、裁判所に対し、留置財産の競売又は

換価を請求することができる。 

第 455 条 【留置権の実行方式】 

留置財産につき価額査定するか、競売、換価した後、その

価額又は代金について、債権金額を超える部分は債務者の所

有に帰属し、不足部分は債務者により弁済する。 

第 456 条 【その他の担保物件の効力に対する留置権の優先】

同一の動産についてすでに抵当権又は質権が設定された
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留置权人优先受偿。 

第四百五十七条 【留置权消灭】 

 留置权人对留置财产丧失占有或者留置权人接受债务人另

行提供担保的，留置权消灭。 

第五分编 占有 

第二十章 占有 

第四百五十八条 【有权占有法律规则】  

基于合同关系等产生的占有，有关不动产或者动产的使用、

收益、违约责任等，按照合同约定；合同没有约定或者约定不

明确的，依照有关法律规定。 

第四百五十九条 【恶意占有人的损害赔偿责任】 

占有人因使用占有的不动产或者动产，致使该不动产或者动

产受到损害的，恶意占有人应当承担赔偿责任。 

第四百六十条 【占有人返还占有物】 

不动产或者动产被占有人占有的，权利人可以请求返还原物

及其孳息；但是，应当支付善意占有人因维护该不动产或者动

产支出的必要费用。 

第四百六十一条 【占有物毁损或者灭失时无权占有人的责任】

占有的不动产或者动产毁损、灭失，该不动产或者动产的权

利人请求赔偿的，占有人应当将因毁损、灭失取得的保险金、

赔偿金或者补偿金等返还给权利人；权利人的损害未得到足够

弥补的，恶意占有人还应当赔偿损失。 

第四百六十二条 【占有保护的方法】 

占有的不动产或者动产被侵占的，占有人有权请求返还原物；

对妨害占有的行为，占有人有权请求排除妨害或者消除危险；

因侵占或者妨害造成损害的，占有人有权依法请求损害赔偿。

 占有人返还原物的请求权，自侵占发生之日起一年内未行使

的，该请求权消灭。 

第三编 合同 

上、その動産が留置された場合、留置権者が優先して返済を

受ける。 

第 457 条 【留置権の消滅】 

留置権者が留置財産について占有を喪失した場合、又は留

置権者が債務者の別途担保の提供を受けた場合、留置権は消

滅する。 

第五分編 占有 

第二十章 占有 

第 458 条 【有権占有の法律規則】 

契約関係等に基づいて生じた占有における不動産又は動産

の使用、収益、違約責任等については、契約の約定に従う。

契約に約定していないか、約定が不明確な場合は、関連の法

律の規定に従う。 

第 459 条 【悪意の占有者の損害賠償責任】 

占有者がその占有する不動産又は動産を使用したことによ

り、当該不動産又は動産に損害をもたらした場合、悪意の占

有者は賠償責任を負わなければならない。 

第 460 条 【占有者の占有物返還】 

不動産又は動産が占有者により占有されている場合、権利

者は原物及びその果実の返還を請求することができる。ただ

し権利者は、当該不動産又は動産を維持・保護するために善

意の占有者が支出した必要経費を支払わなければならない。

第 461 条 【占有物の毀損又は滅失時における無権占有者の

責任】 

占有する不動産又は動産が毀損又は滅失し、当該不動産又

は動産の権利者が賠償を請求した場合、占有者は、毀損又は

滅失により取得した保険金、賠償金又は補償金等を、権利者

に返還しなければならない。権利者の損害について十分な補

填が得られていない場合は、悪意の占有者はなお損失を賠償

しなければならない。 

第 462 条  【占有保護の方法】 

占有する不動産又は動産が不法占有された場合、占有者は

原物の返還を請求する権利を有する。占有を妨害する行為に

対し、占有者は、妨害の排除又は危険の除去を請求する権利

を有する。不法占有又は妨害により損害がもたらされた場合、

占有者は法により損害賠償を請求する権利を有する。 

 占有者の原物返還請求権は、不法占有の発生した日から 1

年以内に行使されない場合、消滅する。 

第三編 契約 
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第一分编 通则 

第一章 一般规定 

第四百六十三条 【合同编的调整范围】 

本编调整因合同产生的民事关系。 

第四百六十四条 【合同法的调整对象；合同的定义】 

合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。

 婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用有关该身份

关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用本编

规定。 

第四百六十五条 【合同的约束力】 

依法成立的合同，受法律保护。 

 依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另

有规定的除外。 

第四百六十六条 【合同的解释规则】 

当事人对合同条款的理解有争议的，应当依据本法第一百四

十二条第一款的规定，确定争议条款的含义。 

 合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的，对

各文本使用的词句推定具有相同含义。各文本使用的词句不一

致的，应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等

予以解释。 

第四百六十七条 【无名合同的法律适用】 

本法或者其他法律没有明文规定的合同，适用本编通则的规

定，并可以参照适用本编或者其他法律 相类似合同的规定。

 在中华人民共和国境内履行的中外合资经营企业合同、中外

合作经营企业合同、中外合作勘探开发自然资源合同，适用中

华人民共和国法律。 

第四百六十八条 【非合同之债的法律适用】 

非因合同产生的债权债务关系，适用有关该债权债务关系的

法律规定；没有规定的，适用本编通则的有关规定，但是根据

其性质不能适用的除外。 

第二章 合同的订立 

第四百六十九条 【合同订立形式及书面形式】 

当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形

式。 

第一分編 通則 

第一章 一般規定 

第 463 条 【契約編の調整範囲】 

本編では、契約により生ずる民事関係を調整する。 

第 464 条 【契約法の調整対象、契約の定義】 

契約は、民事主体間において民事法律関係を設定、変更、

終了する合意である。 

 婚姻、養子縁組、後見等の身分関係に関する合意には当該

身分関係に関する法律規定を適用し、規定がない場合は、そ

の性質に基づき本編の規定を参照し適用することができる。

第 465 条 【契約の拘束力】 

法により成立した契約は、法律による保護を受ける。 

 法により成立した契約は、当事者に対してのみ法的拘束力

を有する。ただし、法律に別段の規定がある場合を除く。 

第 466 条 【契約の解釈規則】 

当事者間で契約条項の理解について紛争がある場合は、本

法第 142 条第 1項の規定により、紛争条項の含意を確定しな

ければならない。 

 契約文書について 2種以上の言語を採用して締結し、かつ

同等の効力を有する旨を約定する場合、各文書に使用された

語句は同一の含意を有するものと推定する。各文書に使用さ

れた語句が一致しない場合は、契約の関連条項、性質、目的、

信義誠実の原則等に基づいて解釈しなければならない。 

第 467 条 【無名契約の法律適用】 

本法又はその他の法律に明文の規定がない契約については

本編の通則の規定を適用し、本編又はその他の法律の も類

似する契約の規定を参照して適用することもできるものとす

る。 

 中華人民共和国内において履行される中外合弁経営企業契

約、中外合作経営企業契約、中外合作自然資源探査開発契約

には、中華人民共和国の法律を適用する。 

第 468 条 【契約によらない債権債務の法律適用】 

契約によることなく発生した債権債務関係には、当該債権

債務関係に関連する法律規定を適用し、規定がない場合は本

編の通則の関連規定を適用する。ただし、その性質により適

用できない場合を除く。 

第二章 契約の締結 

第 469 条 【契約の締結形式及び書面形式】 

当事者は、契約を締結するにあたり、書面形式、口頭形式そ

の他の形式を採用することができる。 
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 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地

表现所载内容的形式。 

 以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，

并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。 

第四百七十条 【合同内容一般条款】 

合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款： 

 （一）当事人的姓名或者名称和住所； 

 （二）标的； 

 （三）数量； 

 （四）质量； 

 （五）价款或者报酬； 

 （六）履行期限、地点和方式； 

 （七）违约责任； 

 （八）解决争议的方法。 

 当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。 

第四百七十一条 【订立合同的方式】 

当事人订立合同，可以采取要约、承诺方式或者其他方式。

第四百七十二条 【要约的界定及其构成】 

要约是希望与他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符

合下列条件： 

 （一）内容具体确定； 

 （二）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。

第四百七十三条 【要约邀请及其主要类型】 

要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。拍卖公告、招

标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业

广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。 

 商业广告和宣传的内容符合要约条件的，构成要约。 

第四百七十四条 【要约的生效时间】 

要约生效的时间适用本法第一百三十七条的规定。 

第四百七十五条 【要约撤回的规则】 

要约可以撤回。要约的撤回适用本法第一百四十一条的规定。

第四百七十六条 【要约的撤销】 

 書面形式とは、契約書、信書、電報、テレックス、ファッ

クス等の記載内容を有形的に表示できる形式をいう。 

 電子データの交換、電子メール等の方式により、記載され

る内容を有形的に表示することができ、かつ随時照会・参照

することのできるデータ電文は、書面形式とみなす。 

第 470 条 【契約内容にかかる一般条項】 

契約の内容は、当事者が約定し、一般に以下に掲げる条項

を含めるものとする。 

（1）当事者の氏名又は名称及び住所 

（2）目的物 

（3）数量 

（4）品質 

（5）代金又は報酬 

（6）履行の期間、場所、方式 

（7）違約責任 

（8）紛争解決の方法 

 当事者は、各種契約の雛形文書を参照して契約を取り決め

ることができる。 

第 471 条 【契約締結の方式】 

当事者は、契約を締結するにあたり、申込み、承諾又はそ

の他の方式を採用することができる。 

第 472 条 【申込みの定義及びその構成】 

申込みは、他人と契約を締結することを希望する旨の意思

表示であり、当該意思表示は、以下に掲げる条件に適合して

いなければならない。 

（1）内容が具体的に確定されている。 

（2）申込受領者の承諾を得て申込者が当該意思表示の拘束を

受ける旨が表明されている。 

第 473 条 【申込みの誘引及びその主な類型】 

申込みの誘引は、他人が自己に対し申込みを発することを

希望する旨の意思表示をいう。競売公告、入札募集公告、株

式目論見書、債券募集方法、基金募集応募説明書、商業広告・

宣伝、価格表の送付等を申込みの誘引とする。 

 申込条件に適合する商業広告・宣伝の内容は、申込みを構

成する。 

第 474 条 【申込みの発効時】 

申込みが効力を生ずる時については、本法第 137 条の規定

を適用する。 

第 475 条 【申込み撤回の規則】 

申込みは撤回することができる。申込みの撤回には、本法

第 141 条の規定を適用する。 

第 476 条 【申込みの取消し】 
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要约可以撤销，但是有下列情形之一的除外： 

 （一）要约人以确定承诺期限或者其他形式明示要约不可撤

销； 

 （二）受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履

行合同做了合理准备工作。 

第四百七十七条 【撤销要约的生效时间】 

撤销要约的意思表示以对话方式作出的，该意思表示的内容

应当在受要约人作出承诺之前为受要约人所知道；撤销要约的

意思表示以非对话方式作出的，应当在受要约人作出承诺之前

到达受要约人。 

第四百七十八条 【要约失效的情形】 

有下列情形之一的，要约失效： 

 （一）要约被拒绝； 

 （二）要约被依法撤销； 

 （三）承诺期限届满，受要约人未作出承诺； 

 （四）受要约人对要约的内容作出实质性变更。 

第四百七十九条 【承诺的概念】 

承诺是受要约人同意要约的意思表示。 

第四百八十条 【承诺的方式】 

承诺应当以通知的方式作出；但是，根据交易习惯或者要约

表明可以通过行为作出承诺的除外。 

第四百八十一条 【承诺的期限】 

承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。 

 要约没有确定承诺期限的，承诺应当依照下列规定到达： 

 （一）要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺； 

 （二）要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到

达。 

第四百八十二条 【承诺期限起算】 

要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或

者电报交发之日开始计算。信件未载明日期的，自投寄该信件

的邮戳日期开始计算。要约以电话、传真、电子邮件等快速通

讯方式作出的，承诺期限自要约到达受要约人时开始计算。 

申込みは、取り消すことができる。ただし、以下に掲げる

事由の一つがある場合を除く。 

（1）申込者が承諾期間の確定又はその他の形式により申込み

の取消し不能を明示している場合 

（2）申込受領者が、申込みが取消し不可能であることを認め

る理由を有し、かつすでに契約履行のため合理的な準備業務

をしている場合 

第 477 条 【申込み取消しの発効時】 

申込みを取り消す旨の意思表示が対話方式によりなされる

場合、当該意思表示の内容は、申込受領者が承諾する前に、

申込受領者に知られていなければならない。申込みを取り消

す旨の意思表示が非対話形式によりなされる場合には、申込

受領者が承諾する前に、申込受領者に到達していなければな

らない。 

第 478 条 【申込み失効の事由】 

以下に掲げる事由の一つがある場合、申込みは効力を失う。

（1）申込みが拒絶された場合 

（2）申込みが法により取り消された場合 

（3）承諾期間が満了し、申込受領者が承諾をしていない場合

（4）申込受領者が申込みの内容に対して実質的な変更を行っ

た場合 

第 479 条 【承諾の概念】 

承諾は、申込受領者が申込みに同意する旨の意思表示をい

う。 

第 480 条 【承諾の方式】 

承諾は、通知の方式によりなされなけばならない。ただし、

商慣習又は申込みにおける表明に基づき行為により承諾を行

うことができる場合を除く。 

第 481 条 【承諾の期間】 

承諾は、申込みに確定された期間内に申込者に到達しなけ

ればならない。 

 申込みに承諾期間が確定されていない場合、承諾は以下に

掲げる規定により到達されなければならない。 

（1）申込みが対話方式によりなされる場合、直ちに承諾しな

ければならない。 

（2）申込みが非対話方式によりなされる場合、承諾は合理的

な期間内に到達されなければならない。 

第 482 条 【承諾期間の起算】 

申込みが信書又は電報によりなされる場合、承諾期間は、

信書に明記された日又は電報が発信された日から起算する。

信書に日付が明記されていない場合、当該信書の投函消印日

から起算する。申込みが電話、ファックス、電子メール等の

高速通信方式によりなされる場合、承諾期間は、申込受領者
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第四百八十三条 【合同成立时间】 

承诺生效时合同成立，但是法律另有规定或者当事人另有约

定的除外。 

第四百八十四条 【合同生效时间】 

以通知方式作出的承诺，生效的时间适用本法第一百三十七

条的规定。 

 承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺

的行为时生效。 

第四百八十五条 【承诺的撤回】 

承诺可以撤回。承诺的撤回适用本法第一百四十一条的规定。

第四百八十六条 【逾期承诺及效果】 

受要约人超过承诺期限发出承诺，或者在承诺期限内发出承

诺，按照通常情形不能及时到达要约人的，为新要约；但是，

要约人及时通知受要约人该承诺有效的除外。 

第四百八十七条 【迟到的承诺】 

受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到

达要约人，但是因其他原因致使承诺到达要约人时超过承诺期

限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承

诺外，该承诺有效。 

第四百八十八条 【承诺对要约内容的实质性变更】 

承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容

作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、

价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决

争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。 

第四百八十九条 【承诺对要约内容的非实质性变更】 

承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示

反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更外，该

承诺有效，合同的内容以承诺的内容为准。 

第四百九十条 【采用合同书订立合同成立时间】 

に申込みが到達した時から起算する。 

第 483 条 【契約の成立時】 

承諾が効力を生じた時より契約が成立する。ただし、法律

に別段の規定があるか、当事者に別段の約定がある場合を除

く。 

第 484 条 【承諾の発効時】 

通知の方式によりなされた承諾が効力を生ずる時について

は、本法第 137 条の規定を適用する。 

 承諾について通知を必要としない場合、商慣習又は申込み

における要求に基づいて承諾の行為をした時より効力を生ず

る。 

第 485 条 【承諾の撤回】 

承諾は撤回することができる。承諾の撤回には、本法第 141

条の規定を適用する。 

第 486 条 【期間を徒過した承諾及び効果】 

申込受領者が承諾期間を過ぎて承諾を発したか、承諾期間

内に承諾を発したものの、期限内に通常通り申込者に到達す

ることができなかった場合は、新たな申込みとする。ただし、

申込者が申込受領者に当該承諾が有効である旨を遅滞なく通

知した場合を除く。 

第 487 条 【遅れて到達した承諾】 

申込受領者が承諾期間内に承諾を発し、通常の状況であれ

ば申込者に到達するところが、その他の原因により承諾が申

込者に到達する時が承諾期間を過ぎることになった場合は、

承諾期間を徒過したために当該承諾を受け入れない旨を申込

者が申込受領者に遅滞なく通知した場合を除き、当該承諾は

有効とする。 

第 488 条 【申込み内容の実質的な変更に対する承諾】 

承諾の内容は、申込みの内容と一致していなければならな

い。申込受領者が申込みの内容に対して実質的な変更を行っ

た場合は、これを新たな申込みとする。契約の目的、数量、

品質、代金又は報酬、履行期間、履行の場所と方式、違約責

任紛争解決の方法等に関する変更は、申込みの内容に対する

実質的な変更にあたる。 

第 489 条 【申込み内容の非実質的な変更に対する承諾】 

承諾により申込みの内容に対して非実質的な変更を行った

場合は、申込者が遅滞なく反対を表示し、又は承諾は申込み

の内容に対していかなる変更も行うことができない旨が申込

みに表明されている場合を除き、当該承諾は有効とし、契約

の内容は承諾の内容に準ずるものとする。 

第 490 条 【契約書を採用して締結する契約の成立時】 
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当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章

或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前，当事

人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。 

 法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式

订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对

方接受时，该合同成立。 

第四百九十一条 【确认书与合同成立时间；网络提交订单与

合同成立时间】 

当事人采用信件、数据电文等形式订立合同要求签订确认书

的，签订确认书时合同成立。 

 当事人一方通过互联网等信息网络发布的商品或者服务信息

符合要约条件的，对方选择该商品或者服务并提交订单成功时

合同成立，但是当事人另有约定的除外。 

第四百九十二条 【合同成立地点】 

承诺生效的地点为合同成立的地点。 

 采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成

立的地点；没有主营业地的，其住所地为合同成立的地点。当

事人另有约定的，按照其约定。 

第四百九十三条 【采用合同书形式订立合同的成立】 

当事人采用合同书形式订立合同的， 后签名、盖章或者按

指印的地点为合同成立的地点，但是当事人另有约定的除外。

第四百九十四条 【国家计划合同】 

国家根据抢险救灾、疫情防控或者其他需要下达国家订货任

务、指令性任务的，有关民事主体之间应当依照有关法律、行

政法规规定的权利和义务订立合同。 

 依照法律、行政法规的规定负有发出要约义务的当事人，应

当及时发出合理的要约。 

 依照法律、行政法规的规定负有作出承诺义务的当事人，不

得拒绝对方合理的订立合同要求。 

   

第四百九十五条 【预约合同使用规则】 

当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、

预订书等，构成预约合同。 

当事者が契約書の形式を採用して契約を締結する場合は、

当事者がいずれも署名し、捺印もしくは拇印を押した時より

契約は成立する。署名し、捺印するか拇印を押す前に、当事

者の一方が主たる義務をすでに履行している場合は、相手方

がこれを受け入れた時より当該契約は成立する。 

 法律もしくは行政法規の規定によるか、当事者の約定によ

り契約は書面形式により締結する必要があり、当事者が書面

形式を採用していなくても、一方がすでに主たる義務を履行

している場合、相手方がこれを受け入れた時より当該契約は

成立する。 

第 491 条 【確認書と契約の成立時、ネットワークでの注文

提出と契約の成立時】 

当事者が信書、データ電文等の形式を採用して契約を締結

するにあたり、確認書の締結を要求する場合、確認書を締結

した時より契約は成立する。 

 当事者の一方がインターネット等の情報ネットワークを通

じて発信した商品又はサービスの情報が申込条件に適合する

場合は、相手方が当該商品又はサービスを選択し、注文書の

送信が成功した時より契約は成立する。ただし、当事者に別

段の約定がある場合を除く。 

第 492 条 【契約が成立する地点】 

承諾が効力を生じた場所を契約成立の場所とする。 

 データ電文の形式により契約を締結する場合は、受信者の

主たる営業地を契約成立の場所とする。当事者に別段の約定

がある場合は、当該約定に従う。 

第 493 条 【契約書の形式を採用して締結する契約の成立場

所】 

当事者が契約書の形式により契約を締結する場合、 後に

署名し、捺印又は拇印を押した場所を、契約成立の場所とす

る。ただし、当事者に別段の約定がある場合を除く。 

第 494 条 【国家計画の契約、法定の締結義務】 

国が危険緊急対応、災害救助、防疫その他の必要により国

の発注任務、指令性任務を通達する場合、関連する民事主体

間において、関連法律、行政法規の定める権利及び義務に則

って契約を締結しなければならない。 

 法律又は行政法規の規定により申込みを発する義務を負う

当事者は、合理的な申込みを遅滞なく発しなければならない。

 法律又は行政法規の規定により承諾を行う義務を負う当事

者は、契約締結にかかる相手方の合理的な要求を拒絶しては

ならない。 

第 495 条 【予約契約の適用規則】 

当事者が将来の一定期間において契約を締結する旨を約定

する購入引受書、購入注文書、予約注文書等は、予約契約を

構成する。 
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 当事人一方不履行预约合同约定的订立合同义务的，对方可

以请求其承担预约合同的违约责任。 

第四百九十六条 【格式条款的订立要求；说明义务】 

格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同

时未与对方协商的条款。 

 采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公

平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示

对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条

款，按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款的一

方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其

有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的

内容。 

第四百九十七条 【格式条款无效的情形】 

有下列情形之一的，该格式条款无效： 

 （一）具有本法第一编第六章第三节和本法第五百零六条规

定的无效情形； 

 （二）提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加

重对方责任、限制对方主要权利； 

 （三）提供格式条款一方排除对方主要权利。 

第四百九十八条 【格式条款的解释方法】 

对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。

对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款

一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格

式条款。 

第四百九十九条 【悬赏广告支付报酬规则】 

悬赏人以公开方式声明对完成特定行为的人支付报酬的，完

成该行为的人可以请求其支付。 

第五百条 【缔约过失责任】 

当事人在订立合同过程中有下列情形之一，造成对方损失的，

应当承担赔偿责任： 

 （一）假借订立合同，恶意进行磋商； 

 （二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情

况； 

 当事者の一方が予約契約で約定した契約締結の義務を履行

しない場合、相手方はその予約契約の違約責任負担を請求す

ることができる。 

第 496 条 【様式条項の締結要求、説明義務】 

様式条項は、当事者が反復して使用するため予め作成した

上、契約締結時において相手方と協議していない条項をいう。

 様式条項を採用して契約を締結する場合、様式条項を提供

する一方は、公平原則を遵守して当事者間の権利と義務を確

定し、かつ合理的な方式を採用し、相手方に対しその責任等

の免除又は軽減にかかる相手方との重大な利害関係のある条

項について注意を提示し、相手方の要求に従い、当該条項に

ついて説明しなければならない。様式条項を提供する一方が

提示又は説明の義務を履行しないことにより、相手方が自ら

にとり重大な利害関係のある条項に気づかないか、これを理

解しなかった場合、相手方は、当該条項が契約の内容となら

ない旨を主張できる。 

第 497 条 【様式条項が無効となる事由】 

以下に掲げる事由の一つがある場合、当該様式条項は無効

とする。 

（1）本法第一編第六章第三節及び本法第 506 条に定める無効

の事由がある場合 

（2）様式条項を提供した一方が自らの責任を不合理に免除し

もしくは軽減し、相手方の責任を加重したか、相手方の主要

な権利を制限した場合 

（3）様式条項を提供する一方が、相手方の主要な権利を排除

した場合 

第 498 条 【様式条項の解釈方法】 

様式条項の理解について紛争が発生した場合、一般的な理

解に照らして解釈しなければならない。様式条項について 2

通り以上の解釈がある場合、様式条項を提供する一方に不利

となる解釈をしなければならない。様式条項と非様式条項が

一致しない場合、非様式条項を採用しなければならない。 

第 499 条 【懸賞広告の報酬支払規則】 

懸賞者が公開方式により、特定の行為を完了した者に対し

報酬を支払う旨を表明した場合、当該行為を完了した者は、

懸賞者に対し支払いを請求することができる。 

第 500 条 【過失責任の締結】 

当事者は、契約締結の過程において以下に掲げる事由の一

つがあり、相手方に対し損害をもたらした場合、賠償責任を

負わなければならない。 

（1）契約締結の名を借りて悪意により交渉を行う場合 

（2）契約締結に関する重要な事実を故意に隠蔽し、又は虚偽

の情報を提供する場合 
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 （三）有其他违背诚信原则的行为。 

第五百零一条 【合同缔结人的保密义务】 

当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密或者其他应当保密

的信息，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用；泄

露、不正当地使用该商业秘密或者信息，造成对方损失的，应

当承担赔偿责任。 

第三章 合同的效力 

第五百零二条 【合同生效时间；未办理批准手续的处理规则】

依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当

事人另有约定的除外。 

 依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，

依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同

中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批

准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该

义务的责任。 

 依照法律、行政法规的规定，合同的变更、转让、解除等情

形应当办理批准等手续的，适用前款规定。 

第五百零三条 【无权代理人定管理合同的法律后果】 

无权代理人以被代理人的名义订立合同，被代理人已经开始

履行合同义务或者接受相对人履行的，视为对合同的追认。 

第五百零四条 【法定代表人超越权限订立合同的效力】 

法人的法定代表人或者非法人组织的负责人超越权限订立的

合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限外，该代表行为

有效，订立的合同对法人或者非法人组织发生效力。 

第五百零五条 【超越经营范围订立的合同效力】 

当事人超越经营范围订立的合同的效力，应当依照本法第一

编第六章第三节和本编的有关规定确定，不得仅以超越经营范

围确认合同无效。 

第五百零六条 【合同中免责条款无效情形】 

合同中的下列免责条款无效： 

 （一）造成对方人身损害的； 

（3）信義誠実の原則に反するその他の行為があった場合 

第 501 条 【契約締結者の秘密保持義務】 

当事者は、契約締結の過程で知り得た営業秘密又はその他

の秘密を保持すべき情報について、契約が成立するか否かを

問わず、漏えいしたり、不正に使用してはならない。そのよ

うな営業秘密又は情報を漏えいしたり不正に使用して相手方

に損害をもたらした場合、賠償責任を負わなければならない。

第三章 契約の効力 

第 502 条 【契約の発効時、認可手続きの不履行に対する処

理規則】 

法により成立する契約は、成立時より効力を生ずる。ただ

し、法律に別段の規定があるか、当事者に別段の約定がある

場合を除く。 

 法律、行政法規の規定により、契約について認可等の手続

き等を行うべき場合は、その規定に従う。認可等の手続きを

行わないことが契約の効力発生に影響する場合も、契約にお

ける認可申請等の義務の履行にかかる条項及び関連条項の効

力には影響しない。認可申請等の手続きを行うべき当事者が

義務を履行しない場合、相手方は、当該当事者に対して当該

義務への違反にかかる責任を負うよう請求することができ

る。 

 法律、行政法規の規定により、契約の変更、譲渡、解除等

の事由につき認可等の手続きを行うべき場合は、前項の規定

を適用する。 

第 503 条 【無権代理人の契約締結の法的結果】 

無権代理人が被代理人の名義で契約を締結する際、被代理

人がすでに契約義務の履行を開始しているか、相手方の履行

を受けているならば、契約に対する追認とみなす。 

第 504 条 【法定代表者が越権して締結した契約の効力】 

法人の法定代表者又は被法人組織の責任者が権限を超えて

締結した契約につき、相手方がその権限踰越を知っていた場

合又は知り得るべき場合を除き、当該代表行為は有効とし、

締結された契約は、法人又は非法人組織に対し効力を生ずる。

第 505 条 【経営範囲を超えて締結した契約の効力】 

当事者が経営範囲を超えて締結した契約の効力は、本法第

一編第六章第三節及び本編の関連規定により確定されなけれ

ばならず、経営範囲の踰越のみによって契約の無効を確認し

てはならない。 

第 506 条 【契約中の免責条項が無効となる事由】 

以下に掲げる契約中の免責条項は無効とする。 

（1）相手方に人身上の損害をもたらすもの 

（2）故意又は重大な過失により相手方に財産上の損害をもた
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 （二）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。 

第五百零七条 【争议解决条款的独立性】 

合同不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关

解决争议方法的条款的效力。 

第五百零八条 【对合同效力没有规定的处理规则】 

本编对合同的效力没有规定的，适用本法第一编第六章的有

关规定。 

第四章 合同的履行 

第五百零九条 【合同履行的原则】 

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 

 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习

惯履行通知、协助、保密等义务。 

 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和

破坏生态。 

第五百一十条 【合同条款补充和确定方法】 

合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内

容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充

协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。 

第五百一十一条 【合同条款的继续确定】 

当事人就有关合同内容约定不明确，依据前条规定仍不能确

定的，适用下列规定： 

 （一）质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有

强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国

家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，

按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。 

 （二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市

场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，依照

规定履行。 

 （三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在

地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在

履行义务一方所在地履行。 

 （四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也

可以随时请求履行，但是应当给对方必要的准备时间。 

 （五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式

らすもの 

第 507 条 【紛争解決条項の独立性】 

契約が効力を生じず、無効であり、取り消され、又は終了

した場合にも、契約における紛争解決方法に関する条項の効

力には影響しない。 

第 508 条 【契約の効力について規定がない場合の処理規則】

契約の効力について本編に規定がない場合、本法第一編第

六章の関連規定を適用する。 

第四章 契約の履行 

第 509 条 【契約履行の原則】 

当事者は、約定に従い自己の義務を全面的に履行しなけれ

ばならない。 

当事者は信義誠実の原則を遵守し、契約の性質、目的及び

商慣習に則って通知、協力、秘密保持等の義務を履行しなけ

ればならない。 

当事者は契約を履行する過程において、資源の浪費、環境

汚染や生態破壊を回避しなければならない。 

第 510 条 【契約条項の補充、確定方法】 

契約が効力を生じた後、品質、代金又は報酬、履行場所等

の内容について約定していないか、約定が明確でない場合、

当事者は、補充を協議することができる。補充協議に合意す

ることができない場合は、契約の関連条項又は商慣習に従い

確定する。 

第 511 条 【契約条項のさらなる確定】 

関連の契約内容について当事者の約定が明確でなく、前条

の規定によってもなお確定することができない場合、以下に

掲げる規定を適用する。 

（1）品質要求が明確でない場合は、強制性国家標準に従い履

行する。強制性国家標準がない場合は、推奨性国家標準に従

い履行する。国家標準及び業界標準がない場合、通常標準又

は契約の目的に適合する特定の標準に従い履行する。 

（2）代金又は報酬が明確でない場合は、契約締結時の履行地

の市場価格に従い履行する。法により政府決定価格又は政府

指導価格を実施すべきものについては、規定に従い履行する。

（3）履行場所が明確でない場合において、金銭を給付すると

きは、金銭を受領する一方の所在地において履行する。不動

産を引き渡すときは、不動産の所在地において履行する。そ

の他の目的については、義務を履行する一方の所在地におい

て履行する。 

（4）履行期間が明確でない場合、債務者は随時履行すること

ができ、債権者も随時履行を請求することができる。ただし、

相手方に必要な準備期間を与えなければならない。 

（5）履行方式が明確でない場合は、契約の目的の実現に有利
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履行。 

 （六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担；因

债权人原因增加的履行费用，由债权人负担。 

第五百一十二条 【电子合同交付时间的认定规则】 

通过互联网等信息网络订立的电子合同的标的为交付商品并

采用快递物流方式交付的，收货人的签收时间为交付时间。电

子合同的标的为提供服务的，生成的电子凭证或者实物凭证中

载明的时间为提供服务时间；前述凭证没有载明时间或者载明

时间与实际提供服务时间不一致的，以实际提供服务的时间为

准。 

 电子合同的标的物为采用在线传输方式交付的，合同标的物

进入对方当事人指定的特定系统且能够检索识别的时间为交付

时间。 

 电子合同当事人对交付商品或者提供服务的方式、时间另有

约定的，按照其约定。 

第五百一十三条 【执行政府定价或指导价的合同价格确定】

执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内

政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，

遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执

行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新

价格执行；价格下降时，按照原价格执行。 

第五百一十四条 【金钱之债给付货币的确定规则】 

以支付金钱为内容的债，除法律另有规定或者当事人另有约

定外，债权人可以请求债务人以实际履行地的法定货币履行。

第五百一十五条 【选择之债中债务人的选择权】 

标的有多项而债务人只需履行其中一项的，债务人享有选择

权；但是，法律另有规定、当事人另有约定或者另有交易习惯

的除外。 

 享有选择权的当事人在约定期限内或者履行期限届满未作选

择，经催告后在合理期限内仍未选择的，选择权转移至对方。

第五百一十六条 【选择之债的履行规则】 

な方式に従い履行する。 

（6）履行費用の負担が明確でない場合は、義務を履行する一

方が負担する。債権者の原因により増加した履行費用につい

ては、債権者が負担する。 

第 512 条 【電子契約における引渡し時点の認定規則】 

インターネット等の情報ネットワークを通じて締結した電

子契約の目的が商品の引渡しであり、かつ宅配物流方式によ

り引き渡す場合、荷受人が受取りを確認した時点を引渡しの

時とする。電子契約の目的物がサービスの提供である場合、

生成された電子証憑又は現物証憑に明記された時点をサービ

ス提供の時とする。前記の証憑に時点が明記されていないか、

明記された時点と実際のサービス提供の時が一致しない場合

は、サービスを実際に提供した時点に準ずる。 

 電子契約の目的物がオンライン伝送の方式により引き渡さ

れる場合、契約の目的物が相手方当事者の指定する特定のシ

ステムに入り、かつ検索により識別することができるように

なった時点を引渡しの時とする。 

 電子契約の当事者に商品引渡し又はサービス提供の方式及

び時点について別段の約定がある場合は、その約定に従う。

第 513 条 【政府決定価格又は政府指導価格を執行する場合

の契約価格確定】 

政府決定価格又は政府指導価格を執行し、契約に約定され

た引渡期間内に政府の価格が調整された場合は、引渡し時の

価格により価格を計算する。期限を過ぎて目的物を引き渡す

場合、価格が上昇したときは原価格に従い、価格が低下した

ときは新たな価格に従い執行する。期限を徒過して目的物を

引き取るか、期限を徒過して代金を支払う場合は、価格が上

昇したときは新たな価格に従い、価格が低下したときは原価

格に従い執行する。 

第 514 条 【金銭債務を貨幣で支払うことの確定規則】 

金銭の支払いを内容とする負債について、法律に別段の規

定があるか、当事者に別段の約定がある場合を除き、債権者

は債務者に対し実際の履行地の法定通貨により履行するよう

求めることができる。 

第 515 条 【選択権のある債権債務における債務者の選択権】

目的に複数の項目があるが、債務者がそのうちの 1項目を

履行すれば足る場合、債務者は選択権を有する。ただし、法

律に別段の規定があるか、当事者に別段の約定があるか、別

段の商慣習がある場合を除く。 

 選択権を有する当事者が約定された期間内又は履行期間が

満了した後も選択せず、催告を経ても合理的な期間内になお

選択しない場合、選択権は相手方に移転する。 

第 516 条 【選択権のある債権債務の履行規則】 

当事者は、選択権を行使するにあたり、相手方に遅滞なく
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当事人行使选择权应当及时通知对方，通知到达对方时，标

的确定。标的确定后不得变更，但是经对方同意的除外。 

 可选择的标的发生不能履行情形的，享有选择权的当事人不

得选择不能履行的标的，但是该不能履行的情形是由对方造成

的除外。 

第五百一十七条 【可分之债份额的确定规则】 

债权人为二人以上，标的可分，按照份额各自享有债权的，

为按份债权；债务人为二人以上，标的可分，按照份额各自负

担债务的，为按份债务。 

 按份债权人或者按份债务人的份额难以确定的，视为份额相

同。 

第五百一十八条 【连带债权债务的一般规则】 

债权人为二人以上，部分或者全部债权人均可以请求债务人

履行债务的，为连带债权；债务人为二人以上，债权人可以请

求部分或者全部债务人履行全部债务的，为连带债务。 

 连带债权或者连带债务，由法律规定或者当事人约定。 

第五百一十九条 【连带债务份额的确定规则】 

连带债务人之间的份额难以确定的，视为份额相同。 

 实际承担债务超过自己份额的连带债务人，有权就超出部分

在其他连带债务人未履行的份额范围内向其追偿，并相应地享

有债权人的权利，但是不得损害债权人的利益。其他连带债务

人对债权人的抗辩，可以向该债务人主张。 

 被追偿的连带债务人不能履行其应分担份额的，其他连带债

务人应当在相应范围内按比例分担。 

第五百二十条 【连带债务人之一所生事项涉他效力】 

部分连带债务人履行、抵销债务或者提存标的物的，其他债

务人对债权人的债务在相应范围内消灭；该债务人可以依据前

条规定向其他债务人追偿。 

 部分连带债务人的债务被债权人免除的，在该连带债务人应

当承担的份额范围内，其他债务人对债权人的债务消灭。 

通知しなければならず、目的は相手方に通知が到達した時点

で確定されるものとする。目的は、確定された後に変更して

はならない。ただし、相手方の同意を得ている場合を除く。

 選択可能な目的において履行不能となる事由が発生した場

合、選択権を享有する当事者は、履行できない目的を選択し

てはならない。ただし、当該履行できない事由が相手方によ

りもたらされたものである場合を除く。 

第 517 条 【分割可能な債権債務の割合確定規則】 

2 名以上の債権者がおり、目的が分割可能であり、割合に

応じてそれぞれが債権を有する場合、割合債権とする。2名

以上の債務者がおり、目的が分割可能であり、割合に応じて

それぞれが債務を負う場合、割合債務とする。 

 割合債権者又は割合債務者の割合が確定困難である場合、

割合が同一であるものとみなす。 

第 518 条 【連帯債権債務の一般規則】 

2 名以上の債権者がおり、一部又は全部の債権者がいずれ

も債務者に対し債務の履行を請求する場合、連帯債権とする。

2名以上の債務者がおり、債権者が一部又は全部の債務者に

対し全部の債権の履行を請求することができる場合は連帯債

務とする。 

 連帯債権又は連帯債務は、法律で規定するか、当事者によ

り約定する。 

第 519 条 【連帯債務割合の確定規則】 

連帯債務者間の割合について確定が困難である場合、割合

が同一であるものとみなす。 

 実際に負担する債務が自己の割合を超える連帯債務者は、

超過部分についてその他の連帯債務者が履行していない割合

の範囲内において、他の連帯債務者に対して求償する権利を

有し、かつ、債権者としての権利を相応に享有する。ただし、

債権者の利益を損なってはならない。債権者に対するその他

の連帯債務者の抗弁は、債務者に対して主張することができ

る。 

 求償される連帯債務者がその分担すべき割合を履行できな

い場合、その他の連帯債務者は、相応の範囲内において割合

に応じて分担しなければならない。 

第 520 条 【連帯債務者の一部に発生する事項の他の債務者

への効力】 

一部の連帯債務者が債務を履行もしくは相殺するか、目的

物を供託する場合、債権者に対するその他の債務者の債務は、

相応する範囲内において消滅する。当該債務者は、前条の規

定によりその他の債務者に対し求償することができる。 

 一部の連帯債務者の債務が債権者により免除される場合、

当該連帯債務者が負担するべき割合の範囲において、債権者

に対するその他の債務者の債務は、消滅する。 
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 部分连带债务人的债务与债权人的债权同归于一人的，在扣

除该债务人应当承担的份额后，债权人对其他债务人的债权继

续存在。 

 债权人对部分连带债务人的给付受领迟延的，对其他连带债

务人发生效力。 

第五百二十一条 【连带债权份额的确定规则】 

连带债权人之间的份额难以确定的，视为份额相同。 

 实际受领债权的连带债权人，应当按比例向其他连带债权人

返还。 

 连带债权参照适用本章连带债务的有关规定。 

第五百二十二条 【向第三人履行】 

当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人

履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向债权人承担违约

责任。 

 法律规定或者当事人约定第三人可以直接请求债务人向其履

行债务，第三人未在合理期限内明确拒绝，债务人未向第三人

履行债务或者履行债务不符合约定的，第三人可以请求债务人

承担违约责任；债务人对债权人的抗辩，可以向第三人主张。

第五百二十三条 【第三人履行】 

当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务

或者履行债务不符合约定的，债务人应当向债权人承担违约责

任。 

第五百二十四条 【第三人代位履行】 

债务人不履行债务，第三人对履行该债务具有合法利益的，

第三人有权向债权人代为履行；但是，根据债务性质、按照当

事人约定或者依照法律规定只能由债务人履行的除外。 

 债权人接受第三人履行后，其对债务人的债权转让给第三人，

但是债务人和第三人另有约定的除外。 

第五百二十五条 【同时履行抗辩权】 

当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一

方在对方履行之前有权拒绝其履行请求。一方在对方履行债务

不符合约定时，有权拒绝其相应的履行请求。 

 一部の連帯債務者の債務が債権者の債権と同一人に帰属す

る場合、当該債務者の負担するべき割合を控除した後で、そ

の他の債務者に対する債権者の債権は、継続して存在する。

 一部の連帯債務者による給付に対する債権者の受領が遅延

した場合、他の連帯債務者に対しても効力を生じる。 

第 521 条 【連帯債権割合の確定規則】 

連帯債権者間の割合について確定が困難である場合、割合

が同一であるものとみなす。 

 債権を実際に受領した連帯債権者は、比率に応じてその他

の連帯債権者に対し弁済しなければならない。 

連帯債権については、本章の連帯債務の関係規定を参照し

て適用する。 

第 522 条 【第三者に対する履行】 

債務者が第三者に対して債務を履行する旨を当事者が約定

している場合、債務者は、第三者に対して債務を履行しない

か、債務の履行が約定に適合しないときは、債権者に対し違

約責任を負わなければならない。 

 法律の規定又は当事者の約定により、第三者は自らに対し

債務を履行するよう、債務者に直接請求することができる場

合において、第三者が合理的な期間内に明確にこれを拒絶し、

債務者が第三者に対して債務を履行しないか、債務の履行が

約定に適合しないとき、第三者は、債務者に対し違約責任を

負うよう請求することができる。債権者に対する債務者の抗

弁は、第三者に対し主張することができる。 

第 523 条 【第三者の履行】 

第三者が債権者に対して債務を履行する旨を当事者が約定

しており、第三者が債務を履行しないか、債務の履行が約定

に適合しない場合、債務者は、債権者に対し違約責任を負わ

なければならない。 

第 524 条 【第三者による代理履行】 

債務者が債務を履行せず、当該債務の履行について第三者

が適法な利益を有する場合、第三者は、債権者に対して代理

で履行する権利を有する。ただし、債務の性質に基づき、当

事者の約定に従い、又は法律の規定により債務者のみが履行

することができる場合を除く。 

 債権者が第三者による履行を受け入れた後、債務者に対す

るその債権は、第三者に譲渡される。ただし、債務者及び第

三者に別段の約定がある場合を除く。 

第 525 条 【同時履行の抗弁権】 

当事者が相互に債権を負い、履行順序に先後がない場合は、

同時に履行しなければならない。一方は、相手方が履行する

までは、相手方の履行請求を拒絶する権利を有する。一方は、

相手方による債務の履行が約定に適合しない場合には、相手



大
  
地
  
仮
  
訳

 大地法律事務所仮訳 

 

 82

 

第五百二十六条 【先履行抗辩权】 

当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未

履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债

务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。 

第五百二十七条 【不安抗辩权】 

应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形

之一的，可以中止履行： 

 （一）经营状况严重恶化； 

 （二）转移财产、抽逃资金，以逃避债务； 

 （三）丧失商业信誉； 

 （四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 

 当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。 

第五百二十八条 【不安抗辩权的行使】 

当事人依据前条规定中止履行的，应当及时通知对方。对方

提供适当担保的，应当恢复履行。中止履行后，对方在合理期

限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，视为以自己的行为

表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同并可以请

求对方承担违约责任。 

第五百二十九条 【因债权人原因债务人中止履行或提存】 

债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行

债务发生困难的，债务人可以中止履行或者将标的物提存。 

第五百三十条 【债务人提前履行债务】 

债权人可以拒绝债务人提前履行债务，但是提前履行不损害

债权人利益的除外。 

 债务人提前履行债务给债权人增加的费用，由债务人负担。

第五百三十一条 【债务人部分履行债务】 

债权人可以拒绝债务人部分履行债务，但是部分履行不损害

债权人利益的除外。 

 债务人部分履行债务给债权人增加的费用，由债务人负担。

方の相応する履行請求を拒絶する権利を有する。 

第 526 条 【先履行の抗弁権】 

当事者が相互に債務を負い、履行順序に先後がある場合に

おいて、先に履行する一方が履行していないときは、後に履

行する一方は、その履行請求を拒絶する権利を有する。先に

履行する一方による債務の履行が約定に適合しないときは、

後に履行する一方は、先に履行する一方の相応する履行請求

を拒絶する権利を有する。 

第 527 条 【不安の抗弁権】 

先に債務を履行すべき当事者は、以下に掲げる事由の一つ

が相手方にあることを証明する確実な証拠を有する場合に

は、履行を中止することができる。 

（1）経営状況の重大な悪化 

（2）債務逃れのための財産移転、不正な資金引揚げ 

（3）商業上の信用の喪失 

（4）債務履行能力の喪失又は喪失する可能性のあるその他の

状況 

 当事者は、確実な証拠なく履行を中止した場合、違約責任

を負わなければならない。 

第 528 条 【不安の抗弁権の行使】 

当事者は、前条の規定により履行を中止する場合、遅滞な

く相手方に通知しなければならない。相手方が適当な担保を

提供した場合は、履行を再開しなければならない。履行を中

止した後、相手方が合理的な期間内に履行能力を回復せず、

適当な担保も提供しない場合、自己の行為をもって主たる債

務を履行しない旨を表明したものとみなし、履行を中止した

一方は契約を解除することができ、かつ相手方に対し違約責

任の負担を請求することができる。 

第 529 条 【債権者の原因による債務者の履行中止又は供託】

債権者が分割、合併又は住所変更を行ったにもかかわらず

債務者に通知せず、債務の履行に困難を生じさせた場合、債

務者は、履行を中止するか、目的物を供託することができる。

第 530 条 【債務者の期限前債務履行】 

債権者は、債務者による期限前の債務履行を拒絶すること

ができる。ただし、期限前の履行によって債権者の利益が損

なわれない場合を除く。 

債務者が期限前に債務を履行して債権者の費用を増加させ

た場合、債務者がこれを負担する。 

第 531 条 【債務者による債務の一部履行】 

債権者は、債務者による債務の一部履行を拒絶することが

できる。ただし、一部履行によって債権者の利益が損なわれ

ない場合を除く。 

 債務者による債務の一部履行により増加した債権者の費用
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第五百三十二条 【当事人名称变更、经办人变动不影响合同

效力】 

合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表

人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。 

第五百三十三条 【请事变更】 

合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无

法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当

事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新

协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或

者仲裁机构变更或者解除合同。 

 人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况，根据公平

原则变更或者解除合同。 

第五百三十四条 【利用合同危害公共利益的处理规则】 

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，

市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的

规定负责监督处理。 

第五章 合同的保全 

第五百三十五条 【债权人代位权】 

因债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利，影响

债权人的到期债权实现的，债权人可以向人民法院请求以自己

的名义代位行使债务人对相对人的权利，但是该权利专属于债

务人自身的除外。 

 代位权的行使范围以债权人的到期债权为限。债权人行使代

位权的必要费用，由债务人负担。 

 相对人对债务人的抗辩，可以向债权人主张。 

第五百三十六条 【债权到期前债权人代位权的行使】 

债权人的债权到期前，债务人的债权或者与该债权有关的从

权利存在诉讼时效期间即将届满或者未及时申报破产债权等情

形，影响债权人的债权实现的，债权人可以代位向债务人的相

对人请求其向债务人履行、向破产管理人申报或者作出其他必

要的行为。 

第五百三十七条 【代位权行使后的法律效果】 

は、債務者が負担する。 

第 532 条 【契約の効力に対する当事者の名称変更、担当者

の変更の不影響】 

契約が効力を生じた後、当事者は、氏名、名称の変更又は

法定代表者、責任者、担当者の変更を理由に契約上の義務を

履行しないことはできない。 

第 533 条 【事情の変更】 

契約が成立した後、当事者が契約を締結する時点で予見す

ることができず、商業リスクには当たらない重大な変化が契

約の基礎条件において発生し、契約の履行を継続すると当事

者の一方に対し明らかに不公平となる場合、不利な影響を受

ける当事者は、相手方と再協議することができる。合理的な

期間内に協議が合意に至らない場合、当事者は、契約の変更

又は解除を裁判所又は仲裁機関に請求することができる。 

 裁判所又は仲裁機関は、事件の実際の状況を勘案し、公平

原則に基づき契約を変更又は解除しなければならない。 

第 534 条 【契約を利用した公共の利害に対する危害の処理

規則】 

当事者が契約を利用して国の利益又は社会公共の利益を脅

かす行為をした場合、市場監督管理及びその他の関係行政所

管機関は、法律、行政法規の規定により監督処理を行う。 

第五章 契約の保全 

第 535 条 【債権者の代位権】 

債務者がその債権又は当該債権に関する従たる権利の行使

を怠り、債権者の期限到来債権の実現に影響を及ぼした場合、

債権者は相手方に対する債務者の権利を自己の名義により代

理行使することを裁判所に請求できるが、当該権利が債務者

自身に専属する場合を除く。 

 代位権行使の範囲は、債権者の期限到来債権を限度とする。

債権者が代位権を行使するのに必要となる費用は、債権者が

負担する。 

債権者に対する相手方の抗弁は、債権者に対して主張する

ことができる。 

第 536 条 【債権の期限到来前における債権者の代位権行使】

債権者の債権の期限が到来する前に、債務者の債権又は当

該債権に関する従たる権利に、訴訟事項期間の到来が間近で

あるか、破産債権を遅滞なく届け出ていない等の事由が存在

し、債権者の債権実現に影響する場合、債権者は、当該相手

方による債務者に対する履行、破産管財人に対する届出又は

その他の必要な行為の実施を債務者の相手方に代位請求する

ことができる。 

第 537 条 【代位権行使の法的効果】 
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人民法院认定代位权成立的，由债务人的相对人向债权人履

行义务，债权人接受履行后，债权人与债务人、债务人与相对

人之间相应的权利义务终止。债务人对相对人的债权或者与该

债权有关的从权利被采取保全、执行措施，或者债务人破产的，

依照相关法律的规定处理。 

第五百三十八条 【无偿处分财产情形下的债权人撤销权】 

债务人以放弃其债权、放弃债权担保、无偿转让财产等方式

无偿处分财产权益，或者恶意延长其到期债权的履行期限，影

响债权人的债权实现的，债权人可以请求人民法院撤销债务人

的行为。 

第五百三十九条 【不合理转移财产情形下的债权人撤销权】

债务人以明显不合理的低价转让财产、以明显不合理的高价

受让他人财产或者为他人的债务提供担保，影响债权人的债权

实现，债务人的相对人知道或者应当知道该情形的，债权人可

以请求人民法院撤销债务人的行为。 

第五百四十条 【撤销权的行使范围】 

撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权

的必要费用，由债务人负担。 

第五百四十一条 【撤销权的行使期限】 

撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行

使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该

撤销权消灭。 

第五百四十二条 【撤销权行使后的法律效果】 

债务人影响债权人的债权实现的行为被撤销的，自始没有法

律约束力。 

第六章 合同的变更和转让 

第五百四十三条 【变更合同的条件】 

当事人协商一致，可以变更合同。 

第五百四十四条 【对合同变更禁止推定原则的反向规定】 

当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。 

第五百四十五条 【债权人转让合同权利的限制】 

代位権が成立すると裁判所が認定する場合、債務者の相手

方が債権者に対して義務を履行し、債権者が履行を受け入れ

た後、債権者と債務者の、及び債務者と相手方との間の相応

の権利義務は終了する。相手方に対する債務者の債権又は当

該債権に関する従たる権利に保全又は執行措置が取られるか

債務者が破産した場合、関連する法律の規定により処理する。

第 538 条 【財産が無償で処分された場合における債権者に

よる取消権】 

債務者が自らの債権を放棄し、債権担保を放棄し、財産を

無償譲渡する等の方式により財産権益を無償で処分するか、

その期限到来債権の履行期間を悪意により延長し、債権者の

債権の実現影響する場合、債権者は、債務者の行為を取り消

すよう裁判所に請求することができる。 

第 539 条 【不合理に財産が移転された場合における債権者

による取消権】 

債務者が明らかに不合理な低価格で財産を譲渡したり、明

らかに不合理な高価格で他人の財産を譲り受けたり、他人の

債務のために担保を提供したことにより債権者の債権実現に

影響し、債務者の相手方が当該事由を知るか知り得るべき場

合において、債権者は、行為の取消しを裁判所に請求するこ

とができる。 

第 540 条 【取消権行使の範囲】 

取消権行使の範囲は、債権者の債権を限度とする。債権者

取消権を行使するのに必要となる費用は、債権者が負担する。

第 541 条 【取消権行使の期限】 

取消権は、債権者が取消事由を知るか知り得るべき日から

1年以内に行使しなければならない。債務者の行為発生の日

から 5年以内に取消権を行使しなかった場合、当該取消権は

消滅する。 

第 542 条 【取消権行使の法的効果】 

債権者の債権の実現に影響する債務者の行為が取り消され

た場合、初めから法的拘束力を有しなかったものとする。 

第六章 契約の変更及び譲渡 

第 543 条 【契約変更の条件】 

当事者は、協議により合意し、契約を変更することができ

る。 

第 544 条 【契約変更に対する推定禁止原則の逆規定】 

契約変更の内容に対する当事者の約定が明確でない場合

は、変更しなかったものと推定する。 

第 545 条 【債権者の契約を譲渡する権利への制限】 
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债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人，但是有下

列情形之一的除外： 

 （一）根据债权性质不得转让； 

 （二）按照当事人约定不得转让； 

 （三）依照法律规定不得转让。 

 当事人约定非金钱债权不得转让的，不得对抗善意第三人。

当事人约定金钱债权不得转让的，不得对抗第三人。 

第五百四十六条 【债权人转让债权的通知义务】 

债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生

效力。 

 债权转让的通知不得撤销，但是经受让人同意的除外。 

第五百四十七条 【债权转让从权利一并转让】 

债权人转让债权的，受让人取得与债权有关的从权利，但是

该从权利专属于债权人自身的除外。 

 受让人取得从权利不因该从权利未办理转移登记手续或者未

转移占有而受到影响。 

第五百四十八条 【债务抗辩的转移】 

债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以

向受让人主张。 

第五百四十九条 【债权转让中债务人的抵消权】 

有下列情形之一的，债务人可以向受让人主张抵销： 

 （一）债务人接到债权转让通知时，债务人对让与人享有债

权，且债务人的债权先于转让的债权到期或者同时到期； 

 （二）债务人的债权与转让的债权是基于同一合同产生。 

第五百五十条 【债权转让费用的承担】 

因债权转让增加的履行费用，由让与人负担。 

第五百五十一条 【免除的债务承担】 

债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的，应当经债权

人同意。 

 债务人或者第三人可以催告债权人在合理期限内予以同意，

债权人未作表示的，视为不同意。 

第五百五十二条 【并存的债务承担】 

第三人与债务人约定加入债务并通知债权人，或者第三人向

債権者は、債権の全部又は一部を第三者に譲渡することが

できる。ただし、以下に掲げる事由の一つがある場合を除く。

（1）債権の性質に基づき譲渡してはならない場合 

（2）当事者の約定により譲渡してはならない場合 

（3）法律の規定により譲渡してはならない場合 

 非金銭債権を譲渡してはならない旨を当事者が約定してい

る場合、善意の第三者に対抗することができない。金銭債権

を譲渡してはならない旨を当事者が約定する場合、第三者に

対抗することができない。 

第 546 条 【債権者の債権譲渡にかかる通知の義務】 

債権者が債権を譲渡するにあたり、債務者に通知しなかっ

た場合、当該譲渡は債務者に対し効力を生じない。 

 債権譲渡の通知は取り消してはならないが、譲受人の同意

を得た場合を除く。 

第 547 条 【債権譲渡における従たる権利の一括譲渡】 

債権者が債権を譲渡する場合、譲受人は、債権に関する従

たる権利を取得するが、当該従たる権利が債権者自身に専属

する場合を除く。 

 譲受人による従たる権利の取得は、当該従たる権利につき

移転登記手続きがなされないこと、その専有が移転しないこ

とによる影響を受けない。 

第 548 条 【債務抗弁の移転】 

債務者は、債権譲渡通知を受け取った後、譲渡人に対する

債務者の抗弁を、譲受人に対して主張することができる。 

第 549 条 【債権譲渡における債務者の相殺権】 

以下に掲げる事由の一つがある場合、債務者は、譲受人に

対し相殺を主張することができる。 

（1）債務者が債権譲渡通知を受け取った際、債務者が譲渡人

に対し債権を享有し、なおかつ債務者の債権が譲渡された債

権に先行して期限が到来したか、同時に期限が到来した場合

（2）債務者の債権と譲渡された債権が同一契約に基づいて生

じたものである場合 

第 550 条 【債権譲渡費用の負担】 

債権の譲渡により増加した履行費用は、譲渡人が負担する。

第 551 条 【債務引受けの免除】 

債務者は、債務の全部又は一部を第三者に移転する場合、

債権者の同意を得なければならない。 

 債務者又は第三者は、債権者に対し合理的な期間内に同意

するよう催告することができ、債権者が意思を表示しない場

合は同意しないものとみなす。 

第 552 条 【債務引受けの併存】 

第三者が債務に加入する旨を債務と約定し、かつ、債権者
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债权人表示愿意加入债务，债权人未在合理期限内明确拒绝的，

债权人可以请求第三人在其愿意承担的债务范围内和债务人承

担连带债务。 

第五百五十三条 【债务人转移债务时新债务人同时获得抗辩

权】 

债务人转移债务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的

抗辩；原债务人对债权人享有债权的，新债务人不得向债权人

主张抵销。 

第五百五十四条 【从债务随主债务转移】 

债务人转移债务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债

务，但是该从债务专属于原债务人自身的除外。 

第五百五十五条 【合同权利义务的概括转移】 

当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务

一并转让给第三人。 

第五百五十六条 【概括转移应当适用的有关条款】 

合同的权利和义务一并转让的，适用债权转让、债务转移的

有关规定。 

第七章 合同的权利义务终止 

第五百五十七条 【债权债务终止的法定情形】 

有下列情形之一的，债权债务终止： 

 （一）债务已经履行； 

 （二）债务相互抵销； 

 （三）债务人依法将标的物提存； 

 （四）债权人免除债务； 

 （五）债权债务同归于一人； 

 （六）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。 

 合同解除的，该合同的权利义务关系终止。 

第五百五十八条 【后合同义务】 

债权债务终止后，当事人应当遵循诚信等原则，根据交易习

惯履行通知、协助、保密、旧物回收等义务。 

第五百五十九条 【从权利消灭】 

债权债务终止时，债权的从权利同时消灭，但是法律另有规

定或者当事人另有约定的除外。 

に通知したか、第三者が債務に加入する意思のあることを債

権者に対して表示し、債権者が合理的な期間内に明確に拒絶

しない場合、債権者は、第三者に対し、当該第三者が負う意

思を有する債務の範囲において債務者と連帯債務を負うよう

請求することができる。 

第 553 条 【債務者が債務を移転した場合における新債務者

の抗弁権同時獲得】 

債務者が債務を移転する場合、新たな債務者は、債権者に

対する元の債務者の抗弁を主張することができる。元の債務

者が債権者に対し債権を有する場合、新たな債務者は、債権

者に対して相殺を主張してはならない。 

第 554 条 【従たる債務の主たる債務に伴う移転】 

債務者が債務を移転する場合、新たな債務者は、主たる債

務に関する従たる債務を負担しなければならないが、当該従

たる債務が元の債務者自身に専属する場合を除く。 

第 555 条 【契約の権利義務の一括移転】 

当事者の一方は、相手方の同意を得て、契約中の自己の権

利及び義務をまとめて第三者に譲渡することができる。 

第 556 条 【一括移転に適用すべき関連条項】 

契約の権利と義務をまとめて譲渡する場合、債権の譲渡又

は債務の移転にかかる関連規定を適用する。 

第七章 契約上の権利義務の終了 

第 557 条 【債権債務終了の法定事由】 

以下に掲げる事由の一つがある場合、債権債務は終了する。

（1）債務がすでに履行されている場合 

（2）債務が相互に相殺された場合 

（3）債務者が法により目的物を供託した場合 

（4）債権者が債務を免除した場合 

（5）債権債務が同一人に帰属した場合 

（6）法律の規定又は当事者の約定により債権債務が終了する

その他の事由 

 契約が解除された場合、当該契約の権利義務関係は終了す

る。 

第 558 条 【契約終了後の義務】 

債権債務が終了した後、当事者は、信義誠実等の原則を遵

守し、商慣習に基づき通知、協力、秘密保持、古物回収等の

義務を履行しなければならない。 

第 559 条 【従たる権利の消滅】 

債権債務が終了した時をもって債権の従たる権利は同時に

消滅する。ただし、法律に別段の規定があるか、当事者に別
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第五百六十条 【对同一债权人负数个债务的履行规则】 

债务人对同一债权人负担的数项债务种类相同，债务人的给

付不足以清偿全部债务的，除当事人另有约定外，由债务人在

清偿时指定其履行的债务。 

 债务人未作指定的，应当优先履行已经到期的债务；数项债

务均到期的，优先履行对债权人缺乏担保或者担保 少的债务；

均无担保或者担保相等的，优先履行债务人负担较重的债务；

负担相同的，按照债务到期的先后顺序履行；到期时间相同的，

按照债务比例履行。 

第五百六十一条 【债务履行顺序】 

债务人在履行主债务外还应当支付利息和实现债权的有关费

用，其给付不足以清偿全部债务的，除当事人另有约定外，应

当按照下列顺序履行： 

 （一）实现债权的有关费用； 

 （二）利息； 

 （三）主债务。 

第五百六十二条 【合同的约定解除】 

当事人协商一致，可以解除合同。 

 当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生

时，解除权人可以解除合同。 

第五百六十三条 【合同的法定解除】 

有下列情形之一的，当事人可以解除合同： 

 （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； 

 （二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己

的行为表明不履行主要债务； 

 （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限

内仍未履行； 

 （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不

能实现合同目的； 

 （五）法律规定的其他情形。 

 以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解

除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。 

段の約定がある場合を除く。 

第 560 条 【同一債権者が複数の債務を負う場合の履行規則】

債務者が同一の債権者に対して負う複数の債務の種類が同

一であり、債務者による支払いが全ての債務の弁済に不足す

る場合、当事者に別段の約定がある場合を除き、債務者が弁

済する際にその履行する債務を指定する。 

 債務者は、指定のない場合には、すでに期限の到来してい

る債務を優先して履行する。複数の債務の期限がいずれも到

来している場合、債権者に対する担保がないか、担保が 少

の債務を優先して履行する。いずれにも担保がないか、担保

が全て同等である場合は、債務者の負担がより重い債務を優

先して履行する。負担が同一の場合には、債務の期限が到来

する先後順位に従って履行する。期限の到来時期が同一であ

る場合は、債務比率に従って履行する。 

第 561 条 【債務の履行順序】 

債務者が主たる債務を履行するほか、利息及び債権の実現

にかかる関連費用を支払うべき場合において、支払う費用が

全ての債務の弁済に不足するときは、当事者に別段の約定が

ある場合を除き、以下に掲げる順序で履行しなければならな

い。 

（1）債権の実現にかかる関連費用 

（2）利息 

（3）主たる債務 

第 562 条 【契約の約定による解除】 

当事者は、協議により合意して契約を解除することができ

る。 

 当事者は、一方による契約解除の事由を約定することがで

きる。契約解除の事由が発生した場合、解除権者は、契約を

解除することができる。 

第 563 条 【契約の法定解除】 

以下に掲げる事由の一つがある場合、当事者は契約を解除

することができる。 

（1）不可抗力により契約の目的が実現不能となった場合 

（2）履行期間が満了する前に、当事者の一方が主たる債務を

履行しない旨を明確に表示したか、自己の行為により表明し

た場合 

（3）当事者の一方が主たる債務の履行を遅延し、催告しても

なお合理的な期間内に履行しなかった場合 

（4）当事者の一方が債務の履行を遅延したか、その他の違約

行為をしたことにより契約の目的が実現不能となった場合 

（5）法律に定めるその他の事由 

 持続的に履行される債務を内容とする期間の定めのない契

約について、当事者は、契約を随時解除することができるが、

合理的な期間を残して相手方に通知しなければならない。 
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第五百六十四条 【解除权行使期限】 

法律规定或者当事人约定解除权行使期限，期限届满当事人

不行使的，该权利消灭。 

 法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限，自解除

权人知道或者应当知道解除事由之日起一年内不行使，或者经

对方催告后在合理期限内不行使的，该权利消灭。 

第五百六十五条 【合同解除权的行使规则】 

当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通

知到达对方时解除；通知载明债务人在一定期限内不履行债务

则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通

知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的，任何一

方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效

力。 

 当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方

式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，

合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。 

第五百六十六条 【合同解除的法律后果】 

合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履

行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补

救措施，并有权请求赔偿损失。 

 合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，

但是当事人另有约定的除外。 

 主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任仍应当

承担担保责任，但是担保合同另有约定的除外。 

第五百六十七条 【结算条款、清理条款效力的独立性】 

合同的权利义务关系终止，不影响合同中结算和清理条款的

效力。 

第五百六十八条 【法定的债务抵消及其行使规则】 

当事人互负债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何

一方可以将自己的债务与对方的到期债务抵销；但是，根据债

务性质、按照当事人约定或者依照法律规定不得抵销的除外。

第 564 条 【解除権の行使期間】 

解除権の行使期間について法律に規定されているか、当事

者が約定している場合、期間が満了しても当事者が行使しな

い場合、当該権利は消滅する。 

 解除権の行使期間について法律に規定がないか、当事者が

約定していない場合において、解除権者が解除事由を知るか

知り得るべき日から 1年以内に行使しないか、相手方の催告

を受けても合理的な期間内に行使しない場合、当該権利は消

滅する。 

第 565 条 【契約解除権の行使規則】 

当事者の一方は、法により契約の解除を主張するにあたり、

相手方に通知しなければならない。契約は、通知が相手方に

到達した時より解除される。債務者が一定期間に債務を履行

しないと契約が解除される旨が通知に明記されているのに債

務者が当該期間内に債務を履行しない場合、契約は、通知に

明記された期間が満了した時より解除される。相手方が契約

の解除について意義を有する場合は、いずれの一方の当事者

も、解除行為の抗力の確認を裁判所又は仲裁機関に請求する

ことができる。 

 一方の当事者が相手方に通知せず、直接訴訟提起又は仲裁

申立ての方式で契約の解除を法により主張し、裁判所又は仲

裁機関が当該主張を確認した場合、契約は、訴状の副本又は

仲裁申立書の副本が相手方に送達された時より解除される。

第 566 条 【契約解除の法的結果】 

契約を解除した後、履行していない場合、履行を終了する。

すでに履行している場合、履行の状況及び契約の性質に基づ

き、当事者は原状を回復するか、その他の救済措置を講じる

よう請求することができ、かつ、損害賠償を請求する権利を

有する。 

 契約が違約により解除された場合、解除権者は、違約当事

者に対し違約責任を負うよう請求することができる。ただし、

当事者に別段の約定がある場合を除く。 

 主たる契約が解除された後、担保提供者は、債務者が負う

べき民事責任に対してなお担保責任を負わなければならな

い。ただし、担保契約に別段の約定がある場合を除く。 

第 567 条 【決済条項、清算条項の効力の独立性】 

契約上の権利義務関係の終了は、契約中の決済及び清算条

項の効力には影響を及ぼさない。 

第 568 条 【法定の債務相殺及びその行使規則】 

当事者が債務を相互に負い、当該債務の目的物の種類及び

品質が同一である場合、いずれの一方も、自己の債務を相手

方の期限到来債務と相殺することができる。ただし、債務の

性質に基づき、当事者の約定に従い、又は法律の規定により

相殺してはならないとされる場合を除く。 



大
  
地
  
仮
  
訳

 大地法律事務所仮訳 

 

 89

 当事人主张抵销的，应当通知对方。通知自到达对方时生效。

抵销不得附条件或者附期限。 

第五百六十九条 【约定的债务抵消】 

当事人互负债务，标的物种类、品质不相同的，经协商一致，

也可以抵销。 

第五百七十条 【标的物提存的法定情形】 

有下列情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物提

存： 

 （一）债权人无正当理由拒绝受领； 

 （二）债权人下落不明； 

 （三）债权人死亡未确定继承人、遗产管理人，或者丧失民

事行为能力未确定监护人； 

 （四）法律规定的其他情形。 

 标的物不适于提存或者提存费用过高的，债务人依法可以拍

卖或者变卖标的物，提存所得的价款。 

第五百七十一条 【提存成立的时间及效果】 

债务人将标的物或者将标的物依法拍卖、变卖所得价款交付

提存部门时，提存成立。 

 提存成立的，视为债务人在其提存范围内已经交付标的物。

第五百七十二条 【标的物提存后债务人的通知义务】 

标的物提存后，债务人应当及时通知债权人或者债权人的继

承人、遗产管理人、监护人、财产代管人。 

第五百七十三条【标的物提存后的风险负担、孳息归属、费用

负担】 

 标的物提存后，毁损、灭失的风险由债权人承担。提存期间，

标的物的孳息归债权人所有。提存费用由债权人负担。 

第五百七十四条 【提存物的领取】 

债权人可以随时领取提存物。但是，债权人对债务人负有到

期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门

根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物。 

 债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消

灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。但是，债权人未履行

对债务人的到期债务，或者债权人向提存部门书面表示放弃领

取提存物权利的，债务人负担提存费用后有权取回提存物。 

 当事者は、相殺を主張する場合は相手方に通知しなければ

ならない。通知は、相手方に到達した時より効力を生ずる。

相殺には、条件や期限を付すことができない。 

第 569 条 【約定による債務相殺】 

当事者が債務を相互に負い、目的物の種類又は品質が同一

でない場合も、協議による合意を経て相殺することができる。

第 570 条 【目的物の供託の法定事由】 

以下に掲げる事由の一つがあり、債務の履行が困難である

場合、債務者は、目的物を供託することができる。 

（1）債権者が正当な理由なく受領を拒否する場合 

（2）債権者が行方不明のとき 

（3）債権者が死亡して相続人又は遺産管理人が確定していな

いか、民事行為能力を喪失して後見人が確定していない場合

（4）法律に定めるその他の事由 

 目的物が供託に適さないか、供託費用があまりに高い場合、

債務者は、法により目的物を競売又は換価することにより取

得した代金を供託することができる。 

第 571 条 【供託成立の時点及び効果】 

債務者が目的物又は目的物を法により競売又は換価して取

得した代金を供託機関に引き渡した時より、供託は成立する。

 供託が成立した場合、債務者はその供託範囲内においてす

でに目的物を引き渡したものとみなす。 

第 572 条 【目的物供託後の債務者の通知義務】 

目的物が供託された後、債務者は遅滞なく債権者、債権者

の相続人又は遺産管理人、貢献者、財産管理人に通知しなけ

ればならない。 

第 573 条 【目的物供託後のリスク負担、果実の帰属、費用

負担】 

目的物が供託された後、毀損又は滅失にかかるリスクは、

債権者が負うものとなる。供託期間において、目的物の果実

は、債権者の所有に帰属する。供託費用は、債権者が負担す

る。 

第 574 条 【供託物の払渡し】 

債権者は、随時供託物の払渡しを受けることができる。た

だし、債権者が債務者に対し期限到来債務を負う場合は、債

権者が債務を履行するか、担保を提供するまでは、供託機関

は債務者の要求に基づき、債権者への供託物の払渡しを拒絶

しなければならない。 

 債権者が供託物の払渡しを受ける権利は、供託した日から

5年以内に行使しないことにより消滅する。ただし、債権者

が債務者に対する期限到来債務を履行しないか、債権者が供

託物の払渡しを受ける権利を放棄する旨を供託機関に対し書

面で表示した場合、債務者は、供託費用を負担した後で供託



大
  
地
  
仮
  
訳

 大地法律事務所仮訳 

 

 90

 

第五百七十五条 【债的免除】 

债权人免除债务人部分或者全部债务的，债权债务部分或者

全部终止，但是债务人在合理期限内拒绝的除外。 

第五百七十六条 【债权债务混同的处理】 

债权和债务同归于一人的，债权债务终止，但是损害第三人

利益的除外。 

第八章 违约责任 

第五百七十七条 【违约责任的种类】 

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定

的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责

任。 

第五百七十八条 【预期违约责任】 

当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务

的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。 

第五百七十九条 【违约责任的承担】 

当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其

他金钱债务的，对方可以请求其支付。 

第五百八十条 【非金钱债务继续履行及除外条款】 

当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约

定的，对方可以请求履行，但是有下列情形之一的除外： 

 （一）法律上或者事实上不能履行； 

 （二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高； 

 （三）债权人在合理期限内未请求履行。 

 有前款规定的除外情形之一，致使不能实现合同目的的，人

民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求终止合同权利义务

关系，但是不影响违约责任的承担。 

第五百八十一条 【违约责任的承担：第三人替代履行】 

当事人一方不履行债务或者履行债务不符合约定，根据债务

的性质不得强制履行的，对方可以请求其负担由第三人替代履

行的费用。 

物を取り戻す権利を有する。 

第 575 条 【債権債務の免除】 

債権者が債務者の債務の一部又は全部を免除した場合、債

権債務の一部又は全部が終了する。ただし、債務者が合理的

な期間内に拒絶した場合を除く。 

第 576 条 【債権と債務が混同した場合の処理】 

債権及び債務が同一人に帰属する場合、債権債務は終了す

る。ただし、第三者の利益を損なう場合を除く。 

第八章 違約責任 

第 577 条 【違約責任の種類】 

当事者の一方が契約上の義務を履行しないか、契約上の義

務の履行が約定に適合しない場合、履行を継続し、救済措置

を講じ、又は損害を賠償する等の違約責任を負わなければな

らない。 

第 578 条 【想定違約責任】 

契約上の義務を履行しない旨を当事者の一方が明確に表示

したか、自己の行為により表明した場合、相手方は、履行期

間が満了する前に、当該当事者に対し違約責任の負担を請求

することができる。 

第 579 条 【違約責任の負担】 

当事者の一方が代金、報酬、賃料又は利息を支払わないか、

その他の金銭債務を履行しない場合、相手方は、当該当事者

に対する支払いを請求することができる。 

第 580 条 【非金銭債務の継続履行及び免責条項】 

当事者の一方が非金銭債務を履行しないか、非金銭債務の

履行が約定に適合しない場合、相手方は、履行を請求するこ

とができる。ただし、以下に掲げる事由の一つがある場合を

除く。 

（1）法律上又は事実上履行できない場合 

（2）債務の目的が強制的な履行に適さないか、履行費用があ

まりに高い場合 

（3）債権者が合理的な期間内に履行を請求しない場合 

 前項に定める例外事由の一つがあり、契約の目的が実現不

能となった場合、裁判所又は仲裁機関は、当事者の請求に基

づき契約の権利義務関係を終了させることができるが、この

ことは違約責任の負担に影響しない。 

第 581 条 【違約責任の負担：第三者による代理履行】 

当事者の一方が債務を履行しないか、債務の履行が約定に

適合せず、債務の性質に基づき履行を強制することができな

い場合、相手方は、第三者の代替履行費用の負担を当該当事
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第五百八十二条 【违约责任的承担：质量不符合约定的违约

责任】 

履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。

对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条

的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大

小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减

少价款或者报酬等违约责任。 

第五百八十三条 【违约责任的承担：损失赔偿与其他责任的

并存】 

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定

的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，

应当赔偿损失。 

第五百八十四条 【违约责任的承担：损失赔偿额的认定】 

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，

造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，

包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订

立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。 

第五百八十五条 【违约金的约定及其调整】 

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一

定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算

方法。 

 约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可

以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的

损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适

当减少。 

 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还

应当履行债务。 

第五百八十六条 【定金合同；定金数额的确定】 

当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金

合同自实际交付定金时成立。 

 定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的

百分之二十，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数

者に請求することができる。 

第 582 条 【違約責任の負担：品質が約定に適合しない場合

の違約責任】 

履行が約定に適合しない場合、当事者の約定に従い違約責

任を負わなければならない。違約責任について約定しておら

ず、約定が不明確であり、第 511 条の規定によってもなお確

定できない場合、損害を受けた当事者は、目的の性質及び損

失の多寡に基づき、修理、再製作、交換、返品又は代金もし

くは報酬の減少等により違約責任を負うよう、合理的に選択

し相手方に請求することができる。 

第 583 条 【違約責任の負担：損失の賠償とその他の責任の

併存】 

当事者の一方が契約上の義務を履行しないか、契約上の義

務の履行が約定に適合しない場合、義務を履行するか、救済

措置を取った後、相手方になおその他の損失がある場合、そ

の損失を賠償しなければならない。 

第 584 条 【違約責任の負担：損害賠償額の認定】 

当事者の一方が契約上の義務を履行せず、又は契約上の義

務の履行が約定に適合せず、相手方に損失をもたらした場合、

損害賠償額は、違約によりもたらされた損失に相当でなけれ

ばならない。これには、契約履行後に取得することのできる

利益を含むが、違約した一方が契約締結時に予見していたか、

予見されるべき、違約に起因してもたらされる可能性のある

損失を超えてはならない。 

第 585 条 【違約金の約定及びその調整】 

当事者は、一方が違約した場合に違約状況に基づき相手方

に対し一定金額の違約金を支払うべき旨を約定することがで

きるとともに、違約に起因して生じる損害賠償額の計算方法

について約定することもできる。 

 約定された違約金がもたらされた損失を下回る場合、裁判

所又は仲裁機関は当事者の請求に基づき増額することができ

る。約定された違約金がもたらされた損害を過分に上回る場

合、裁判所又は仲裁機関は、当事者の請求に基づき適度に減

額することができる。 

 当事者が履行遅延について違約金を約定している場合、違

約した当事者は、違約金を支払った後もなお債務を履行しな

ければならない。 

第 586 条 【手付金契約:手付金額の確定】 

当事者は、一方が相手方に対して手付金を支払うことによ

り債権の担保とする旨を約定することができる。手付金契約

は、手付金を実際に支払った時より成立する。 

 手付金の金額は、当事者が約定する。ただし、主たる契約

の目的額の 20%を超えてはならず、超過した部分は手付金の

効力を生じない。実際に支払われる手付金の金額が約定され
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额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。 

第五百八十七条 【定金罚则】 

债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金

的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合

同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或

者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍

返还定金。 

第五百八十八条 【违约金与定金竞合选择权】 

当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可

以选择适用违约金或者定金条款。 

 定金不足以弥补一方违约造成的损失的，对方可以请求赔偿

超过定金数额的损失。 

第五百八十九条 【债权人受领迟延】 

债务人按照约定履行债务，债权人无正当理由拒绝受领的，

债务人可以请求债权人赔偿增加的费用。 

 在债权人受领迟延期间，债务人无须支付利息。 

第五百九十条 【因不可抗力不能履行合同】 

当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影

响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不

可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对

方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。 

 当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。 

第五百九十一条 【非违约方防止损失扩大义务】 

当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；

没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔

偿。 

 当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方负担。

第五百九十二条 【双方违约和违约过失相抵规则】 

当事人都违反合同的，应当各自承担相应的责任。 

た金額を上回るか、下回る場合、約定された手付金の金額を

変更したものとみなす。 

第 587 条 【手付金の罰則】 

債務者が債務を履行した場合には、手付金を代金に充当す

るか、回収されなければならない。手付金を支払う一方が債

務を履行しないか、債務を履行したが約定に適合せず、契約

の目的が実現できなくなった場合、手付金の返還を請求する

権利を有しない。手付金を受け取る一方が債務を履行しない

か、債務の履行が約定に適合せず、契約の目的が実現不能と

なった場合、手付金を 2倍額で返還しなければならない。 

第 588 条 【違約金と手付金の競合選択権】 

当事者が違約金を約定し、かつ手付金を約定しており、一

方が違約した場合、相手方は、違約金又は手付金の条項を選

択的に適用することができる。 

 手付金が一方の違約によりもたらされた損失の補填に不足

する場合、相手方は、手付金の金額を超える損害を賠償する

よう請求することができる。 

第 589 条 【債権者の受領遅延】 

債務者が約定に従い債務を履行し、債権者が正当な理由な

く受領を拒絶する場合、債務者は、債権者に対し増加した費

用の賠償を請求することができる。 

 債権者が受領を遅延した期間において、債務者は、利息を

支払う必要がない。 

第 590 条 【不可抗力による契約の履行不能】 

当事者の一方が不可抗力により契約を履行することができ

ない場合、不可抗力の影響に基づき、責任の一部又は全部を

免除する。ただし、法律に別段の定めがある場合を除く。不

可抗力により契約を履行することができない場合、遅滞なく

相手方に通知しなければならず、相手方にもたらしうる損失

を軽減しなければならず、かつ、合理的な期間内に証明を提

出しなければならない。 

 当事者が履行を遅延した後に不可抗力が発生した場合は、

その違約責任を免除しない。 

第 591 条 【非違約側の損失拡大防止義務】 

当事者の一方が違約した後、相手方は、適当な措置を取り

損失の拡大を防止しなければならない。適当な措置を取らず

に損失を拡大させた場合、拡大した損失について賠償を請求

してはならない。 

 当事者が損失拡大の防止により支出した合理的な費用は、

違約した当事者が負担する。 

第 592 条 【双方の違約及び違約と過失の相殺規則】 

当事者がいずれも契約に違反した場合、各自が相応する責

任を負わなければならない。 
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 当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，

可以减少相应的损失赔偿额。 

第五百九十三条 【因第三人原因造成违约情况下的责任承担】

当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当依法向对方承

担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定

或者按照约定处理。 

第五百九十四条 【合同争议提起诉讼或申请仲裁的期限】 

因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申

请仲裁的时效期间为四年。 

第二分编 典型合同 

第九章 买卖合同 

第五百九十五条 【买卖合同的定义】 

买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支

付价款的合同。 

第五百九十六条 【买卖合同的内容】 

买卖合同的内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、

履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验标准和方法、结

算方式、合同使用的文字及其效力等条款。 

第五百九十七条 【无权处分的违约责任；特别法上禁止或限

制转让标的物的优先适用】 

因出卖人未取得处分权致使标的物所有权不能转移的，买受

人可以解除合同并请求出卖人承担违约责任。 

 法律、行政法规禁止或者限制转让的标的物，依照其规定。

第五百九十八条 【标的物所有权转移：交付】 

出卖人应当履行向买受人交付标的物或者交付提取标的物的

单证，并转移标的物所有权的义务。 

第五百九十九条 【出卖人义务：交付单证、交付资料】 

出卖人应当按照约定或者交易习惯向买受人交付提取标的物

单证以外的有关单证和资料。 

第六百条 【买卖合同知识产权保留条款】 

出卖具有知识产权的标的物的，除法律另有规定或者当事人

 当事者の一方の違約により相手方に損失をもたらし、損失

の発生について相手方に過失がある場合、相応の損害賠償額

を減少させることができる。 

第 593 条 【第三者の原因により違約がもたらされた場合の

責任負担】 

当事者の一方が第三者による原因により違約をもたらした

場合、法により相手方に対して違約責任を負わなければなら

ない。当事者の一方と第三者の間の紛争は、法律の規定又は

約定に従い処理する。 

第 594 条 【契約紛争により訴訟提起又は仲裁申立てを行う

期限】 

国際貨物売買契約及び技術輸出入契約紛争に起因して訴訟

を提起するか仲裁を申し立てる時効期間は 4年とする。 

第二分編 典型契約 

第九章 売買契約 

第 595 条 【売買契約の定義】 

売買契約は、売主が目的物の所有権を買主に移転し、買主

が代金を支払う契約である。 

第 596 条 【売買契約の内容】 

売買契約の内容には、一般に、目的物の名称、数量、品質、

代金、履行期間、履行の場所及び方式、包装の方式、検査基

準及び方法、決済方式、契約の使用言語及びその効力等の条

項を含む。 

第 597 条 【無権処分の違約責任、特別法における目的物の

譲渡又は制限の優先適用】 

売主が処分権を取得していないことにより目的物の所有権

が移転不能となった場合、買主は、契約を解除した上、売主

に対し違約責任の負担を請求することができる。 

 法律又は行政法規により譲渡が禁止又は制限される目的物

については、当該規定に従う。 

第 598 条 【目的物の所有権移転：引渡し】 

売主は、買主に対して目的物を引き渡すか、目的物の引取

りにかかる書類を引き渡し、かつ、目的物の所有権を移転す

る義務を履行しなければならない。 

第 599 条 【売主の義務：書類、資料の引渡し】 

売主は、約定又は商慣習に従い、買主に対し目的物の引取

りにかかる書類以外の関連書類及び資料を引き渡さなければ

ならない。 

第 600 条 【売買契約の知的財産権留保条項】 

知的財産権を有する目的物を売却する場合、法律に別段の
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另有约定外，该标的物的知识产权不属于买受人。 

第六百零一条 【出卖人义务：交付期间】 

出卖人应当按照约定的时间交付标的物。约定交付期限的，出

卖人可以在该交付期限内的任何时间交付。 

第六百零二条 【标的物的交付期间的确定】 

当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，适用

本法第五百一十条、第五百一十一条第四项的规定。 

第六百零三条 【买卖合同标的物的交付地点】 

出卖人应当按照约定的地点交付标的物。 

 当事人没有约定交付地点或者约定不明确，依据本法第五百

一十条的规定仍不能确定的，适用下列规定： 

 （一）标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一

承运人以运交给买受人； 

 （二）标的物不需要运输，出卖人和买受人订立合同时知道

标的物在某一地点的，出卖人应当在该地点交付标的物；不知

道标的物在某一地点的，应当在出卖人订立合同时的营业地交

付标的物。 

第六百零四条 【标的物的风险承担】 

标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，

交付之后由买受人承担，但是法律另有规定或者当事人另有约

定的除外。 

第六百零五条 【因买受人交付期限违约标的物意外灭失风险

的负担】 

因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，买受

人应当自违反约定时起承担标的物毁损、灭失的风险。 

第六百零六条 【在途标的物买卖合同的风险转移】 

出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约

定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。 

第六百零七条 【当事人是否约定交付地点的风险转移规则】

規定があるか、当事者間に別段の約定があるものを除き、当

該目的物の知的財産権は買主に帰属しない。 

第 601 条 【売主の義務：引渡期間】 

売主は、約定された通りの期間に目的物を引き渡さなけれ

ばならない。引渡期間を約定する場合、売主は、当該引渡期

間内であれば随時引き渡すことができる。 

第 602 条 【目的物の引渡期限の確定】 

当事者が目的物の引渡期限について約定していないか、約

定が明確でない場合、本法第 510 条、第 511 条第（4）号の規

定を適用する。 

第 603 条 【売買契約における目的物の引渡場所】 

売主は、約定された通りの場所で目的物を引き渡さなけれ

ばならない。 

 当事者が引渡場所について約定していないか、約定が不明

確であり、本法第 510 条の規定によってもなお確定できない

場合、以下に掲げる規定を適用する。 

（1）目的物について運送の必要がある場合、売主は、運送し

て目的物を買主に引き渡すため、目的物を第一運送人に引き

渡さなければならない。 

（2）目的物について運送の必要がなく、売主及び買主が契約

を締結する際に目的物が特定の場所にあることを知っている

場合、売主は、当該場所において目的物を引き渡さなければ

ならない。目的物が特定の場所にあることを知らない場合は、

契約締結時における売主の営業地において引き渡すものとす

る。 

第 604 条 【目的物のリスクの負担】 

目的物の毀損又は滅失にかかるリスクは、目的物を引き渡

すまでは売主が負担し、引き渡した後は買主が負担するもの

とする。ただし、法律に別段の規定があるか、当事者に別段

の約定がある場合を除く。 

第 605 条 【買主の引渡期限にかかる違約による目的物の滅

失リスクの負担】 

買主の原因により約定された期限通りに目的物を引き渡す

ことができなくなった場合、買主は、約定に違反した時から

目的物の毀損又は滅失にかかるリスクを負担しなければなら

ない。 

第 606 条 【運送途中目的物の売買契約におけるリスク移転】

売主が運送人に引き渡して運送させる途中で目的物を売却

する場合、当事者に別段の約定がある場合を除き、毀損又は

滅失にかかるリスクは、契約成立時より買主が負担する。 

第 607 条 【当事者の引渡場所の約定有無によるリスク移転

の規則】 
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出卖人按照约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承

运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。 

 当事人没有约定交付地点或者约定不明确，依据本法第六百

零三条第二款第一项的规定标的物需要运输的，出卖人将标的

物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承

担。 

第六百零八条 【买受人不履行接受标的物义务的风险负担】

出卖人按照约定或者依据本法第六百零三条第二款第二项的

规定将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标

的物毁损、灭失的风险自违反约定时起由买受人承担。 

第六百零九条 【未交付单证、资料的风险转移】 

出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，不影响

标的物毁损、灭失风险的转移。 

第六百一十条 【根本违约】 

因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受

人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物

或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。 

第六百一十一条 【买受人承担标的物损毁、灭失的风险不影

响出卖人承担违约责任】 

标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响因出卖人

履行义务不符合约定，买受人请求其承担违约责任的权利。 

第六百一十二条 【出卖人的权利瑕疵担保义务】 

出卖人就交付的标的物，负有保证第三人对该标的物不享有

任何权利的义务，但是法律另有规定的除外。 

第六百一十三条 【权利瑕疵担保责任之例外】 

买受人订立合同时知道或者应当知道第三人对买卖的标的物

享有权利的，出卖人不承担前条规定的义务。 

第六百一十四条 【买受人有确切证据证明标的物存在权利瑕

疵的处理】 

买受人有确切证据证明第三人对标的物享有权利的，可以中

売主が約定通りに目的物を買主の指定する場所まで運送

し、かつ、運送人に引き渡した後、目的物の毀損又は滅失に

かかるリスクは、買主が負担する。 

当事者が引渡場所について約定しないか、約定が不明確で

あり、本法第 603 条第 2項第（1）号の規定により目的物につ

いて運送する必要がある場合、売主が目的物を第一運送人に

引き渡した後、目的物の毀損又は滅失にかかるリスクは、買

主が負担する。 

第 608 条 【買主が目的物の引取義務を履行しない場合のリ

スク負担】 

売主が約定通りに、又は本法第 603 条第 2項第（2）号の規

定の通り目的物を引渡場所に置いたにもかかわらず、買主が

約定に違反して引き取らなかった場合、目的物の毀損又は滅

失にかかるリスクは、約定に違反した時点より買主の負担と

なる。 

第 609 条 【書類、資料を引き渡さない場合のリスク移転】

売主が約定の通り目的物に関する書類及び資料を引き渡さ

ない場合も、目的物の毀損又は滅失にかかるリスクの移転に

は影響しない。 

第 610 条 【根本的な違約】 

目的物が品質上の要求に適合しないために契約の目的が実

現不能となった場合、買主は、目的物の受取りを拒絶するか、

契約を解除することができる。買主が目的物の受取りを拒絶

したか、契約を解除した場合、目的物の毀損又は滅失にかか

るリスクは、売主が負担する。 

第 611 条 【買主による目的物の毀損、滅失のリスク負担の

売主による違約責任負担への不影響】 

目的物の毀損又は滅失にかかるリスクを買主が負担する場

合も、売主による義務の履行が約定に適合しないことについ

て、その違約責任の負担を請求する買主の権利には影響しな

い。 

第 612 条 【売主の権利瑕疵担保義務】 

売主は、引き渡す目的物につき、第三者が当該目的物につ

いていかなる権利も享有しないことを保証する義務を負う。

ただし、法律に別段の規定がある場合を除く。 

第 613 条 【権利瑕疵担保責任の例外】 

売買の目的物について第三者が権利を享有することを、買

主が契約を締結する際に知っているか、知り得るべき場合に

は、売主は、前条所定の義務を負わない。 

第 614 条 【目的物に権利瑕疵の存在を証明する確かな証拠

を買主が持つ場合の処理】 

買主は、目的物について第三者が権利を享有することを証
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止支付相应的价款，但是出卖人提供适当担保的除外。 

第六百一十五条 【出卖人的质量瑕疵担保义务】 

出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。出卖人提供有

关标的物质量说明的，交付的标的物应当符合该说明的质量要

求。 

第六百一十六条 【标的物质量要求没有约定或约定不明时的

认定规则】 

当事人对标的物的质量要求没有约定或者约定不明确，依据

本法第五百一十条的规定仍不能确定的，适用本法第五百一十

一条第一项的规定。 

第六百一十七条 【出卖人违反质量瑕疵担保义务的违约责任】

出卖人交付的标的物不符合质量要求的，买受人可以依据本

法第五百八十二条至第五百八十四条的规定请求承担违约责

任。 

第六百一十八条 【故意或重大过失不告知瑕疵的责任承担】

当事人约定减轻或者免除出卖人对标的物瑕疵承担的责任，

因出卖人故意或者重大过失不告知买受人标的物瑕疵的，出卖

人无权主张减轻或者免除责任。 

第六百一十九条 【标的物的包装方式】 

出卖人应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没

有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能

确定的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采

取足以保护标的物且有利于节约资源、保护生态环境的包装方

式。 

第六百二十条 【买受人的及时检验义务】 

买受人收到标的物时应当在约定的检验期限内检验。没有约

定检验期限的，应当及时检验。 

第六百二十一条 【当事人约定检验期限】 

当事人约定检验期限的，买受人应当在检验期限内将标的物

的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通

知的，视为标的物的数量或者质量符合约定。 

明する確実な証拠を有する場合、相応の代金の支払いを中止

することができる。ただし、売主が適当な担保を提供する場

合を除く。 

第 615 条 【売主の品質瑕疵担保義務】 

売主は、約定された品質上の要求に従い目的物を引き渡さ

なければならない。売主が目的物の品質に関連する説明を提

供した場合、引き渡される目的物は、当該説明の品質上の要

求に適合しなければならない。 

第 616 条 【目的物の品質要求につき約定がないか約定が不

明確な場合の認定規則】 

当事者が目的物の品質上の要求について約定していない

か、約定が不明確であり、本法第 510 条の規定によってもな

お確定できない場合には、本法第 511 条第（1）号の規定を適

用する。 

第 617 条 【売主が品質瑕疵担保義務に違反した場合の違約

責任】 

売主が引き渡す目的物が品質上の要求に適合しない場合、

買主は、本法第 582 条ないし第 584 の規定により違約責任の

負担を要求することができる。 

第 618 条 【故意又は重大な過失により過失を告知しなかっ

た場合の責任負担】 

目的物の瑕疵に対し売主が負う責任を軽減するか、免除す

る旨を当事者が約定しており、売主の故意又は重大な過失に

より買主に目的物の瑕疵を告知していなかった場合、売主は、

責任の軽減又は免除を主張する権利を有しない。 

第 619 条 【目的物の包装方式】 

売主は、約定された包装方式の通りに目的物を引き渡さな

ければならない。包装方式について約定していないか、約定

が不明確であり、本法第 510 条の規定によってもなお確定で

きない場合は、一般的な方式により包装しなければならない。

一般的な方法がない場合、目的物を保護するに足り、かつ資

源の節約及び生態環境の保護に役立つ包装方式を採用しなけ

ればならない。 

第 620 条 【買主の速やかな検査の義務】 

買主は、目的物を受領する際には、約定された検査期間内

に検査しなければならない。検査期間について約定していな

い場合、遅滞なく検査しなければならない。 

第 621 条 【当事者の約定する検査期間】 

当事者が検査期間について約定している場合、買主は、売

主に対し、目的物の数量又は品質が約定に適合しない状況を

検査期間内に通知しなければならない。買主が通知を怠った

場合、目的物の数量又は品質は、約定に適合したものとみな
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当事人没有约定检验期限的，买受人应当在发现或者应当发

现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期限内通知出卖

人。买受人在合理期限内未通知或者自收到标的物之日起二年

内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定；但

是，对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该二

年的规定。 

 出卖人知道或者应当知道提供的标的物不符合约定的，买受

人不受前两款规定的通知时间的限制。 

第六百二十二条 【检验期限或质量保证期过短的处理】 

当事人约定的检验期限过短，根据标的物的性质和交易习惯，

买受人在检验期限内难以完成全面检验的，该期限仅视为买受

人对标的物的外观瑕疵提出异议的期限。 

 约定的检验期限或者质量保证期短于法律、行政法规规定期

限的，应当以法律、行政法规规定的期限为准。 

第六百二十三条 【标的物数量和外观瑕疵检验】 

当事人对检验期限未作约定，买受人签收的送货单、确认单

等载明标的物数量、型号、规格的，推定买受人已经对数量和

外观瑕疵进行检验，但是有相关证据足以推翻的除外。 

第六百二十四条 【向第三人履行情形的检验标准】 

出卖人依照买受人的指示向第三人交付标的物，出卖人和买

受人约定的检验标准与买受人和第三人约定的检验标准不一致

的，以出卖人和买受人约定的检验标准为准。 

第六百二十五条 【法定或约定情形下出卖人的回收义务】 

依照法律、行政法规的规定或者按照当事人的约定，标的物

在有效使用年限届满后应予回收的，出卖人负有自行或者委托

第三人对标的物予以回收的义务。 

第六百二十六条 【买受人应支付价款的数额认定】 

买受人应当按照约定的数额和支付方式支付价款。对价款的

数额和支付方式没有约定或者约定不明确的，适用本法第五百

一十条、第五百一十一条第二项和第五项的规定。 

第六百二十七条 【买受人支付价款地点】 

す。 

 当事者が検査期間について約定していない場合、買主は、

目的物の数量又は品質が約定に適合しないことを発見した

か、発見し得るべき合理的な期間内に、売主に通知しなけれ

ばならない。買主より売主に対し合理的な期間内に通知しな

いか、目的物を受領した日から 2年以内に通知しなかった場

合、目的物の数量又は品質は約定に適合するものとみなす。

ただし、目的物に品質保証期間がある場合、品質保証期間を

適用し、当該 2年の規定を適用しない。 

 提供する目的が約定に適合しないことを売主が知るか、知

り得るべき場合には、前 2 項に規定する通知期間の制限を受

けない。 

第 622 条 【検査期間又は品質保証期間があまりに短い場合

の処理】 

当事者が約定する整理期間があまりに短く、目的物の性質

及び商慣習に基づき、買主が検査期間内に全面検査を完了す

るのが困難である場合には、当該期間は、買主が目的物の外

観の瑕疵のみについて意義を提起する期間とみなす。 

約定された検査期間又は品質保証期間が法律又は行政法規

に所定の期間を下回る場合、法律又は行政法規に所定の期間

を基準とする。 

第 623 条 【目的物の数量及び外観瑕疵の検査】 

当事者が検査期間について約定しておらず、買主が受領を

署名確認した貨物送付書、確認書等に目的物の数量、型番及

び規格が明記されている場合、買主がすでに数量及び外観の

瑕疵について検査をしているものと推定する。ただし、これ

を覆すに足る関連証拠がある場合を除く。 

第 624 条 【第三者に対する履行の場合の検査基準】 

売主が買主の指示により第三者に対し目的物を引き渡すに

あたり、売主と買主が約定する検査基準が、買主が第三者と

約定する検査基準と一致しない場合は、売主と買主が約定す

る検査基準に準ずる。 

第 625 条 【法定又は約定による売主の回収義務】 

法律もしくは行政法規の規定又は当事者の約定により、目

的物について有効な使用年限が満了した後で回収すべき場合

は、売主は、自ら又は第三者に委託して目的物について回収

する義務を負う。 

第 626 条 【買主が支払うべき代金の金額認定】 

買主は、約定された金額及び支払方式により代金を支払わ

なければならない。代金の金額及び支払方式について約定し

ていないか、約定が明確でない場合には、本法第 510 条、第

511 条第（2）号及び第（5）号の規定を適用する。 

第 627 条 【買主の代金支払いの場所】 
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买受人应当按照约定的地点支付价款。对支付地点没有约定

或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，

买受人应当在出卖人的营业地支付；但是，约定支付价款以交

付标的物或者交付提取标的物单证为条件的，在交付标的物或

者交付提取标的物单证的所在地支付。 

第六百二十八条 【买受人支付价款的时间】 

买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定

或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，

买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。 

第六百二十九条 【出卖人多交标的物的处理】 

出卖人多交标的物的，买受人可以接收或者拒绝接收多交的

部分。买受人接收多交部分的，按照约定的价格支付价款；买

受人拒绝接收多交部分的，应当及时通知出卖人。 

第六百三十条 【买卖合同标的物孳息的归属】 

标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有；交付之后产

生的孳息，归买受人所有。但是，当事人另有约定的除外。 

第六百三十一条 【标的物的主物、从物不符约定解除合同的

效力】 

因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力

及于从物。因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力

不及于主物。 

第六百三十二条 【数物买卖合同的解除】 

标的物为数物，其中一物不符合约定的，买受人可以就该物

解除。但是，该物与他物分离使标的物的价值显受损害的，买

受人可以就数物解除合同。 

第六百三十三条 【分批交付标的物的情况下解除合同的情形】

出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付

或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，

买受人可以就该批标的物解除。 

買主は、約定された通りの場所で代金を支払わなければな

らない。支払いの時について約定していないか、約定が不明

確であり、本法第 510 条の規定によってもなお確定できない

場合、買主は、目的物又は目的物の引取りにかかる書類を受

領するのと同時に支払わなければならない。ただし、代金の

支払いについて、目的物の引渡し又は目的物の引取りにかか

る書類の引渡しを条件とする旨を約定している場合、引き渡

される目的物又は引き渡される目的物の引取りにかかる書類

の所在地において支払う。 

条 628 第 【買主の代金支払いの時】 

買主は、約定された通りの時に代金を支払わなければなら

ない。支払いの時について約定していないか、約定が不明確

であり、本法第 510 条の規定によってもなお確定できない場

合、買主は、目的物又は目的物の引取りにかかる書類を受領

すると同時に支払わなければならない。 

第 629 条 【売主が目的物を過剰に引き渡した場合の処理】

売主が目的物を過剰に引き渡した場合、買主は、過剰に引

き渡された部分を、受け入れても、受け入れを拒絶してもよ

い。買主が過剰に引き渡された部分を受け入れる場合、約定

された価格により代金を支払う。買主が過剰に引き渡された

部分の受入れを拒絶する場合は、遅滞なく売主に通知しなけ

ればならない。 

第 630 条 【売買契約の目的物の果実の帰属】 

引き渡される前に目的物に生じた果実は、売主の所有に帰

属する。引き渡された後に生じた果実は、買主の所属に帰属

する。ただし、当事者に別段の約定がある場合を除く。 

第 631 条 【目的物の主物、従物が約定に適合しない場合の

契約解除の効力】 

目的物の主物が約定に適合しないことにより契約を解除す

る場合、契約解除の効力は従物にも及ぶ。目的物の従物が約

定に適合しないことにより解除された場合、解除の効力は、

主物には及ばない。 

第 632 条 【目的物が複数ある売買契約の解除】 

目的物が複数あり、そのうちの一部が約定に適合しない場

合、買主は、当該一部について契約を解除することができる。

ただし、当該一部を他の部分と分けることで目的物の価値が

明らかに損なわれる場合は、当事者は、複数の目的物全部に

つき契約を解除することができる。 

第 633 条 【分割引渡しの契約を解除する事由】 

売主が目的物を分割して引き渡す場合において、売主がそ

のうちの 1回分の目的物を引き渡さないか、その引渡しが約

定に適合しないことにより、当該回の目的物について契約の

目的が実現不能となった場合、買主は、当該回の目的物につ
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出卖人不交付其中一批标的物或者交付不符合约定，致使之

后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的，买受人可以就

该批以及之后其他各批标的物解除。 

 买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批

标的物相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批标的物解

除。 

第六百三十四条 【分期付款买卖合同出卖人的法定解除权】

分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的五

分之一，经催告后在合理期限内仍未支付到期价款的，出卖人

可以请求买受人支付全部价款或者解除合同。 

 出卖人解除合同的，可以向买受人请求支付该标的物的使用

费。 

第六百三十五条 【凭样品买卖合同】 

凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以

说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。

第六百三十六条 【凭样品买卖合同样品存在隐蔽瑕疵的处理】

凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的

标的物与样品相同，出卖人交付的标的物的质量仍然应当符合

同种物的通常标。 

第六百三十七条 【试用买卖合同】 

试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期限。对试用期限

没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不

能确定的，由出卖人确定。 

第六百三十八条 【试用买卖合同买受人对标的物购买选择权】

试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购

买。试用期限届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视

为购买。 

 试用买卖的买受人在试用期内已经支付部分价款或者对标的

物实施出卖、出租、设立担保物权等行为的，视为同意购买。

いて契約を解除することができる。 

 売主がそのうち 1回分の目的物を引き渡さないか、引渡し

が約定に適合しないことにより、以後の他の各回の目的物の

引渡しについて契約の目的が実現不能となる場合、買主は、

当該回及び以後の回の目的物について契約を解除することが

できる。 

 買主は、そのうちの 1回の目的物について契約を解除する

場合、当該回の目的物が他の各回の目的物と相互に依存する

場合、すでに引渡したもの及びまだ引き渡していない各回の

目的物についても契約を解除することができる。 

第 634 条 【分割払い売買契約の売主の法定解除権】 

代金を分割して支払う買主による期限到来代金の未払金額

が代金全体の 5分の 1に達し、催告を受けてもなお合理的な

期限までに期限到来代金を支払わない場合、売主は、買主に

対し全部の代金の支払いを請求するか、契約を解除すること

ができる。 

 売主は、契約を解除する場合、買主に対し当該目的物の使

用料の支払いを請求することができる。 

第 635 条 【見本売買契約】 

見本売買の当事者は、見本を封印して保管しなければなら

ず、また、見本の品質について説明することができる。売主

が引き渡す目的物は見本及び当該売主が説明した品質と同じ

でなければならない。 

第 636 条 【見本売買契約の見本に隠れた瑕疵が存在した場

合の処理】 

見本販売の買主が見本に隠れた瑕疵があることを知らない

場合、引き渡された目的物が見本と同じであっても、売主の

引き渡した目的物の品質は、なお同種の物の通常の基準を満

たしていなければならない。 

第 637 条 【試用売買契約】 

試用売買の当事者は、目的物の試用期間を約定することが

できる。試用期間について約定していないか、約定が不明確

であり、本法第 510 条の規定によってもなお確定できない場

合は、売主が確定する。 

第 638 条 【試用売買契約の買主の目的物に対する購買選択

権】 

試用売買の買主は、試用期間内に、目的物を購入すること

も、購入を拒絶することもできる。試用期間が満了し、買主

が目的物を購入するか否かを表明しない場合、購入したもの

とみなす。 

 試用売買の買主が、試用期間内に代金の一部を支払ったか、

目的物について売却、賃貸、担保物権設定等の行為を行った

場合は、購入に同意したものとみなす。 
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第六百三十九条 【试用买卖中标的物使用费的承担】 

试用买卖的当事人对标的物使用费没有约定或者约定不明确

的，出卖人无权请求买受人支付。 

第六百四十条 【试用买卖中的风险承担】 

标的物在试用期内毁损、灭失的风险由出卖人承担。 

第六百四十一条 【标的物所有权保留条款】 

当事人可以在买卖合同中约定买受人未履行支付价款或者其

他义务的，标的物的所有权属于出卖人。 

 出卖人对标的物保留的所有权，未经登记，不得对抗善意第

三人。 

第六百四十二条 【所有权保留中出卖人的取回权】 

当事人约定出卖人保留合同标的物的所有权，在标的物所有

权转移前，买受人有下列情形之一，造成出卖人损害的，除当

事人另有约定外，出卖人有权取回标的物： 

 （一）未按照约定支付价款，经催告后在合理期限内仍未支

付； 

 （二）未按照约定完成特定条件； 

 （三）将标的物出卖、出质或者作出其他不当处分。 

 出卖人可以与买受人协商取回标的物；协商不成的，可以参

照适用担保物权的实现程序。 

第六百四十三条 【已取回标的物的回赎与再出卖】 

出卖人依据前条第一款的规定取回标的物后，买受人在双方

约定或者出卖人指定的合理回赎期限内，消除出卖人取回标的

物的事由的，可以请求回赎标的物。 

 买受人在回赎期限内没有回赎标的物，出卖人可以以合理价

格将标的物出卖给第三人，出卖所得价款扣除买受人未支付的

价款以及必要费用后仍有剩余的，应当返还买受人；不足部分

由买受人清偿。 

第六百四十四条 【招标投标买卖合同】 

招标投标买卖的当事人的权利和义务以及招标投标程序等，

依照有关法律、行政法规的规定。 

第六百四十五条 【拍卖合同】 

拍卖的当事人的权利和义务以及拍卖程序等，依照有关法律、

行政法规的规定。 

第 639 条 【試用売買における目的物使用料の負担】 

試用売買の当事者が目的物の使用料について約定しておら

ず、又は約定が明確でない場合、売主は、買主に対し支払い

を請求する権利を有しない。 

第 640 条 【試用売買におけるリスク負担】 

目的物の試用期間内における毀損又は滅失にかかるリスク

は、売主が負担する。 

第 641 条 【目的物の所有権留保条項】 

当事者は、売買契約中に、買主が代金支払い又はその他の

義務を履行しない場合、目的物の所有権が売主に帰属する旨

を約定することができる。 

 売主が目的物について留保する所有権は、登記していない

場合には、善意の第三者に対抗することができない。 

第 642 条 【所有権留保における売主の取戻権】 

売主が契約目的物の所有権を留保する旨を当事者が約定し

ており、目的物の所有権が移転する前に、買主に以下に掲げ

る事由の一つがあり、売主に損害をもたらした場合、当事者

に別段の約定がある場合を除き、売主は目的物を取り戻す権

利を有する。 

（1）約定通りに代金を支払わず、催告を受けてもなお合理的

な期間内に支払わない場合 

（2）約定通りに特定の条件を完了しない場合 

（3）目的物について売却し、質権を設定し、その他不当に処

分した場合 

売主は、買主と協議して目的物を取り戻すことができる。協

議が不調となる場合、担保物権の実現手続きを参照し適用す

ることができる。 

第 643 条 【取り戻された目的物の買戻しと再売却】 

売主が前条第 1項の規定により目的物を取り戻した後、買

主は、双方の約定する、又は売主の指定する合理的な買戻期

間内に、売主による目的物の取戻しにかかる事由を除去すれ

ば、目的物の買戻しを請求することができる。 

 買主が買戻期間内に目的物を買い戻さない場合、売主は、

合理的な価格により目的物を第三者に売却することができ、

売却により取得した代金から買主の未払いの代金及び必要な

費用を控除した後、なお残余がある場合は、買主に返還しな

ければならない。不足する部分は買主が弁済する。 

第 644 条 【入応札売買契約】 

入応札による売買の当事者の権利と義務及び入応札の手続

き等については、関連の法律及び行政法規の規定に従う。 

第 645 条 【競売契約】 

競売の当事者の権利と義務及び競売の手続き等について
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第六百四十六条 【买卖合同准用于有偿合同】 

法律对其他有偿合同有规定的，依照其规定；没有规定的，

参照适用买卖合同的有关规定。 

第六百四十七条 【互易合同参照买卖合同的规定】 

当事人约定易货交易，转移标的物的所有权的，参照适用买

卖合同的有关规定。 

第十章 供用电、水、气、热力合同 

第六百四十八条 【供用电合同的概念】 

供用电合同是供电人向用电人供电，用电人支付电费的合同。

 向社会公众供电的供电人，不得拒绝用电人合理的订立合同

要求。 

第六百四十九条 【供用电合同的内容】 

供用电合同的内容一般包括供电的方式、质量、时间，用电

容量、地址、性质，计量方式，电价、电费的结算方式，供用

电设施的维护责任等条款。 

第六百五十条 【供用电合同的履行地点】 

供用电合同的履行地点，按照当事人约定；当事人没有约定

或者约定不明确的，供电设施的产权分界处为履行地点。 

第六百五十一条 【供电人的安全供电义务】 

供电人应当按照国家规定的供电质量标准和约定安全供电。

供电人未按照国家规定的供电质量标准和约定安全供电，造成

用电人损失的，应当承担赔偿责任。 

第六百五十二条 【供电人中断供电时的通知义务和赔偿责任】

供电人因供电设施计划检修、临时检修、依法限电或者用电

人违法用电等原因，需要中断供电时，应当按照国家有关规定

事先通知用电人；未事先通知用电人中断供电，造成用电人损

失的，应当承担赔偿责任。 

第六百五十三条 【供电人抢修义务】 

は、関連の法律及び行政法規の規定に従う。 

第 646 条 【売買契約の有償契約への準用】 

その他の有償契約について、法律に規定がある場合はその

規定に従う。規定がない場合は、売買契約の関連規定を参照

し適用する。 

第 647 条 【相互契約における売買契約規定の参照】 

当事者がバーター取引を約定し、目的物の所有権を移転す

る場合は、売買契約の関連規定を参照し適用する。 

第十章 電力、水、ガス、熱の供給使用契約 

第 648 条 【電力供給使用契約の概念】 

電力供給使用契約は、電力供給者が電力使用者に電力を供

給し、電力使用者が電気料金を支払う契約である。 

 社会の公衆に対して電力を供給する電力供給者は、契約の

締結にかかる電力使用者の合理的な要求を拒絶してはならな

い。 

第 649 条 【電力供給使用契約の内容】 

一般に電力供給使用契約の内容には、電力供給の方式、品

質、時間、電力使用の容量、住所、性質ならびに計量方式、

電力価格、電気料金の決済方式、電力供給施設の維持・保護

責任等の条項を含む。 

第 650 条 【電力供給使用契約の履行場所】 

電力供給使用契約の履行場所については、当事者の約定に

従う。当事者が約定しないか、約定が明確ではない場合、電

力供給施設の所有権を区分する境界地点を履行場所とする。

第 651 条 【電力供給者の安全に電気を供給する義務】 

電力供給者は、国の定める電力供給品質標準及び約定に従

い電力を供給しなければならない。電力供給者は、国の定め

る電力供給品質標準及び約定通りに電力を供給せずに電力使

用者に損失をもたらした場合、賠償責任を負わなければなら

ない。 

第 652 条 【電力供給者の電気供給中断時における通知義務

と賠償責任】 

電力供給者は、電力供給施設の計画的な点検修理、臨時の

点検修理、法による電力制限又は電力使用者による違法な電

力使用等の原因により、電力の供給を中断する必要がある場

合、国の関連規定に従い事前に電力使用者に通知しなければ

ならない。事前に電力使用者に通知することなく電力供給を

中断して電力使用者に損失をもたらした場合、賠償責任を負

わなければならない。 

第 653 条 【電力供給者の応急修理義務】 
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因自然灾害等原因断电，供电人应当按照国家有关规定及时

抢修；未及时抢修，造成用电人损失的，应当承担赔偿责任。

第六百五十四条 【用电人交付电费的义务】 

用电人应当按照国家有关规定和当事人的约定及时支付电

费。用电人逾期不支付电费的，应当按照约定支付违约金。经

催告用电人在合理期限内仍不支付电费和违约金的，供电人可

以按照国家规定的程序中止供电。 

 供电人依据前款规定中止供电的，应当事先通知用电人。 

第六百五十五条 【用电人安全用电义务】 

用电人应当按照国家有关规定和当事人的约定安全、节约和

计划用电。用电人未按照国家有关规定和当事人的约定用电，

造成供电人损失的，应当承担赔偿责任。 

第六百五十六条 【共用水、供用气、公用热力合同参照适用

供用电合同】 

供用水、供用气、供用热力合同，参照适用供用电合同的有

关规定。 

第十一章 赠与合同 

第六百五十七条 【赠与合同的概念】 

赠与合同是赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表

示接受赠与的合同。 

第六百五十八条 【赠与的任意撤销及限制】 

赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。 

 经过公证的赠与合同或者依法不得撤销的具有救灾、扶贫、

助残等公益、道德义务性质的赠与合同，不适用前款规定。 

第六百五十九条 【赠与特殊财产需要办理登记等手续】 

赠与的财产依法需要办理登记或者其他手续的，应当办理有

关手续。 

第六百六十条 【受赠人的交付请求权及赠与人责任】 

经过公证的赠与合同或者依法不得撤销的具有救灾、扶贫、

自然災害等の原因により電力供給が中断された場合、電力

供給者は、国の関連規定に従い遅滞なく応急修理をしなけれ

ばならない。遅滞なく応急修理をしなかったために電力使用

者に損失をもたらした場合、賠償責任を負わなければならな

い。 

第 654 条 【電力使用者の電気料金支払義務】 

電力使用者は、国の関連規定及び当事者の約定に従い、遅

滞なく電気料金を支払わなければならない。期限を徒過して

電気料金を支払わなかった電力使用者は、約定に従い違約金

を支払わなければならない。催告を受けてもなお合理的な期

間内に電気料金及び違約金を支払わない電力使用者に対し、

電力供給者は、国の定める手続きにより電力供給を停止する

ことができる。 

 電力供給者が前項の規定により電力供給を停止する場合、

事前に電力使用者に通知しなければならない。 

第 655 条 【電気使用者の安全に電気を使用する義務】 

電力使用者は、国の関連規定及び当事者の約定に従い安全

に、節約して、計画的に電力を使用しなければならない。電

力使用者が国の関連規定及び当事者の約定通りに電力を使用

せず電力供給者に損失をもたらした場合は、賠償責任を負わ

なければならない。 

第 656 条 【水、ガス、熱の供給使用契約における電気供給

使用契約の参照適用】 

水、ガス、熱の供給使用契約については、電力にかかる供

給使用契約の関連規定を参照し適用する。 

第十一章 贈与契約 

第 657 条 【贈与契約の概念】 

贈与契約は、贈与者が自己の財産を無償で受贈者に与え、

受贈者が贈与を受ける旨を表示する契約である。 

第 658 条 【贈与の任意取消し及び制限】 

贈与者は、贈与財産の権利移転前において、贈与を取り消

すことができる。 

 公証を経た贈与契約又は法により取り消してはならないと

される災害救助、貧困援助、障害者援助等の公益性、道徳的

義務の性質を有する贈与契約には、前項の規定を適用しない。

第 659 条 【特殊財産の贈与に必要な登記等手続き】 

贈与にかかる財産について、法により登記又はその他の手

続きを行う必要がある場合は、関連の手続きを行わなければ

ならない。 

第 660 条 【受贈者の引渡請求権及び贈与者の責任】 

公証を経た贈与契約又は法により取り消してはならないと
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助残等公益、道德义务性质的赠与合同，赠与人不交付赠与财

产的，受赠人可以请求交付。 

 依据前款规定应当交付的赠与财产因赠与人故意或者重大过

失致使毁损、灭失的，赠与人应当承担赔偿责任。 

第六百六十一条 【服义务的赠与合同】 

赠与可以附义务。 

 赠与附义务的，受赠人应当按照约定履行义务。 

第六百六十二条 【服义务的赠与合同】 

赠与的财产有瑕疵的，赠与人不承担责任。附义务的赠与，

赠与的财产有瑕疵的，赠与人在附义务的限度内承担与出卖人

相同的责任。 

 赠与人故意不告知瑕疵或者保证无瑕疵，造成受赠人损失的，

应当承担赔偿责任。 

第六百六十三条 【赠与人的法定撤销情形及撤销权行使期间】

受赠人有下列情形之一的，赠与人可以撤销赠与： 

 （一）严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的合法权益； 

 （二）对赠与人有扶养义务而不履行； 

 （三）不履行赠与合同约定的义务。 

 赠与人的撤销权，自知道或者应当知道撤销事由之日起一年

内行使。 

第六百六十四条 【赠与人的继承人或法定代理人的撤销权】

因受赠人的违法行为致使赠与人死亡或者丧失民事行为能力

的，赠与人的继承人或者法定代理人可以撤销赠与。 

 赠与人的继承人或者法定代理人的撤销权，自知道或者应当

知道撤销事由之日起六个月内行使。 

第六百六十五条 【撤销赠与的效力】 

撤销权人撤销赠与的，可以向受赠人请求返还赠与的财产。

第六百六十六条 【赠与义务的免除】 

赠与人的经济状况显著恶化，严重影响其生产经营或者家庭

生活的，可以不再履行赠与义务。 

される災害救助、貧困援助、障害者援助等の公益性、道徳的

義務の性質を有する贈与契約について、贈与者が贈与にかか

る財産を引き渡さない場合、受贈者は引渡しを請求すること

ができる。 

 前項の規定により引き渡されるべき贈与財産が、贈与者の

故意又は重大な過失により毀損又は滅失した場合、贈与者は

賠償責任を負わなければならない。 

第 661 条 【義務付きの贈与契約】 

贈与には、義務を付すことができる。 

 贈与につき義務を付す場合、受贈者は、約定に従い義務を

履行しなければならない。 

第 662 条 【贈与財産に瑕疵がある場合の責任】 

贈与にかかる財産に瑕疵がある場合、贈与者は責任を負わ

ない。義務を付した贈与において、贈与にかかる財産に瑕疵

がある場合、贈与者は、付された義務の限度内で、売主と同

一の責任を負う。 

贈与者が故意に瑕疵を告知しなかったり、瑕疵のないこと

を保証したことにより受贈者に損失をもたらした場合、賠償

責任を負わなければならない。 

第 663 条 【贈与者の法定の取消事由及び取消権の行使期間】

受贈者に、以下に掲げる事由の一つがある場合、贈与者は

贈与を取り消すことができる。 

（1）贈与者又は贈与者の近親者の適法な権益を重大に侵害し

た場合 

（2）贈与者に対し扶養義務があるのに履行しない場合 

（3）贈与契約に約定された義務を履行しない場合 

贈与者の取消権は、取消事由を知るか知り得るべき日から

1年以内に行使する。 

第 664 条 【贈与者の相続人又は法定代理人の取消権】 

受贈者の違法行為により贈与者を死亡させたり民事行為能

力を喪失させた場合、贈与者の相続人又は法定代理人は、贈

与を取り消すことができる。 

 贈与者の相続人又は法定代理人の取消権は、取消事由を知

るか知り得るべき日から 6 ヶ月以内に行使する。 

第 665 条 【贈与取消しの効力】 

取消権者は、贈与を取り消す場合、受贈者に対し贈与した

財産の返還を請求することができる。 

第 666 条 【贈与義務の免除】 

贈与者の経済状況が著しく悪化し、その生産経営又は家庭

生活に重大な影響を及ぼす場合は、贈与義務を履行しないこ

とができる。 
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第十二章 借款合同 

第六百六十七条 【借款合同的定义】 

借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息

的合同。 

第六百六十八条 【借款合同的形式和内容】 

借款合同应当采用书面形式，但是自然人之间借款另有约定

的除外。 

 借款合同的内容一般包括借款种类、币种、用途、数额、利

率、期限和还款方式等条款。 

第六百六十九条 【借款合同借款人的告知义务】 

订立借款合同，借款人应当按照贷款人的要求提供与借款有

关的业务活动和财务状况的真实情况。 

第六百七十条 【借款利息不得预先扣除】 

借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除

的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。 

第六百七十一条 【支付及收取借款迟延责任】 

贷款人未按照约定的日期、数额提供借款，造成借款人损失

的，应当赔偿损失。 

 借款人未按照约定的日期、数额收取借款的，应当按照约定

的日期、数额支付利息。 

第六百七十二条 【贷款人对借款使用情况检查、监督的权利】

贷款人按照约定可以检查、监督借款的使用情况。借款人应

当按照约定向贷款人定期提供有关财务会计报表或者其他资

料。 

第六百七十三条 【借款人为按照约定的借款用途使用借款的

后果】 

借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止

发放借款、提前收回借款或者解除合同。 

第六百七十四条 【借款利息支付期限的确定】 

借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没

有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能

确定，借款期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付；借

款期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满

一年的，应当在返还借款时一并支付。 

第十二章 金銭貸借契約 

第 667 条 【金銭貸借契約】 

金銭貸借契約は、借主が貸主から金銭を借り入れ、期限が

到来した時に借入金を返済し、かつ利息を支払う契約である。

第 668 条 【金銭貸借契約の形式と内容】 

金銭貸借契約には、書面の形式を採用しなければならない

が、自然人の間の金銭貸借に別段の約定がある場合を除く。

 一般に金銭貸借契約の内容には、借入金の種類、通貨、用

途、金額、利率、期限、返済方式等の条項を含む。 

第 669 条 【金銭貸借契約の借主の告知義務】 

金銭貸借契約を締結するにあたり、借主は、貸主の要求に

従い、借入金と関連する業務活動及び財務状況について真実

の情報を提供しなければならない。 

第 670 条 【借入利息の事前控除禁止】 

借入金の利息を、予め元金から控除してはならない。利息

を予め元金から控除するには、実際の借入金額通りに借入金

を返済した上で利息を計算しなければならない。 

第 671 条 【借入金の提供及び受領の遅延責任】 

貸主は、約定された日付、金額通りに貸付金を提供せず貸

主に損失を与えた場合、損失を賠償しなければならない。 

 借主は、約定された日付又は金額通りに借入金を受領しな

い場合も、約定された日付、金額通りに利息を支払わなけれ

ばならない。 

第 672 条 【貸主の貸付金使用状況に対する検査、監督の権

利】 

貸主は、約定の通り、貸付金の使用情況を検査し、監督す

ることができる。借主は約定通りに、関連の財務会計報告等

又はその他の資料を貸主に対し定期的に提出しなければなら

ない。 

第 673 条 【借主が約定された用途通りに借入金を使用しな

いことによる結果】 

借主が約定された借入金の用途通りに借入金を使用しない

場合、貸主は貸付けを停止し、期限を待たずに貸付金を回収

するか、契約を解除することができる。 

第 674 条 【借入利息の支払期限の確定】 

借主は、約定された期限通りに利息を支払わなければなら

ない。利息の支払期限を約定していないか、約定が不明確で

あり、本法第 510 条の規定によってもなお確定できず、借入

期間が 1年未満である場合、1年が満了するごとに利息を支

払わなければならず、残余期間が 1年未満である場合は、借
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第六百七十五条 【借款期限的认定】 

借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定

或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，

借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返

还。 

第六百七十六条 【借款合同违约责任承担】 

借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国

家有关规定支付逾期利息。 

第六百七十七条 【提前偿还借款】 

借款人提前返还借款的，除当事人另有约定外，应当按照实

际借款的期间计算利息。 

第六百七十八条 【贷款展期】 

借款人可以在还款期限届满前向贷款人申请展期；贷款人同

意的，可以展期。 

第六百七十九条 【自然人之间借款合同的成立】 

自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立。 

第六百八十条 【自然人之间借款合同利息的规制】 

禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。 

 借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。 

 借款合同对支付利息约定不明确，当事人不能达成补充协议

的，按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等

因素确定利息；自然人之间借款的，视为没有利息。 

第十三章 保证合同 

第一节 一般规定 

第六百八十一条 【保证合同的定义】 

保证合同是为保障债权的实现，保证人和债权人约定，当债

务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履

行债务或者承担责任的合同。 

第六百八十二条 【保证合同性质和主合同与从合同效力关系】

入金を返済する際にまとめて支払わなければならない。 

第 675 条 【借入期限の認定】 

借主は、約定された期限通りに借入金を返済しなければな

らない。借入期間について約定していないか、約定が不明確

であり、本法第 510 条の規定によってもなお確定できない場

合、借主は随時返済することができる。貸主は、合理的な期

間内に返済するよう借主に催告することができる。 

第 676 条 【金銭貸借契約の違約責任負担】 

借主は、約定された期限通りに借入金を返済しない場合、

約定又は国の関連規定の通り、遅延利息を支払わなければな

らない。 

第 677 条 【借入金の期限前返済】 

借主は、借入金を期限前に返済する場合、当事者に別段の

約定がある場合を除き、実際の借入期間に基づいて利息を計

算しなければならない。 

第 678 条 【借入期限延長】 

借主は、借入金の返済期限が満了するまでは、貸主に対し

期限の延長を申請することができる。貸主が同意した場合、

期限を延長することができる。 

第 679 条 【自然人間の金銭貸借契約の成立】 

自然人の間の金銭貸借契約は、貸主が貸付金を提供した時

より成立する。 

第 680 条 【自然人間の金銭貸借契約の利息に関する規制】

高利貸しを行うことは禁止し、貸付利率は、国の関連規定

に違反してはならない。 

金銭貸借契約において利息の支払いについて約定していな

い場合は、利息がないものとみなす。 

金銭貸借契約において利息の支払いにかかる約定が明確で

なく、当事者が補充協議に合意することができない場合、所

在地又は当事者の取引方式、商慣習、市場の利率等の要素に

より利息を確定する。自然人間の貸付けについては、利息が

ないものとみなす。 

第十三章 保証契約 

第一節 一般規定 

第 681 条 【保証契約の定義】 

保証契約は、債権の実現を保障するために、債務者が期限

到来債務を履行しないか、当事者の約定する事由が発生した

場合において、保証人が債務を履行するか、責任を負う旨を、

保証人と債権者とで約定する契約である。 

第 682 条 【保証契約の性質と主たる契約、従たる契約の効
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保证合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效

的，保证合同无效，但是法律另有规定的除外。 

 保证合同被确认无效后，债务人、保证人、债权人有过错的，

应当根据其过错各自承担相应的民事责任。 

第六百八十三条 【不得为保证人的主体】 

机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或

者国际经济组织贷款进行转贷的除外。 

 以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。 

第六百八十四条 【保证合同的内容】 

保证合同的内容一般包括被保证的主债权的种类、数额，债

务人履行债务的期限，保证的方式、范围和期间等条款。 

第六百八十五条 【保证合同的订立】 

保证合同可以是单独订立的书面合同，也可以是主债权债务

合同中的保证条款。 

 第三人单方以书面形式向债权人作出保证，债权人接收且未

提出异议的，保证合同成立。 

第六百八十六条 【保证方式】 

保证的方式包括一般保证和连带责任保证。 

 当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确

的，按照一般保证承担保证责任。 

第六百八十七条 【一般保证的责任承担】 

当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证

人承担保证责任的，为一般保证。 

 一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债

务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人

承担保证责任，但是有下列情形之一的除外： 

 （一）债务人下落不明，且无财产可供执行； 

 （二）人民法院已经受理债务人破产案件； 

 （三）债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务

或者丧失履行债务能力； 

力関係】 

保証契約は、主たる債権債務契約の従たる契約である。主

たる債権債務契約が無効となる場合、保証契約は無効とする。

ただし、法律に別段の規定がある場合を除く。 

 保証契約が無効とされた後、債務者、保証人、債権者に過

失がある場合、その過失に応じて相応の民事責任を各自が負

わなければならない。 

第 683 条 【保証人となることのできない主体】 

機関法人は保証人となることができない。ただし、国務院

の承認を経て外国政府又は国際経済組織の貸付金を使用する

ために転貸を行う場合を除く。 

 公益を目的とする非営利法人及び非法人組織は、保証人と

なることができない。 

第 684 条 【保証契約の内容】 

一般に保証契約の内容には、保証される主たる債権の種類、

金額、債務者の債務履行にかかる期限、保証の方式、範囲、

期間等の条項を含む。 

第 685 条 【保証契約の締結】 

保証契約は、単独で締結される書面契約とすることも、主

たる債権債務契約中の保証条項とすることもできる。 

 第三者が一方的に書面で債権者に対して行った保証を、債

権者が受け入れ、かつ意義を提示しない場合、保証契約は成

立する。 

第 686 条 【保証の方式】 

保証の方式には、一般保証と連帯責任保証を含む。 

 当事者が保証契約において保証の方式について約定してい

ないか、約定が明確でない場合は、一般保証として保証責任

を負う。 

第 687 条 【一般保証の責任負担】 

当事者が保証契約において、債務者が債務を履行すること

ができない場合に保証人が保証責任を負う旨を約定している

ものは、一般保証とする。 

 一般保証の保証人は、主契約にかかる紛争につき裁判又は

仲裁が行われず、かつ債務者の財産につき法により強制執行

を行ってもなお債務が履行不能であるうちは、債権者に対す

る保証責任の負担を拒絶する権利を有する。ただし、以下に

掲げる事由の一つがある場合を除く。 

（1）債務者が行方不明であり、かつ、執行に供することので

きる財産がない場合 

（2）裁判所により債務者の破産がすでに受理されている場合

（3）債務者の財産が全ての債務を履行するのに不足するか、

債務履行能力を喪失した旨を証明する証拠を債権者が有する

場合 

（4）本項に定める権利を放棄する旨を保証人が書面により表
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 （四）保证人书面表示放弃本款规定的权利。 

第六百八十八条 【连带责任保证的责任承担】 

当事人在保证合同中约定保证人和债务人对债务承担连带责

任的，为连带责任保证。 

 连带责任保证的债务人不履行到期债务或者发生当事人约定

的情形时，债权人可以请求债务人履行债务，也可以请求保证

人在其保证范围内承担保证责任。 

第六百八十九条 【反担保的设立】 

保证人可以要求债务人提供反担保。 

第六百九十条 【 高额保证合同】 

保证人与债权人可以协商订立 高额保证的合同，约定在

高债权额限度内就一定期间连续发生的债权提供保证。 

 高额保证除适用本章规定外，参照适用本法第二编 高额

抵押权的有关规定 

第二节 保证责任 

第六百九十一条 【保证担保的范围】 

保证的范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实

现债权的费用。当事人另有约定的，按照其约定。 

第六百九十二条 【保证期间】 

保证期间是确定保证人承担保证责任的期间，不发生中止、

中断和延长。 

 债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早

于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没

有约定；没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行

期限届满之日起六个月。 

 债权人与债务人对主债务履行期限没有约定或者约定不明确

的，保证期间自债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日

起计算。 

第六百九十三条 【保证人免于承担保证责任的情形】 

一般保证的债权人未在保证期间对债务人提起诉讼或者申请

仲裁的，保证人不再承担保证责任。 

 连带责任保证的债权人未在保证期间请求保证人承担保证责

任的，保证人不再承担保证责任。 

   

示した場合 

第 688 条 【連帯責任保証の責任負担】 

当事者が保証契約において保証人と債務者が債務に対して

連帯責任を負う旨を約定するものは、連帯責任保証とする。

 連帯責任保証の債務者が期限到来債務を履行しないか、当

事者の約定する事由が発生した際に、債権者は、債務者に対

し債務の履行を請求することができ、保証人に対し当該保証

人の保証する範囲内の保証責任の負担を請求することもでき

る。 

第 689 条 【反担保の設定】 

保証人は、債務者に対し反担保の提供を要求することがで

きる。 

第 690 条 【根保証契約】 

保証人と債権者とは、協議により根保証の契約を締結し、

極度額の範囲内において一定期間に連続して発生する債権に

ついて保証を提供する旨を約定することができる。 

 根保証については、本章の規定を適用するほか、本法第二

編の根抵当権の関連規定を参照し適用する。 

第二節 保証責任 

第 691 条 【保証・担保の範囲】 

保証の範囲には、主たる債権及びその利息、違約金、損害

賠償金、債権実現にかかる費用を含む。当事者に別段の約定

がある場合は、その約定に従う。 

第 692 条 【保証期間】 

保証期間は、保証人が保証責任を負うことを確定した期間

であり、中止、中断、延長は発生しない。 

 債権者と保証人は、保証期間を約定することができる。た

だし、約定された保証期間が主たる債務の履行期間を下回る

か、主たる債務の履行期間と同時に満了する場合には、約定

していないものとみなす。約定していないか、約定が明確で

ない場合には、保証期間は主たる債務の履行期間が満了した

日から 6ヶ月間とする。 

 債権者と債務者が主たる債務の履行期間について約定して

いないか、約定が明確でない場合、保証期間は、債務者に対

する債権者の債務履行請求にかかる猶予期間が満了した日か

ら起算する。 

第 693 条 【保証人が保証責任の負担を免れる事由】 

一般保証の債権者が保証期間中に債務者に対し訴訟提起、

仲裁申立てを行わない場合、保証人は保証責任を負わない。

 連帯責任保証の債権者が保証期間中に保証人に対し保証責

任の負担を請求しない場合、保証人は保証責任を負わない。
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第六百九十四条 【保证债务的诉讼时效】 

一般保证的债权人在保证期间届满前对债务人提起诉讼或者

申请仲裁的，从保证人拒绝承担保证责任的权利消灭之日起，

开始计算保证债务的诉讼时效。 

 连带责任保证的债权人在保证期间届满前请求保证人承担保

证责任的，从债权人请求保证人承担保证责任之日起，开始计

算保证债务的诉讼时效。 

第六百九十五条 【债权人与债务人协议变更主合同时保证的

效力】 

债权人和债务人未经保证人书面同意，协商变更主债权债务

合同内容，减轻债务的，保证人仍对变更后的债务承担保证责

任；加重债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。 

 债权人和债务人变更主债权债务合同的履行期限，未经保证

人书面同意的，保证期间不受影响。 

第六百九十六条 【债权转让时保证人的保证责任】 

债权人转让全部或者部分债权，未通知保证人的，该转让对

保证人不发生效力。 

 保证人与债权人约定禁止债权转让，债权人未经保证人书面

同意转让债权的，保证人对受让人不再承担保证责任。 

第六百九十七条 【债务负担对保证责任的影响】 

债权人未经保证人书面同意，允许债务人转移全部或者部分

债务，保证人对未经其同意转移的债务不再承担保证责任，但

是债权人和保证人另有约定的除外。 

 第三人加入债务的，保证人的保证责任不受影响。 

第六百九十八条 【债权人放弃或怠于行使权力时候的免责】

一般保证的保证人在主债务履行期限届满后，向债权人提供

债务人可供执行财产的真实情况，债权人放弃或者怠于行使权

利致使该财产不能被执行的，保证人在其提供可供执行财产的

价值范围内不再承担保证责任。 

第六百九十九条 【多人保证责任的承担】 

同一债务有两个以上保证人的，保证人应当按照保证合同约

第 694 条 【債務保証の訴訟時効】 

一般保証の債権者が保証期間の満了前に債務者に対し訴訟

を提起するか仲裁を申し立てた場合、保証人が保証責任の負

担を拒絶する権利が消滅した日から、保証債務の訴訟事項の

計算を開始する。 

 連帯責任保証の債権者が保証期間が満了する前に保証人に

対し保証責任の負担を請求する場合は、債権者が保証人に対

し保証責任の負担を請求した日から、保証債務の訴訟事項の

計算を開始する。 

第 695 条 【債権者と債務者が主たる契約を協議により変更

した場合の保証の効力】 

債権者及び債務者が保証人の書面による同意を得ることな

く、協議して主たる債権債務契約の内容を変更し、債務を軽

減した場合であっても、保証人はなお変更後の債務について

保証責任を負う。債務を加重した場合は、保証人は加重され

た部分について保証責任を負わない。 

 債権者及び債務者が主たる債権債務契約の履行期間を変更

し、保証人の書面による同意を得ていない場合、保証期間に

は影響を受けない。 

第 696 条 【債権譲渡時における保証人の保証責任】 

債権者が債権の全部又は一部を譲渡するにあたり、保証人

に通知しない場合、当該譲渡は保証人に対して効力を生じな

い。 

 保証人と債権者が債権の譲渡を禁止する旨を約定してお

り、債権者が保証人の書面による同意を得ずに債権を譲渡し

た場合、保証人は、譲受人に対し保証責任を負わない。 

第 697 条 【債務負担の保証責任への影響】 

債権者が保証人の書面による同意を得ずに、債務者に債務

の全部又は一部を移転することを許可した場合、保証人は、

その同意を得ずに移転された債務について保証責任を負わな

いが、債権者及び保証人に別段の約定がある場合を除く。 

 第三者が債務に加入する場合、保証人の保証責任には影響

を受けない。 

第 698 条 【債権者が権利の行使を放棄するか怠った場合の

免責】 

一般保証の保証人が、主たる債務の履行期間が満了した後

で、執行に供することのできる債務者の財産に関する真実の

情報を債権者に提供した場合において、債権者が権利の行使

を放棄したか怠ったために当該財産が執行され得なくなった

場合、保証人は、自らが提供した執行に供することのできる

財産価値の範囲内において保証責任を負わない。 

第 699 条 【複数名で責任を保証する場合の負担】 

同一債務について 2名以上の保証人がいる場合、保証人は、

保証契約に約定した保証割合に従い、保証責任を負わなけれ
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定的保证份额，承担保证责任；没有约定保证份额的，债权人

可以请求任何一个保证人在其保证范围内承担保证责任 

第七百条 【保证人的追偿权】 

保证人承担保证责任后，除当事人另有约定外，有权在其承

担保证责任的范围内向债务人追偿，享有债权人对债务人的权

利，但是不得损害债权人的利益。 

第七百零一条 【保证人的抗辩权】 

保证人可以主张债务人对债权人的抗辩。债务人放弃抗辩的，

保证人仍有权向债权人主张抗辩。 

第七百零二条 【抵消权和撤销权范围内的免责】 

债务人对债权人享有抵销权或者撤销权的，保证人可以在相

应范围内拒绝承担保证责任。 

第十四章 租赁合同 

第七百零三条 【租赁合同的定义】 

租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人

支付租金的合同。 

第七百零四条 【租赁合同的内容】 

租赁合同的内容一般包括租赁物的名称、数量、用途、租赁

期限、租金及其支付期限和方式、租赁物维修等条款。 

第七百零五条 【租赁合同的内容】 

租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效。

 租赁期限届满，当事人可以续订租赁合同；但是，约定的租

赁期限自续订之日起不得超过二十年。 

第七百零六条 【租赁合同未登记备案不影响合同效力】 

当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手

续的，不影响合同的效力。 

第七百零七条 【租赁合同的书面形式要求】 

租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用

书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。 

第七百零八条 【出租人义务】 

ばならない。保証割合を約定していない場合、債権者は、い

ずれか 1名の保証人に対しその保証範囲内において保証責任

の負担を請求することができる。 

第 700 条 【保証人の求償権】 

保証人は、保証責任を負った後、当事者に別段の約定があ

る場合を除き、自らが保証責任を負う範囲内において債務者

に求償する権利を有し、債務者に対する債権者の権利を享有

する。ただし、債権者の利益を損なってはならない。 

第 701 条 【保証人の抗弁権】 

保証人は、債権者に対する債務者の抗弁を主張することが

できる。債務者が抗弁を放棄する場合にも、保証人は、なお

債権者に対し抗弁を主張する権利を有する。 

第 702 条 【相殺権と取消権の範囲内の免責】 

債務者が債権者に対し相殺権又は取消権を享有する場合、

保証人は、相応する範囲内において保証責任の負担を拒絶す

ることができる。 

第十四章 賃貸借契約 

第 703 条 【賃貸借契約の定義】 

賃貸借契約は、賃貸人が賃貸借物を賃借人の使用又は収益

のため引き渡し、賃借人が賃料を支払う契約である。 

第 704 条 【賃貸借契約の内容】 

一般に賃貸借契約の内容には、賃貸借物の名称、数量、用

途、賃貸借期間、賃料、その支払期限及び方式、賃貸借物の

補修等の条項を含む。 

第 705 条 【賃貸借期間の規定】 

賃貸借期間は、20 年を超えてはならない。20 年を超える場

合、超過部分は無効とする。 

 賃貸借期間が満了すれば、当事者は賃貸借契約を更新する

ことができる。ただし、約定する賃貸借期間は更新の日から

20 年を超えてはならない。 

第 706 条 【賃貸借契約について登記届出をしていないこと

の契約効力への不影響】 

当事者が法律、行政法規の規定通りに賃貸借契約の登記届

出手続きをしなくても、契約の効力に影響しない。 

第 707 条 【賃貸借契約の書面形式要求】 

賃貸借契約の賃貸借期間が 6ヶ月以上である場合は書面に

よる形式を採用するものとする。当事者が書面による形式を

採用せず、賃貸借期間を確定するすべがない場合、期間を定

めない賃貸借とみなす。 

第 708 条 【賃貸人の義務】 
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出租人应当按照约定将租赁物交付承租人，并在租赁期限内

保持租赁物符合约定的用途。 

第七百零九条 【承租人义务】 

承租人应当按照约定的方法使用租赁物。对租赁物的使用方

法没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍

不能确定的，应当根据租赁物的性质使用。 

第七百一十条 【承租人合理使用租赁物正常损耗不负赔偿责

任】 

承租人按照约定的方法或者根据租赁物的性质使用租赁物，

致使租赁物受到损耗的，不承担赔偿责任。 

第七百一十一条 【承租人合理使用租赁物致损的法律后果】

承租人未按照约定的方法或者未根据租赁物的性质使用租赁

物，致使租赁物受到损失的，出租人可以解除合同并请求赔偿

损失。 

第七百一十二条 【出租人的维修义务】 

出租人应当履行租赁物的维修义务，但是当事人另有约定的

除外。 

第七百一十三条 【租赁物的维修和维修费负担】 

承租人在租赁物需要维修时可以请求出租人在合理期限内维

修。出租人未履行维修义务的，承租人可以自行维修，维修费

用由出租人负担。因维修租赁物影响承租人使用的，应当相应

减少租金或者延长租期。 

 因承租人的过错致使租赁物需要维修的，出租人不承担前款

规定的维修义务。 

第七百一十四条 【承租人租赁物妥善保管义务】 

承租人应当妥善保管租赁物，因保管不善造成租赁物毁损、

灭失的，应当承担赔偿责任。 

第七百一十五条 【承租人对租赁物进行改善或增设他物】 

承租人经出租人同意，可以对租赁物进行改善或者增设他物。

 承租人未经出租人同意，对租赁物进行改善或者增设他物的，

出租人可以请求承租人恢复原状或者赔偿损失。 

賃貸人は、約定に従い賃貸借物を賃借人に引渡した上、賃

貸借期間において、賃貸借物が約定された用途に適合してい

る状態を維持しなければならない。 

第 709 条 【賃借人の義務】 

賃借人は、約定された方法により賃貸借物を使用しなけれ

ばならない。賃貸借物の使用方法について約定しないか、約

定が不明確であり、第 510 条の規定によってもなお確定でき

ない場合は、賃貸借物の性質に基づき使用しなければならな

い。 

第 710 条 【賃借人による合理的な賃貸借物の使用、正常な

損耗は賠償責任を負わない】 

賃借人は、約定された方法又は賃貸借物の性質の通りに賃

貸借物を使用して賃貸借物に損耗をもたらした場合、賠償責

任を負わない。 

第 711 条 【賃借人が賃貸借物に損失をもたらした場合の法

的結果】 

賃借人が約定された方法又は賃貸借物の性質の通りに賃貸

借物を使用せずに損失をもたらした場合、賃貸人は、契約を

解除し、損失を賠償するよう請求することができる。 

第 712 条 【賃貸人の補修義務】 

賃貸人は、賃貸借物の補修義務を履行しなければならない。

ただし、当事者に別段の約定がある場合を除く。 

第 713 条 【賃貸借物の補修及び補修費用の負担】 

賃借人は、賃貸借物について補修の必要がある場合、賃貸

人に対し、合理的な期間内に補修を行うよう請求することが

できる。賃貸人が補修義務を履行しない場合、賃借人は自ら

補修することができ、補修費用は賃貸人が負担する。賃貸借

物の補修により賃借人の使用に影響が及ぶ場合、賃料を相応

に減額するか、賃貸借期間を延長しなければならない。 

 賃借人の過失により賃貸借物について補修が必要となった

場合は、賃貸人は前項所定の補修義務を負わない。 

第 714 条 【賃借人の賃貸借物を適切に保管する義務】 

賃借人は、賃貸借物を適切に保管しなければならない。保

管不良により賃貸借物の毀損、滅失をもたらした場合、賠償

責任を負わなければならない。 

第 715 条 【賃借人の賃貸借物に対する改善又は増設】 

貸借人は、賃貸人の同意を得て、賃貸借物を改良したり、

新たな増設を行うことができる。 

 賃借人が賃貸人の同意を得ずに賃貸借物について改良又は

増設を行った場合、賃貸人は賃借人に対し、原状回復又は損

失の賠償を請求することができる。 
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第七百一十六条 【转租】 

承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。承租人

转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效；第三人造

成租赁物损失的，承租人应当赔偿损失。 

 承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同。 

第七百一十七条 【转租期限】 

承租人经出租人同意将租赁物转租给第三人，转租期限超过

承租人剩余租赁期限的，超过部分的约定对出租人不具有法律

约束力，但是出租人与承租人另有约定的除外。 

第七百一十八条 【出租人未提出异议的推定规则】 

出租人知道或者应当知道承租人转租，但是在六个月内未提

出异议的，视为出租人同意转租。 

第七百一十九条 【次承租人代为支付租金和违约金情形】 

承租人拖欠租金的，次承租人可以代承租人支付其欠付的租

金和违约金，但是转租合同对出租人不具有法律约束力的除外。

 次承租人代为支付的租金和违约金，可以充抵次承租人应当

向承租人支付的租金；超出其应付的租金数额的，可以向承租

人追偿。 

第七百二十条 【承租人的租赁物收益权】 

在租赁期限内因占有、使用租赁物获得的收益，归承租人所

有，但是当事人另有约定的除外。 

第七百二十一条 【租金支付期限的确定规则】 

承租人应当按照约定的期限支付租金。对支付租金的期限没

有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能

确定，租赁期限不满一年的，应当在租赁期限届满时支付；租

赁期限一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期限不满

一年的，应当在租赁期限届满时支付。 

第七百二十二条 【承租人的租金支付义务】 

承租人无正当理由未支付或者迟延支付租金的，出租人可以

请求承租人在合理期限内支付；承租人逾期不支付的，出租人

可以解除合同。 

第 716 条 【転貸】 

賃借人は、賃貸人の同意を得て、賃貸借物を第三者に転貸

することができる。賃借人が転貸する場合、賃借人と賃貸人

の間の賃貸借契約は、引き続き有効とする。第三者が賃貸借

物に損失をもたらした場合、賃借人は損失を賠償しなければ

ならない。 

 賃借人が賃貸人の同意を得ずに転貸した場合、賃貸人は、

契約を解除することができる。 

第 717 条 【転貸の期間】 

賃借人が賃貸人の同意を得て賃貸借物を第三者に転貸し、

転貸期間が賃借人の残余賃貸借期間を超える場合、超過部分

の約定は、賃貸人に対して法的拘束力を持たない。ただし、

賃貸人と賃借人に別段の約定がある場合を除く。 

第 718 条 【賃貸人が異議を提起しない場合の推定規則】 

賃借人が転貸することを賃貸人が知るか知り得るべきであ

るにもかかわらず、6ヶ月以内に異議を提起しなかった場合、

賃貸人は転貸に同意したものとみなす。 

第 719 条 【転借人が代わりに賃料や違約金を支払う場合】

賃借人が賃料を支払わない場合、転借人が賃借人に代わり

その未払いの賃料及び違約金を支払うことができる。ただし、

転貸契約が賃貸人に対し法的拘束力を持たない場合を除く。

 転借人が代理で支払う賃料及び違約金は、転借人が賃借人

に対して支払うべき賃料に充当することができ、支払うべき

賃料の金額を超える場合は、賃借人に対して求償することが

できる。 

第 720 条 【賃借人の賃貸借物における収益権】 

賃貸借期間において賃貸借物の占有、使用により取得する

収益は、賃借人の所有に帰属する。ただし、当事者に別段の

約定がある場合を除く。 

第 721 条 【賃料支払期限の確定規則】 

賃借人は、約定された期限通りに賃料を支払わなければな

らない。賃料の支払期限について約定しないか、約定が不明

確であり、本法第 510 条の規定によってもなお確定できない

場合において、賃貸借期間が 1年未満である場合、賃貸借期

間が満了する際に支払わなければならない。賃貸借期間が 1

年以上である場合は 1年が満了するごとに支払わなければな

らず、残余期間が 1年未満であるときは、賃貸借期間が満了

する際に支払わなければならない。 

第 722 条 【賃借人の賃料支払義務】 

賃借人が正当な理由なく賃料を支払わないか、支払いを遅

延した場合、賃貸人は、賃借人に対し合理的な期間内の支払

いを請求することができる。賃借人が期限を徒過して支払わ
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第七百二十三条 【出租人的权利瑕疵担保责任】 

因第三人主张权利，致使承租人不能对租赁物使用、收益的，

承租人可以请求减少租金或者不支付租金。 

 第三人主张权利的，承租人应当及时通知出租人。 

第七百二十四条 【承租人解除合同的法定情形】 

有下列情形之一，非因承租人原因致使租赁物无法使用的，

承租人可以解除合同： 

 （一）租赁物被司法机关或者行政机关依法查封、扣押； 

 （二）租赁物权属有争议； 

 （三）租赁物具有违反法律、行政法规关于使用条件的强制

性规定情形。 

第七百二十五条 【买卖不破租赁】 

租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动

的，不影响租赁合同的效力。 

第七百二十六条 【房屋承租人的优先购买权】 

出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知

承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利；但是，房屋

按份共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的

除外。 

 出租人履行通知义务后，承租人在十五日内未明确表示购买

的，视为承租人放弃优先购买权。 

第七百二十七条 【承租人对拍卖房屋的优先购买】 

出租人委托拍卖人拍卖租赁房屋的，应当在拍卖五日前通知

承租人。承租人未参加拍卖的，视为放弃优先购买权。 

第七百二十八条 【侵害承租人优先购买权的赔偿责任】 

出租人未通知承租人或者有其他妨害承租人行使优先购买权

情形的，承租人可以请求出租人承担赔偿责任。但是，出租人

与第三人订立的房屋买卖合同的效力不受影响。 

第七百二十九条 【租赁物的灭失】 

因不可归责于承租人的事由，致使租赁物部分或者全部毁损、

ない場合、賃貸人は契約を解除することができる。 

第 723 条 【賃貸人の権利瑕疵担保責任】 

第三者が権利を主張したことにより、賃借人が賃貸借物を

使用できなくなるか、収益不能となった場合、賃借人は、賃

料の減額を請求するか、賃料を支払わないことができる。 

 第三者が権利を主張した場合、賃借人は遅滞なく賃貸人に

通知しなければならない。 

第 724 条 【賃借人が契約を解除できる法定事由】 

以下に掲げる事由の一つがあり、賃借人の原因によらず賃

貸借物が使用不能となった場合、賃貸人は、契約を解除する

ことができる。 

（1）賃貸借物が司法機関又は行政機関により、法による封印、

差し押さえを受けた場合 

（2）賃貸借物の権利帰属について紛争がある場合 

（3）賃貸借物に、使用条件に関する法律及び行政法規の強行

規定への違反となる状況が存在する場合 

第 725 条 【売買の賃貸借への不影響】 

賃貸借契約に従う賃借人の占有期間内において、賃貸借物

に所有権の変動が生じた場合も、賃貸借契約の効力には影響

しない。 

第 726 条 【物件に対する賃借人の優先購入権】 

賃貸人は、賃貸借物件を売却する場合、売却する前の合理

的な期間内に、賃借人への通知を行わなければならず、賃借

人は同等の条件により優先的に購入する権利を享有する。た

だし、物件の持分共有者が優先購入権を行使するか、賃貸人

が物件を近親者に売却する場合を除く。 

 賃貸人が通知義務を履行した後、賃借人が 15 日以内に買い

取る旨を明確に表示しない場合は、賃借人が優先購入権を放

棄したものとみなす。 

第 727 条 【物件の競売における賃借人の優先購入権】 

賃貸人は、競売人に賃貸借物件の競売を委託する場合、競

売の 5日前までに賃借人通知を行わなければならない。賃借

人が競売に参加しない場合は、賃借人が優先購入権を放棄し

たものとみなす。 

第 728 条 【賃借人の優先購入権侵害の賠償責任】 

賃貸人が賃借人に通知しないか、賃借人の優先購入権行使

を妨害するその他の事由を有する場合、賃借人は、賃貸人に

対し賠償責任を負うよう請求することができる。ただし、賃

貸人と第三者が締結する物件売買契約の効力には影響を受け

ない。 

第 729 条 【賃貸借物の滅失】 

賃借人の責に帰することができない事由により賃貸借物件
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灭失的，承租人可以请求减少租金或者不支付租金；因租赁物

部分或者全部毁损、灭失，致使不能实现合同目的的，承租人

可以解除合同。 

第七百三十条 【租期不明的处理】 

当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五

百一十条的规定仍不能确定的，视为不定期租赁；当事人可以

随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。 

第七百三十一条 【租赁物的瑕疵担保】 

租赁物危及承租人的安全或者健康的，即使承租人订立合同

时明知该租赁物质量不合格，承租人仍然可以随时解除合同。

第七百三十二条 【共同居住人的继续承租权】 

承租人在房屋租赁期限内死亡的，与其生前共同居住的人或

者共同经营人可以按照原租赁合同租赁该房屋。 

第七百三十三条 【租赁物的返还】 

租赁期限届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当

符合按照约定或者根据租赁物的性质使用后的状态。 

第七百三十四条 【续租】 

租赁期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异

议的，原租赁合同继续有效，但是租赁期限为不定期。 

 租赁期限届满，房屋承租人享有以同等条件优先承租的权利。

第十五章 融资租赁合同 

第七百三十五条 【融资租赁合同的定义】 

融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，

向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的

合同。 

第七百三十六条 【融资租赁合同的内容】 

融资租赁合同的内容一般包括租赁物的名称、数量、规格、

技术性能、检验方法，租赁期限，租金构成及其支付期限和方

式、币种，租赁期限届满租赁物的归属等条款。 

の一部又は全部が毀損又は滅失された場合、賃借人は、賃料

の減額を請求するか、賃料を支払わないことができる。賃貸

借物の一部又は全部の毀損又は滅失により、契約の目的が実

現できなくなった場合、賃借人は、契約を解除することがで

きる。 

第 730 条 【賃貸借期間が不明確な場合の処理】 

当事者が賃貸借期間について約定していないか、約定が不

明確であり、本法第 510 条の規定によってもなお確定できな

い場合、期間を定めない賃貸借とみなし、当事者は、契約を

随時解除することができる。ただし、合理的な期間を残して

相手方に通知しなければならない。 

第 731 条 【賃貸借物の瑕疵担保】 

賃貸借物が賃借人の安全又は健康を脅かす場合、賃借人が

契約締結時に当該賃貸借物の品質が不合格であることを明ら

かに知っていても、賃借人は、なお契約を随時解除すること

ができる。 

第 732 条 【共同居住者の継続賃借権】 

賃借人が物件を賃貸借する期間中に死亡した場合、生前に

おいて当該賃借人と共同居住又は共同経営をしていた者は、

原賃貸借契約に従い当該物件を賃借することができる。 

第 733 条 【賃貸借物の返還】 

賃貸借期間が満了したとき、賃借人は、賃貸借物を返還し

なければならない。返還される賃貸借物は、約定通り、又は

賃貸借物の性質の通り使用した後の状態に適合しなければな

らない。 

第 734 条 【賃貸借の更新】 

賃貸借期間が満了し、賃借人が賃貸借物件の使用を継続し、

賃貸人が異議を提起しない場合、原賃貸借契約は引き続き有

効とする。ただし、賃貸借期間は期限を定めないものとする。

 賃貸借期間が満了したとき、物件の賃借人は、同等の条件

により優先的に賃借する権利を享有する。 

第十五章 ファイナンスリース契約 

第 735 条 【ファイナンスリース契約の定義】 

ファイナンスリース契約は、売主及びリース物件に対する

賃借人の選択に基づき、賃貸人が売主からリース物件を購入

して賃借人の使用に提供し、賃借人がリース料を支払う契約

である。 

第 736 条 【ファイナンスリース契約の内容】 

一般にファイナンスリース契約の内容には、リース物件の

名称、数量、仕様、技術性能、検査方法、リース期間、リー

ス料の構成ならびに支払いの期限及び方式、通貨、リース期
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 融资租赁合同应当采用书面形式。 

第七百三十七条 【融资租赁合同无效的情形】 

当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同无效。 

第七百三十八条 【特定租赁物经营为经行政许可对合同效力

影响】 

依照法律、行政法规的规定，对于租赁物的经营使用应当取

得行政许可的，出租人未取得行政许可不影响融资租赁合同的

效力。 

第七百三十九条 【融资租赁标的物的交付】 

出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，

出卖人应当按照约定向承租人交付标的物，承租人享有与受领

标的物有关的买受人的权利。 

第七百四十条 【承租人拒绝受领租赁物的情形】 

出卖人违反向承租人交付标的物的义务，有下列情形之一的，

承租人可以拒绝受领出卖人向其交付的标的物： 

 （一）标的物严重不符合约定； 

 （二）未按照约定交付标的物，经承租人或者出租人催告后

在合理期限内仍未交付。 

 承租人拒绝受领标的物的，应当及时通知出租人。 

第七百四十一条 【承租人的索赔权】 

出租人、出卖人、承租人可以约定，出卖人不履行买卖合同

义务的，由承租人行使索赔的权利。承租人行使索赔权利的，

出租人应当协助。 

第七百四十二条 【承租人行使索赔权的租金支付】 

承租人对出卖人行使索赔权利，不影响其履行支付租金的义

务。但是，承租人依赖出租人的技能确定租赁物或者出租人干

预选择租赁物的，承租人可以请求减免相应租金。 

第七百四十三条 【承租人索赔不能的违约责任承担】 

出租人有下列情形之一，致使承租人对出卖人行使索赔权利

失败的，承租人有权请求出租人承担相应的责任： 

間が満了した際のリース物件の帰属等の条項を含む。 

 ファイナンスリース契約には、書面形式を採用しなければ

ならない。 

第 737 条 【ファイナンスリース契約が無効となる事由】 

当事者がリース物件を虚構して締結したファイナンスリー

ス契約は、無効とする。 

第 738 条 【特定リース物件の経営について行政許可を取得

していないことの契約効力への影響】 

法律又は行政法規の規定により、リース物件の経営使用に

ついて行政許可を取得するべき場合において、賃貸人が行政

許可を取得していなくても、ファイナンス契約の効力には影

響しない。 

第 739 条 【ファイナンスリースの目的物の引渡し】 

売主及びリース物件に対する賃借人の選択に基づいて賃貸

人が締結した売買契約につき、賃貸人は約定通りに賃借人に

対し目的物を引き渡さなければならず、賃借人は受領する目

的物と関連する買主の権利を享有する。 

第 740 条 【賃借人がリース物件の受領を拒絶できる事由】

売主が賃借人への目的物引渡しにかかる義務に違反し、以

下に掲げる事由の一つがある場合、賃借人は、売主が自らに

引き渡す目的物の受領を拒絶することができる。 

（1）目的物に、約定に対する重大な不適合がある場合 

（2）約定通りに目的物を引き渡さず、賃借人又は賃貸人の催

告を受けてもなお合理的な期間内に引き渡さない場合 

 賃借人は、目的物の受領を拒絶する場合、遅滞なく賃貸人

に通知しなければならない。 

第 741 条 【賃借人の賠償請求権】 

賃貸人、売主、賃借人は、売主が売買契約上の義務を履行

しない場合に賃借人が賠償請求する権利を行使できる旨を約

定することができる。賃借人が賠償請求の権利を行使する場

合、賃貸人は協力しなければならない。 

第 742 条 【賃借人が賠償請求権を行使する場合のリース料

支払い】 

賃借人が売主に対し賠償請求の権利を行使する場合も、賃

借人が履行するリース料支払いの義務には影響しない。ただ

し、賃借人がリース物件の確定において賃貸人の技能に依存

したか、賃貸人がリース物件の選択に干渉した場合、賃借人

は、リース料を相応に減免するよう請求することができる。

第 743 条 【賃借人が賠償請求できなくなった違約責任の負

担】 

賃貸人に、以下に掲げる事由の一つがあり、賃借人の売主

に対する賠償請求の権利行使を失敗させた場合、賃借人は、
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（一）明知租赁物有质量瑕疵而不告知承租人； 

 （二）承租人行使索赔权利时，未及时提供必要协助。 

 出租人怠于行使只能由其对出卖人行使的索赔权利，造成承

租人损失的，承租人有权请求出租人承担赔偿责任。 

第七百四十四条 【出租人不得擅自变更买卖合同内容】 

出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，

未经承租人同意，出租人不得变更与承租人有关的合同内容。

第七百四十五条 【租赁物的登记对抗效力】 

出租人对租赁物享有的所有权，未经登记，不得对抗善意第

三人。 

第七百四十六条 【租金的确定规则】 

融资租赁合同的租金，除当事人另有约定外，应当根据购买

租赁物的大部分或者全部成本以及出租人的合理利润确定。 

第七百四十七条 【租赁物瑕疵担保责任】 

租赁物不符合约定或者不符合使用目的的，出租人不承担责

任。但是，承租人依赖出租人的技能确定租赁物或者出租人干

预选择租赁物的除外。 

第七百四十八条 【出租人保证承租人占有和使用租赁物】 

出租人应当保证承租人对租赁物的占有和使用。 

 出租人有下列情形之一的，承租人有权请求其赔偿损失： 

 （一）无正当理由收回租赁物； 

 （二）无正当理由妨碍、干扰承租人对租赁物的占有和使用；

 （三）因出租人的原因致使第三人对租赁物主张权利； 

 （四）不当影响承租人对租赁物占有和使用的其他情形。 

第七百四十九条 【租赁物造成损害的责任】 

承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人人身损害或者财

賃貸人に相応の責任負担を請求する権利を有する。 

（1）リース物件に品質上の瑕疵があることを明らかに知りな

がら賃借人に告知しなかった場合 

（2）賃借人が賠償請求の権利を行使した際、必要な協力を遅

滞なく提供しなかった場合 

 賃貸人が自身のみが売主に対して行使することができる賠

償請求の権利の行使を怠り、賃借人に損失をもたらした場合、

賃借人は、賃貸人に対し賠償責任の負担を請求する権利を有

する。 

第 744 条 【賃貸人がみだりに売買契約の内容を変更するこ

との禁止】 

売主及びリース物件に対する賃借人の選択に基づき賃貸人

が締結した売買契約について、賃貸人は、賃借人の同意を得

ずに賃借人に関係のある契約内容を変更してはならない。 

第 745 条 【リース物件登記の対抗効力】 

賃貸人がリース物件に対して享有する所有権について、登

記していない場合は、善意の第三者に対抗することができな

い。 

第 746 条 【リース料の確定規則】 

ファイナンスリース契約のリース料について、当事者に別

段の約定がある場合を除き、リース物件の購入にかかる原価

の大部分又は全部及び賃貸人の合理的な利益に基づき確定し

なければならない。 

第 747 条 【リース物件の瑕疵担保責任】 

リース物件が約定に適合しないか、使用目的に適合しない

場合、賃貸人は責任を負わない。ただし、賃借人がリース物

件の確定において賃貸人の技能に依存したか、賃貸人がリー

ス物件の選択に干渉した場合を除く。 

第 748 条 【賃貸人による賃借人のリース物件の占有と使用

の保証】 

賃貸人は、リース物件に対する賃借人の占有及び使用を保

証しなければならない。 

 賃貸人に、以下に掲げる事由の一つがある場合、賃借人は、

当該賃貸人に対し損害賠償を請求する権利を有する。 

（1）正当な理由なくリース物件を回収した場合 

（2）正当な理由なく、リース物件に対する賃借人の占有及び

使用を妨害又は干渉した場合 

（3）賃貸人の原因により第三者がリース物件について権利を

主張することとなった場合 

（4）リース物件に対する賃借人の占有及び使用に不当に影響

するその他の事由 

第 749 条 【リース物件がもたらした損害の責任】 

賃借人がリース物件を占有する期間において、リース物件
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产损失的，出租人不承担责任。 

第七百五十条 【租赁物的保管、使用、维修】 

承租人应当妥善保管、使用租赁物。 

 承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。 

第七百五十一条 【承租人占有租赁物毁损、灭失的租金承担】

承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权

请求承租人继续支付租金，但是法律另有规定或者当事人另有

约定的除外。 

第七百五十二条 【承租人支付租金义务】 

承租人应当按照约定支付租金。承租人经催告后在合理期限

内仍不支付租金的，出租人可以请求支付全部租金；也可以解

除合同，收回租赁物。 

第七百五十三条 【承租人擅自处分租赁物时出租人的解除权】

承租人未经出租人同意，将租赁物转让、抵押、质押、投资

入股或者以其他方式处分的，出租人可以解除融资租赁合同。

第七百五十四条 【融资租赁合同的解除情形】 

有下列情形之一的，出租人或者承租人可以解除融资租赁合

同： 

 （一）出租人与出卖人订立的买卖合同解除、被确认无效或

者被撤销，且未能重新订立买卖合同； 

 （二）租赁物因不可归责于当事人的原因毁损、灭失，且不

能修复或者确定替代物； 

 （三）因出卖人的原因致使融资租赁合同的目的不能实现。

第七百五十五条 【承租人承担出租人损失赔偿责任情形】 

融资租赁合同因买卖合同解除、被确认无效或者被撤销而解

除，出卖人、租赁物系由承租人选择的，出租人有权请求承租

人赔偿相应损失；但是，因出租人原因致使买卖合同解除、被

确认无效或者被撤销的除外。 

が第三者の人身の損害又は財産の損失をもたらした場合、賃

貸人は責任を負わない。 

第 750 条 【リース物件の保管、使用、補修】 

賃借人は、リース物件を適切に保管、使用しなければなら

ない。 

賃借人は、リース物件の占有期間中の補修義務を履行しな

ければならない。 

第 751 条 【賃借人が占有するリース物件を毀損、滅失した

場合のリース料負担】 

賃借人のリース物件の占有期間において、リース物件が毀

損又は滅失した場合、賃貸人は、賃借人に対しリース料の支

払い継続を請求する権利を有する。ただし、法律に別段の規

定があるか、当事者に別段の約定がある場合を除く。 

第 752 条 【賃借人のリース料支払義務】 

賃借人は、約定通りにリース料を支払わなければならない。

賃借人が催告を受けてもなお合理的な期間内にリース料を支

払わない場合、賃貸人は、全てのリース料の支払いを請求す

ることができるほか、契約を解除し、リース物件を回収する

こともできる。 

第 753 条 【賃借人が無断でリース物件を処分した場合の賃

貸人の解除権】 

賃借人が賃貸人の同意を得ずにリース物件を、譲渡、抵当

権設定、質権の設定、投資・資本参加、或いはその他の方法

により処分した場合、賃貸人は、ファイナンスリース契約を

解除することができる。 

第 754 条 【ファイナンスリース契約の解除事由】 

以下に掲げる事由の一つがある場合、賃貸人又は賃借人は、

ファイナンスリース契約を解除することができる。 

（1）賃貸人と売主が締結した売買契約が解除され、その無効

が確認されたか、取り消され、かつ新たに売買契約を締結す

ることができない場合 

（2）リース物件が当事者の責に帰することのできない原因に

より毀損、滅失し、かつ修復することができないか、代替物

を確定することができない場合 

（3）売主の原因によりファイナンスリース契約の目的が実現

できなくなった場合 

第 755 条 【賃借人が賃貸人の損害賠償責任を負担する事由】

売買契約が解除され、その無効が確認されたか、取り消さ

れたことによりファイナンスリース契約が解除され、売主又

はリース物件が賃借人により選択されたものであった場合、

賃貸人は、賃借人に対して相応の損失の賠償を請求する権利

を有する。ただし、賃貸人の原因により売買契約が解除され、

無効が確認されたか、取り消された場合を除く。 
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出租人的损失已经在买卖合同解除、被确认无效或者被撤销

时获得赔偿的，承租人不再承担相应的赔偿责任。 

第七百五十六条 【合同解除时对租赁物的折旧补偿】 

融资租赁合同因租赁物交付承租人后意外毁损、灭失等不可

归责于当事人的原因解除的，出租人可以请求承租人按照租赁

物折旧情况给予补偿。 

第七百五十七条 【租赁期满租赁物的归属】 

出租人和承租人可以约定租赁期限届满租赁物的归属；对租

赁物的归属没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条

的规定仍不能确定的，租赁物的所有权归出租人。 

第七百五十八条 【租赁期间届满租赁物归属及处理办法】 

当事人约定租赁期限届满租赁物归承租人所有，承租人已经

支付大部分租金，但是无力支付剩余租金，出租人因此解除合

同收回租赁物，收回的租赁物的价值超过承租人欠付的租金以

及其他费用的，承租人可以请求相应返还。 

 当事人约定租赁期限届满租赁物归出租人所有，因租赁物毁

损、灭失或者附合、混合于他物致使承租人不能返还的，出租

人有权请求承租人给予合理补偿。 

第七百五十九条 【租赁物所有权归承租人所有的推定】 

当事人约定租赁期限届满，承租人仅需向出租人支付象征性

价款的，视为约定的租金义务履行完毕后租赁物的所有权归承

租人。 

第七百六十条 【融资租赁合同无效时租赁物的归属】 

融资租赁合同无效，当事人就该情形下租赁物的归属有约定

的，按照其约定；没有约定或者约定不明确的，租赁物应当返

还出租人。但是，因承租人原因致使合同无效，出租人不请求

返还或者返还后会显著降低租赁物效用的，租赁物的所有权归

承租人，由承租人给予出租人合理补偿。 

賃貸人の損失が、すでに売買契約が解除され、その無効が

確認されたか、取り消されてから賠償を得た場合、賃借人は

相応の賠償責任を負わない。 

第 756 条 【契約解除時のリース物件に対する償却補償】 

リース物件が賃借人に引き渡された後に想定外の毀損、滅

失等の当事者の責に帰することができない原因によりファイ

ナンスリース契約が解除された場合、賃貸人は、賃借人に対

しリース物件の償却状況に応じた補償を請求することができ

る。  

第 757 条 【リース期間満了時のリース物件の帰属】 

賃貸人及び賃借人は、リース期間が満了したリース物件の

帰属を約定することができる。リース物件の帰属について約

定していないか、約定が不明確であり、本法第 510 条の規定

によってもなお確定できない場合、リース物件の所有権は、

賃貸人に帰属する。 

第 758 条 【リース期間満了時のリース物件の帰属及び処理

方法】 

リース期間が満了した後リース物件は賃借人の所有に帰属

する旨を当事者が約定し、賃借人がリース料の大部分はすで

に支払ったが残余のリース料を支払う能力がなく、賃貸人が

これにより契約を解除してリース物件を回収する状況におい

て、回収されるリース物件の価値が賃借人の未払いのリース

料及びその他の費用を上回る場合、賃借人は、相応に返還す

るよう請求する権利を有する。 

 リース期間が満了した後リース物件は賃貸人の所有に帰属

する旨を当事者が約定しており、リース物件が毀損又は滅失

するか、他の物と付合するか混和することにより賃借人が返

還することができなくなった場合、賃貸人は、賃借人に対し

合理的な補償を請求する権利を有する。 

第 759 条 【リース物件の所有権が賃借人の所有に帰するこ

との推定】 

リース期間が満了した場合に賃借人は賃貸人に対し象徴的

対価のみを支払う必要があることを当事者が約定している場

合、約定されたリース料義務の履行が完了した後、リース物

件の所有権は賃借人に帰属するものとみなす。 

第 760 条 【ファイナンスリース契約が無効となった場合の

リース物件の帰属】 

ファイナンスリース契約が無効であり、当該事由における

リース物件の帰属について当事者に約定がある場合、当該約

定に従う。約定していないか、約定が明確でない場合、リー

ス物件は、賃貸人に返還しなければならない。ただし、賃借

人の原因により契約が無効となった場合において、賃貸人が

返還を請求しないか、返還後にリース物件の効用が著しく引

き下げられるうるときは、リース物件の所有権は賃借人に帰
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第十六章 保理合同 

第七百六十一条 【保理合同的定义】 

保理合同是应收账款债权人将现有的或者将有的应收账款转

让给保理人，保理人提供资金融通、应收账款管理或者催收、

应收账款债务人付款担保等服务的合同。 

第七百六十二条 【保理合同的内容与形式】 

保理合同的内容一般包括业务类型、服务范围、服务期限、

基础交易合同情况、应收账款信息、保理融资款或者服务报酬

及其支付方式等条款。 

 保理合同应当采用书面形式。 

第七百六十三条 【虚构应收账款】 

应收账款债权人与债务人虚构应收账款作为转让标的，与保

理人订立保理合同的，应收账款债务人不得以应收账款不存在

为由对抗保理人，但是保理人明知虚构的除外。 

第七百六十四条 【保理人发出转让通知的表明身份义务】 

保理人向应收账款债务人发出应收账款转让通知的，应当表

明保理人身份并附有必要凭证。 

第七百六十五条 【基础合同的变更、终止不对保理人发生效

力】 

应收账款债务人接到应收账款转让通知后，应收账款债权人

与债务人无正当理由协商变更或者终止基础交易合同，对保理

人产生不利影响的，对保理人不发生效力。 

第七百六十六条 【当事人约定追索权】 

当事人约定有追索权保理的，保理人可以向应收账款债权人

主张返还保理融资款本息或者回购应收账款债权，也可以向应

收账款债务人主张应收账款债权。保理人向应收账款债务人主

张应收账款债权，在扣除保理融资款本息和相关费用后有剩余

的，剩余部分应当返还给应收账款债权人。 

第七百六十七条 【当事人约定无追索权】 

当事人约定无追索权保理的，保理人应当向应收账款债务人

属し、賃借人が賃貸人に合理的な補償をする。 

第十六章 ファクタリング契約 

第 761 条 【ファクタリング契約の定義】 

ファクタリング契約は、売掛債権の債権者が現有するか、

将来的に有する売掛債権をファクターに譲渡し、ファクター

が資金融通、売掛債権の管理又は回収催告、売掛債権の債務

者の支払保証等のサービスを提供する契約である。 

第 762 条 【ファクタリング契約の内容と形式】 

一般にファクタリング契約の内容には、業務類型、サービ

ス範囲、サービス期間、基礎取引の契約状況、売掛債権情報、

ファクタリング融資にかかる資金又はサービス報酬及びその

支払方式等の条項を含む。 

 ファクタリング契約について、書面形式を採用しなければ

ならない。 

第 763 条 【売掛債権の虚構】 

売掛債権の債権者と債務者とが売掛債権を虚構して譲渡目

的とし、ファクターとファクタリング契約を締結する場合に

は、売掛債権の債務者は、売掛債権が存在しないことを理由

としてファクターに対抗することができない。ただし、ファ

クターが虚構であることを明らかに知っている場合を除く。

第 764 条 【ファクターの譲渡通知時における身分表明義務】

ファクターは、売掛債権の債務者に対して売掛債権譲渡通

知を発するにあたり、ファクターの身分を表明し、かつ必要

な証憑を付さなければならない。 

第 765 条 【基礎取引契約の変更、終了のファクターに対す

る効力不発生】 

売掛債権の債務者が売掛債権譲渡通知を受領した後、売掛

債権の債権者と債務者とが正当な理由なく基礎取引の契約を

協議により変更又は終了し、ファクターに不利な影響をもた

らした場合は、ファクターに対し効力を生じない。 

第 766 条 【当事者による償還請求権ありの約定】 

当事者がリコースファクタリングを約定する場合、ファク

ターは、売掛債権の債権者に対しファクタリング融資額の元

金・利息を返還することができるほか、売掛債権を買い戻す

よう主張することも、売掛債権の債務者に対し売掛債権を主

張することもできる。ファクターが売掛債権の債務者に対し

売掛債権を主張し、ファクタリング融資にかかる資金の元

金・利息及び関連費用を控除した後残余がある場合、残余の

部分は売掛債権の債権者に返還しなければならない。 

第 767 条 【当事者による償還請求権なしの約定】 

当事者がノンリコースファクタリングを約定する場合、フ
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主张应收账款债权，保理人取得超过保理融资款本息和相关费

用的部分，无需向应收账款债权人返还。 

第七百六十八条 【多个保理权的优先顺位】 

应收账款债权人就同一应收账款订立多个保理合同，致使多

个保理人主张权利的，已经登记的先于未登记的取得应收账款；

均已经登记的，按照登记时间的先后顺序取得应收账款；均未

登记的，由 先到达应收账款债务人的转让通知中载明的保理

人取得应收账款；既未登记也未通知的，按照保理融资款或者

服务报酬的比例取得应收账款。 

第七百六十九条 【参照适用债权转让的规定】 

本章没有规定的，适用本编第六章债权转让的有关规定。 

第十七章 承揽合同 

第七百七十条 【承揽合同的定义】 

承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成

果，定作人支付报酬的合同。 

 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 

第七百七十一条 【承揽合同的主要条款】 

承揽合同的内容一般包括承揽的标的、数量、质量、报酬，

承揽方式，材料的提供，履行期限，验收标准和方法等条款。

第七百七十二条 【承揽合同的完成】 

承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但

是当事人另有约定的除外。 

 承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第

三人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作

人也可以解除合同。 

第七百七十三条 【承揽人对补助性工作的责任】 

承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将

其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的

工作成果向定作人负责。 

ァクターは、売掛債権の債権者に対して売掛債権を主張しな

ければならず、ファクターが収録した、ファクタリング融資

にかかる資金の元金・利息及び関連費用を上回る部分につい

ては、売掛債権の債権者に対して返還する必要がない。 

第 768 条 【複数のファクタリング権の優先順位】 

売掛債権の債権者が同一の売掛債権について複数のファク

タリング契約を締結し、複数のファクターが権利を主張する

こととなった場合、すでに登記されたものが未登記のものよ

りも先に売掛債権を取得する。いずれも登記されている場合

は、登記時間の先後順に売掛債権を取得する。いずれも登記

されていない場合は、売掛債権の債務者に も早く到達した

譲渡通知に明記されたファクターが売掛債権を取得する。登

記されず通知もされていない場合、ファクタリング融資にか

かる資金又はサービス報酬の比率により売掛債権を取得す

る。 

第 769 条 【債権譲渡に関する規定の適用参照】 

本章に定めのない場合は、本編第六章の債権譲渡の関連規

定を適用する。 

第十七章 請負契約 

第 770 条 【請負契約の定義】 

請負契約は、請負人が注文者の要求通りに作業を完成し、

作業の成果を引き渡し、注文者が報酬を支払う契約である。

 請負には、加工、注文製作、修理、複製、測定試験、検査

等の作業を含む。 

第 771 条 【請負契約の主な条項】 

一般に請負契約の内容には、請負の目的、数量、品質、報

酬、請負方式、材料の提供、履行期間、検収の基準及び方法

等の条項を含む。 

第 772 条 【請負契約の完成】 

請負人は、自己の設備、技術及び労力をもって主要な作業

を完成しなければならない。ただし、当事者に別段の約定が

ある場合を除く。 

 請負人は、自らが請け負った主要な作業を第三者に引き渡

して完成させる場合、注文者に対し当該第三者が完成した作

業の成果について責任を負わなければならない。注文者の同

意を得ていない場合、注文者は、契約を解除することもでき

る。 

第 773 条 【請負人の補助作業に対する責任】 

請負人は、自らが請け負った補助作業を第三者に引き渡し

て完成させることができる。請負人は、自らが請け負った補

助作業を第三者に引き渡して完成させる場合には、注文者に

対し当該第三者の完成させた作業の成果について責任を負わ
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第七百七十四条 【承揽人提供材料的义务】 

承揽人提供材料的，应当按照约定选用材料，并接受定作人

检验。 

第七百七十五条 【定作人提供材料及双方义务】 

定作人提供材料的，应当按照约定提供材料。承揽人对定作

人提供的材料应当及时检验，发现不符合约定时，应当及时通

知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。 

 承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修

理的零部件。 

第七百七十六条 【承揽人的通知义务】 

承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当

及时通知定作人。因定作人怠于答复等原因造成承揽人损失的，

应当赔偿损失。 

第七百七十七条 【中途变更工作要求的责任】 

定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当

赔偿损失。 

第七百七十八条 【定作人的协作义务】 

承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务。定作人

不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定

作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾

期不履行的，承揽人可以解除合同。 

第七百七十九条 【承揽人接受监督检查的义务】 

承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验。定作

人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。 

第七百八十条 【验收质量保证】 

承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必

要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。

第七百八十一条 【质量不和约定的责任】 

承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以合理

选择请求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约

责任。 

なければならない。 

第 774 条 【請負人の材料提供義務】 

請負人は、材料を提供する場合、約定通りに材料を選択し

て使用する上、注文者の検査を受けなければならない。 

第 775 条 【注文者による材料提供及び双方の義務】 

注文者は、材料を提供する場合、約定通りに材料を提供し

なければならない。請負人は、注文者の提供した材料を遅滞

なく検査しなければならず、約定に適合しないことを発見し

た場合、交換、補填するか、その他の救済措置を取るよう、

遅滞なく注文者に通知しなければならない。 

 請負人は、注文者の提供する材料を無断で交換してはなら

ず、修理を必要としない部品を交換してはならない。 

第 776 条 【請負人の通知義務】 

請負人は、注文者の提供した図面又は技術要求が不合理で

あることを発見した場合、遅滞なく注文者に通知しなければ

ならない。注文者は、回答を怠る等して請負人に損失をもた

らした場合、損失を賠償しなければならない。 

第 777 条 【途中で作業要求を変更する場合の責任】 

注文者は、請負作業の要求を途中で変更して請負人に損失

をもたらした場合、損失を賠償しなければならない。 

第 778 条 【注文者の協力義務】 

請負作業に注文者の協力を必要とする場合、注文者は、協

力する義務を負う。注文者が協力義務を履行せず請負作業が

完成できなくなった場合、請負人は、合理的な期間内に義務

を履行するよう注文者に催告することができ、かつ履行期間

を順延することができる。注文者が期限を徒過して履行しな

い場合、請負人は、契約を解除することができる。 

第 779 条 【請負人の監督・検査を受ける義務】 

請負人は、作業時間において、注文者による必要な監督・

検査を受けなければならない。注文者は、監督・検査のため

に請負人の正常な作業を妨害してはならない。 

第 780 条 【品質保証の検収】 

請負人は、作業を完了したら、注文者に対し作業の成果を

引き渡した上、必要な技術資料及び関連品質証明を提出しな

ければならない。注文者は、当該作業の成果を検収しなけれ

ばならない。 

第 781 条 【品質の約定不適合の責任】 

請負人の引き渡した作業の成果が品質要求に合致しない場

合、注文者は、請負人に対し、修理、作り直し、報酬の減額、

損失の賠償等の違約責任の負担を請求することができる。 
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第七百八十二条 【支付报酬期限】 

定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没

有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能

确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果

部分交付的，定作人应当相应支付。 

第七百八十三条 【承揽人的留置权】 

定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对

完成的工作成果享有留置权或者有权拒绝交付，但是当事人另

有约定的除外。 

第七百八十四条 【材料的保管】 

承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成

果，因保管不善造成毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。 

第七百八十五条 【承揽人的保密义务】 

承揽人应当按照定作人的要求保守秘密，未经定作人许可，

不得留存复制品或者技术资料。 

第七百八十六条 【共同承揽】 

共同承揽人对定作人承担连带责任，但是当事人另有约定的

除外。 

第七百八十七条 【定作人的解除权】 

定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人

损失的，应当赔偿损失。 

第十八章 建设工程合同 

第七百八十八条 【建设工程合同的定义】 

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合

同。 

 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 

第七百八十九条 【建设工程合同的的形式】 

建设工程合同应当采用书面形式。 

第七百九十条 【招标投标】 

建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、

公平、公正进行。 

第七百九十一条 【总包与分包】 

第 782 条 【報酬の支払期限】 

注文者は、約定された期限通りに報酬を支払わなければな

らない。報酬を支払う期限について約定しないか、約定が明

確ではなく、本法第 510 条の規定によってもなお確定するこ

とができない場合、注文者は、請負人が作業の成果を引き渡

す時に支払わなければならない。作業の成果の一部を引き渡

す場合、注文者は相応の支払いをしなければならない。 

第 783 条 【請負人の留置権】 

注文者が請負人に対して報酬や材料費等の代金を支払わな

い場合、請負人は、完成した作業の成果について留置権又は

引渡しを拒絶する権利を有する。ただし、当事者に別段の約

定がある場合を除く。 

第 784 条 【材料の保管】 

請負人は、注文者の提供した材料及び完成した作業の成果

を適切に保管しなければならず、保管不良により毀損又は滅

失をもたらした場合、賠償責任を負わなければならない。 

第 785 条 【請負人の秘密保持義務】 

請負人は、注文者の要求に従い秘密を保持しなければなら

ず、注文者の許諾を得ずに複製品又は技術資料を残してはな

らない。 

第 786 条 【共同請負】 

共同請負人は、注文者に対し連帯責任を負う。ただし、当

事者に別段の約定がある場合を除く。 

第 787 条 【注文者の解除権】 

注文者は、請負人が作業を完了するまでは随時契約を解除

することができ、請負人に損失をもたらした場合、損失を賠

償しなければならない。 

第十八章 建設工事契約 

第 788 条 【建設工事契約の定義】 

建設工事契約は、請負人が工事建設をし、発注者が代金を

支払う契約である。 

建設工事契約には、工事実地調査、設計、施工の契約を含

む。 

第 789 条 【建設工事契約の形式】 

建設工事契約には、書面形式を採用しなければならない。

第 790 条 【入応札】 

建設工事の入応札活動は、関連法律の規定により公開、公

平、公正に行わなければならない。 

第 791 条 【元請負と下請け】 

発注者は、元請負人と建設工事契約を締結することができ
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发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘

察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包

人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发

包给数个承包人。 

 总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以

将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工

作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担

连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人

或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包

给第三人。 

 禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止

分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必

须由承包人自行完成。 

第七百九十二条 【重大建设工程合同的订立】 

国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家批

准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。 

第七百九十三条 【建设工程施工合同无效的处理】 

建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以

参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。 

 建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照

以下情形处理： 

 （一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承

包承担修复费用； 

 （二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求

参照合同关于工程价款的约定折价补偿。 

 发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担

相应的责任。 

第七百九十四条 【勘察、设计合同主要内容】 

勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预算

等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。 

第七百九十五条 【施工合同主要条款】 

施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工

程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时

间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修

るほか、実地調査者、設計者、施工者とそれぞれ実地調査契

約、設計契約、施工請負契約を締結することもできる。発注

者は、1名の請負人が完成すべき建設工事を複数の部分に分

割して複数の請負人に発注してはならない。 

 元請負人又は実地調査、設計、施工の請負人は、発注者の

同意を得て、自らが請け負った作業の一部を第三者に引き渡

して完成させることができる。第三者は、自らが完成した作

業成果について、元請負人又は実地調査、設計、施工の請負

人とともに発注者に対して連帯責任を負う。請負人は、自ら

が請け負った建設工事の全部を第三者に下請けさせたり、自

らが請け負った建設工事の全体を分割して下請けの名目で第

三者にそれぞれ請け負わせてはならない。 

 請負人が相応の資格条件を具備しない業者に工事を下請け

させることは禁止する。下請業者が自らが請け負った工事を

さらに再下請けさせることは禁止する。建設工事の主体構造

の施工は、必ず請負人が自ら完成しなければならない。 

第 792 条 【重大建設工事契約の締結】 

国の重大建設工事契約は、国の定める手続き及び国の認可

する投資計画、フィージビリティ・スタディ報告等の文書に

従って締結しなければならない。 

第 793 条 【建設工事施工契約が無効となった場合の処理】

建設工事施工契約は無効だが、建設工事は検収を経て合格

している場合、工事代金に関する契約の約定を参照し、価額

査定して請負人に補償することができる。 

 建設工事施工契約が無効で、かつ、建設工事が検収を経て

不合格となっている場合、以下に掲げる事由として処理する

ことができる。 

（1）修復後の建設工事が検収を経て合格している場合、発注

者は、請負人に対し修復費用の負担を請求することができる。

（2）修復後の建設工事が検収を経て不合格となった場合、請

負人は、工事代金に関する契約の約定を参照して価額査定し

補償するよう請求する権利を有しない。 

 発注者は、建設工事が不合格となったことによりもたらさ

れる損失について過失がある場合、相応する責任を負わなけ

ればならない。 

第 794 条 【実地調査・設計契約の主な内容】 

一般に実地調査及び設計契約の内容には、基礎資料及び概

予算等の文書の提出期限、品質上の要求、費用、その他の協

力要件等の条項を含む。 

第 795 条 【施工契約の主な条項】 

一般に施工契約の内容には、工事範囲、建設工期、中間引

渡工事の着工及び竣工の時期、工事の品質、工事代金、技術

資料の引渡時期、材料及び設備の供給責任、資金の支給及び

決済、竣工検収、品質修理保証範囲及び品質保証期間、相互
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范围和质量保证期、相互协作等条款。 

第七百九十六条 【建设工程监理】 

建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订

立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，

应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。

第七百九十七条 【发包人检查权】 

发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业

进度、质量进行检查。 

第七百九十八条 【隐蔽工程的验收】 

隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人

没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿

停工、窝工等损失。 

第七百九十九条 【竣工验收】 

建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家

颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格

的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。 

 建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者

验收不合格的，不得交付使用。 

第八百条 【勘察、设计人质量责任】 

勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设

计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继

续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。

第八百零一条 【施工人的质量责任】 

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有

权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修

理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约

责任。 

第八百零二条 【质量保证责任】 

因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损

害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。 

協力等の条項を含む。 

第 796 条 【建設工事の監理】 

建設工事において監理を実行する場合、発注者は、書面形

式で監理人と監理委託契約を締結しなければならない。発注

者と監理人の権利、義務及び法的責任は、本編の委託契約及

びその他の関連する法律及び行政法規の規定に従わなければ

ならない。 

第 797 条 【発注者の検査権】 

発注者は、請負人の正常な作業を妨害しない範囲で、随時

作業の進度又は品質について検査することができる。 

第 798 条 【隠蔽工事の検収】 

隠蔽工事については、隠蔽前に検査を行うよう、請負人か

ら発注者に通知しなければならない。発注者が遅滞なく検査

しない場合、請負人は、工事日を順延することができ、かつ、

工事の停止、手待ち等の損失の賠償を請求することができる。

第 799 条 【竣工検収】 

建設工事が竣工した後に、発注者は、施工図面、説明書な

らびに国が公布する施工検収規範及び品質検査標準に基づ

き、遅滞なく検収を行わなければならない。検収に合格した

場合、発注者は約定に従い代金を支払い、当該建設工事を受

領しなければならない。 

 建設工事は、竣工し検収を経て合格した後に限り使用に引

き渡すことができ、検収を経ていないか、検収に合格しない

場合は、使用に引き渡してはならない。 

第 800 条 【実地調査者、設計者の品質責任】 

実地調査もしくは設計の品質が要求に適合しないか、期限

通りに実地調査もしくは設計文書を提出せずに工期を遅延さ

せて発注者に損失をもたらした場合、実地調査者又は設計者

は、実地調査又は設計を継続して完成させ、実地調査又は設

計の費用を免除するか減額して収受した上、損失を賠償しな

ければならない。 

第 801 条 【施工者の品質責任】 

施工者の原因により建設工事の品質が約定に適合しなくな

った場合、発注者は、施工者に対して合理的な期間内に無償

で修理するか、工事をやり直しもしくは改造を行った上で、

引渡しが期限を過ぎた場合、施工者は違約責任を負わなけれ

ばならない。 

第 802 条 【品質保証責任】 

請負人の原因により建設工事が合理的な使用期間内におい

て人身の損害及び財産の損失をもたらした場合、請負人は、

賠償責任を負わなければならない。 
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第八百零三条 【发包人违约责任】 

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、

资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔

偿停工、窝工等损失。 

第八百零四条 【发包人原因致工程停建、缓建的责任】 

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采

取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、

倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 

第八百零五条 【发包人原因致勘察、设计返工、停工或修改

设计的责任】 

因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提

供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工

或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工

作量增付费用。 

第八百零六条 【建设工程合同的解除】 

承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。

 发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制

性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后

在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。 

 合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当

按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合

格的，参照本法第七百九十三条的规定处理。 

第八百零七条 【工程价款的支付】 

发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合

理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的

性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折

价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款

就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 

第八百零八条 【参照适用承揽合同的规定】 

本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。 

第 803 条 【発注者の違約責任】 

発注者が約定された時間及び要求の通りに原材料、設備、

場所、資金、技術資料を提供しない場合、請負人は工事日程

を順延することができる上、工事停止、手持ち等の損害の賠

償を請求する権利を有する。 

第 804 条 【発注者の原因による工事の建設停止、建設延期

となった場合の責任】 

発注者の原因により工事が途中で建設停止、建設延期とな

った場合、発注者は、損失の補填又は軽減のための措置を取

り、これによってもたらされた工事停止、手持ち、再運搬、

機械設備の移動、材料及び部材の在庫過剰等の請負人の損失

及び実際費用を賠償しなければならない。 

第 805 条 【発注者の原因により実地調査、設計のやり直し、

作業停止、設計修正となった場合の責任】 

発注者による計画変更、不正確な資料の提供、又は期限通

りに必要な実地調査又は設計作業条件を提供しなかったこと

により実地調査又は設計のやり直し、作業の停止又は設計の

修正をもたらした場合、発注者は、現地調査者又は設計者が

実際に費やした作業量に応じて費用を増額して支払わなけれ

ばならない。 

第 806 条 【建設工事契約の解除】 

請負人が建設工事を再請負させたり、違法に下請けさせた

場合、発注者は契約を解除することができる。 

 発注者の提供する主要建築材料、建築部材、設備が強制性

標準に適合しないか、発注者が協力義務を履行しないことに

より請負人が施行不能となり、催告を経てもなお合理的な期

間内に相応の義務を履行しない場合、請負人は契約を解除す

ることができる。 

 契約の解除後において、竣工した建設工事の品質が合格で

あるならば、発注者は約定通り相応の工事代金を支払わなけ

ればならない。竣工した建設工事の品質が不合格である場合、

本法第 793 条の規定を参照して処理する。 

第 807 条 【工事代金の支払い】 

発注者が約定通りに代金を支払わない場合、請負人は、合

理的な期間内に代金を支払うよう発注者に催告することがで

きる。発注者が期限を過ぎても支払わない場合、建設工事の

性質により価額査定や競売を行うには適さないものを除き、

請負人が発注者と協議し当該工事について価額を査定するこ

とができるほか、当該工事について法により競売するよう裁

判所に請求することもできる。建設工事の代金は、当該工事

の価額査定もしくは競売の代金から優先して弁済を受ける。

第 808 条 【請負契約に関する規定の参照適用】 

本章に定めのない場合は、請負契約の関連規定を適用する。
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第十九章 运输合 

第一节 一般规定 

第八百零九条 【运输合同的定义】 

运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地

点，旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。

第八百一十条 【公共运输承运人的强制缔约义务】 

从事公共运输的承运人不得拒绝旅客、托运人通常、合理的

运输要求。 

第八百一十一条 【按约定期间运输义务】 

承运人应当在约定期限或者合理期限内将旅客、货物安全运

输到约定地点。 

第八百一十二条 【按约定路线运输义务】 

承运人应当按照约定的或者通常的运输路线将旅客、货物运

输到约定地点。 

第八百一十三条 【支付票款或运输费用】 

旅客、托运人或者收货人应当支付票款或者运输费用。承运

人未按照约定路线或者通常路线运输增加票款或者运输费用

的，旅客、托运人或者收货人可以拒绝支付增加部分的票款或

者运输费用。 

第二节 客运合同 

第八百一十四条 【客运合同的成立】 

客运合同自承运人向旅客出具客票时成立，但是当事人另有

约定或者另有交易习惯的除外。 

第八百一十五条 【持有效客票承运义务】 

旅客应当按照有效客票记载的时间、班次和座位号乘坐。旅

客无票乘坐、超程乘坐、越级乘坐或者持不符合减价条件的优

惠客票乘坐的，应当补交票款，承运人可以按照规定加收票款；

旅客不支付票款的，承运人可以拒绝运输。 

 实名制客运合同的旅客丢失客票的，可以请求承运人挂失补

办，承运人不得再次收取票款和其他不合理费用。 

第八百一十六条 【退票与变更】 

第十九章 運送契約 

第一節 一般規定 

第 809 条 【運送契約の定義】 

運送契約は、運送人が旅客又は貨物を運送開始地点から約

定する地点まで運送し、旅客、荷送人又は荷受人が切符代又

は運送費用を支払う契約である。 

第 810 条 【公共運送人の強制契約義務】 

公共運送に従事する運送人は、旅客、荷送人による通常の

合理的な運送要求を拒絶してはならない。 

第 811 条 【約定期間内に運送する義務】 

運送人は、約定する期間又は合理的な期間内に、旅客や貨

物を安全に約定した地点まで運送しなければならない。 

第 812 条 【約定路線通りに運送する義務】 

運送人は、約定又は通常通りの運送路線に従い、旅客又は

貨物を約定した地点まで運送しなければならない。 

第 813 条 【切符代又は運送費用の支払い】 

旅客、荷送人又は荷受人は、切符代又は運送費用を支払わ

なければならない。運送人が約定又は通常通りの路線に従っ

て運送せず、切符代又は運送費用を増加させた場合、旅客、

荷送人又は荷受人は、増加部分の切符代又は運送費用の支払

いを拒絶することができる。 

第二節 旅客運送契約 

第 814 条 【旅客運送契約の成立】 

旅客運送契約は、運送人が旅客に対し切符を発行した時よ

り成立する。ただし、当事者に別段の約定があるか、別段の

商慣習がある場合を除く。 

第 815 条 【有効な切符により利用する義務】 

旅客は、有効な切符に記載された時間、便、座席番号に従

い搭乗しなければならない。旅客が切符を所持せず、乗り越

し、等級を超え、又は減価条件を満たさない優遇切符を所持

して搭乗した場合は切符代を追加で支払わなければならず、

運送人は規定により切符代を増額徴収することができる。旅

客が切符代を支払わない場合、運送人は運送を拒絶すること

ができる。 

 実名制旅客運送契約の旅客は、切符を紛失した場合に紛失

を届け出て再発行を運送人に請求することができる。運送人

は、切符代及びその他の合理的でない費用を再度徴収しては

ならない。 

第 816 条 【切符の払戻し又は変更】 

旅客は、自己の原因により切符に記載された時間通りに搭
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旅客因自己的原因不能按照客票记载的时间乘坐的，应当在

约定的期限内办理退票或者变更手续；逾期办理的，承运人可

以不退票款，并不再承担运输义务。 

第八百一十七条 【按约定限量携带行李义务】 

旅客随身携带行李应当符合约定的限量和品类要求；超过限

量或者违反品类要求携带行李的，应当办理托运手续。 

第八百一十八条 【违禁品或危险物品的携带禁止】 

旅客不得随身携带或者在行李中夹带易燃、易爆、有毒、有

腐蚀性、有放射性以及可能危及运输工具上人身和财产安全的

危险物品或者违禁物品。 

 旅客违反前款规定的，承运人可以将危险物品或者违禁物品

卸下、销毁或者送交有关部门。旅客坚持携带或者夹带危险物

品或者违禁物品的，承运人应当拒绝运输。 

第八百一十九条 【承运人告知重要事项义务】 

承运人应当严格履行安全运输义务，及时告知旅客安全运输

应当注意的事项。旅客对承运人为安全运输所作的合理安排应

当积极协助和配合。 

第八百二十条 【承运人迟延运输】 

承运人应当按照有效客票记载的时间、班次和座位号运输旅

客。承运人迟延运输或者有其他不能正常运输情形的，应当及

时告知和提醒旅客，采取必要的安置措施，并根据旅客的要求

安排改乘其他班次或者退票；由此造成旅客损失的，承运人应

当承担赔偿责任，但是不可归责于承运人的除外。 

第八百二十一条 【承运人擅自降低服务标准】 

承运人擅自降低服务标准的，应当根据旅客的请求退票或者

减收票款；提高服务标准的，不得加收票款。 

第八百二十二条 【对旅客的救助义务】 

承运人在运输过程中，应当尽力救助患有急病、分娩、遇险

的旅客。 

乗することができない場合、約定された期間内に切符の払戻

し又は変更の手続きをしなければならない。手続き期限を徒

過した場合、運送人は、切符代を返還せず、運送義務を負わ

ないことができる。 

第 817 条 【約定された制限量通りに荷物を携行する義務】

旅客が搭乗時に携行する荷物は、約定された制限量及び品

目要求に適合していなければならない。制限量を超えるか、

品目要求に違反する荷物がある場合、託送手続きを取らなけ

ればならない。 

第 818 条 【禁制品又は危険物品の携行禁止】 

旅客は、可燃性、爆発性、毒性、腐食性、放射性を有し、

運送手段上の人身及び財産の安全を脅かすおそれのある危険

物品又は禁制品を携行したり、荷物の中に隠して持ち込んで

はならない。 

 旅客が前項の規定に違反した場合、運送人は、危険物品又

は禁制品を下ろし、廃棄処分するか関係機関に引き渡すこと

ができる。旅客があくまで危険物品又は禁制品を携行したり

持ち込もうとする場合、運送人は運送を拒絶しなければなら

ない。 

第 819 条 【運送人の重要事項告知義務】 

運送人は、安全運送義務を厳格に履行し、安全運送につき

注意すべき事項を遅滞なく旅客に告知しなければならない。

旅客は、運送人が安全運送のために行う合理的な手配に対し、

積極的に協力しなければならない。 

第 820 条 【運送人の運送遅延】 

運送人は、切符に記載された時間、便及び座席番号に従い

旅客を運送しなければならない。運送人は、運送を遅延する

か、正常に運送することができないその他の事由がある場合

は遅滞なく旅客に告知と注意喚起を行い、必要な配置安定措

置を取った上、旅客の要求に基づき他の便への乗換え又は切

符の払戻しを手配しなければならない。これにより旅客に損

失をもたらした場合、運送人は、賠償責任を負わなければな

らない。ただし、運送人の責に帰することができない場合を

除く。 

第 821 条 【運送人による無断のサービス基準引下げ】 

運送人は、無断でサービス基準を引き下げる場合、旅客の

請求に基づき切符を払い戻すか、切符代を減額して徴収しな

ければならない。サービス基準を引き上げる場合、切符代を

増額して徴収してはならない。 

第 822 条 【旅客に対する救助義務】 

運送人は、運送過程において、急病や分娩等危機的状況に

ある旅客の救助に尽力しなければならない。 
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第八百二十三条 【旅客伤亡的损害赔偿责任】 

承运人应当对运输过程中旅客的伤亡承担赔偿责任；但是，

伤亡是旅客自身健康原因造成的或者承运人证明伤亡是旅客故

意、重大过失造成的除外。 

 前款规定适用于按照规定免票、持优待票或者经承运人许可

搭乘的无票旅客。 

第八百二十四条 【对行李的赔偿责任】 

在运输过程中旅客随身携带物品毁损、灭失，承运人有过错

的，应当承担赔偿责任。 

 旅客托运的行李毁损、灭失的，适用货物运输的有关规定。

第三节 货运合同 

第八百二十五条 【托运人告知义务】 

托运人办理货物运输，应当向承运人准确表明收货人的姓名、

名称或者凭指示的收货人，货物的名称、性质、重量、数量，

收货地点等有关货物运输的必要情况。 

 因托运人申报不实或者遗漏重要情况，造成承运人损失的，

托运人应当承担赔偿责任。 

第八百二十六条 【托运人提交文件义务】 

货物运输需要办理审批、检验等手续的，托运人应当将办理

完有关手续的文件提交承运人。 

第八百二十七条 【托运人的包装义务】 

托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装方式没有约定

或者约定不明确的，适用本法第六百一十九条的规定。 

 托运人违反前款规定的，承运人可以拒绝运输。 

第八百二十八条 【托运人运送危险货物时的义务】 

托运人托运易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险

物品的，应当按照国家有关危险物品运输的规定对危险物品妥

善包装，做出危险物品标志和标签，并将有关危险物品的名称、

性质和防范措施的书面材料提交承运人。 

 托运人违反前款规定的，承运人可以拒绝运输，也可以采取

第 823 条 【旅客の死傷に対する損害賠償責任】 

運送人は、運送過程における旅客の死傷について賠償責任

を負わなければならない。ただし、死傷が旅客自身の健康上

の原因によりもたらされた場合、又は死傷が旅客の故意もし

くは重大な過失によりもたらされた旨を運送人が証明する場

合を除く。 

 前項の規定は、規定に従い切符を免除され、優待切符を所

持し、又は運送人の許可を得て搭乗する切符を持たない旅客

にも適用する。 

第 824 条 【荷物に対する賠償責任】 

運送過程において旅客の携行品が毀損又は滅失し、運送人

に過失がある場合、運送人は賠償責任を負わなければならな

い。 

 旅客の託送する荷物が毀損又は滅失した場合には、貨物運

送の関連規定を適用する。 

第三節 貨物運送契約 

第 825 条 【荷送人の告知義務】 

荷送人は、貨物運送の手続きを行うにあたり、運送人に対

し、荷受人の氏名もしくは名称又は指示に基づく荷受人、貨

物の名称、性質、重量及び数量、荷受場所等の貨物運送に関

わる必要な情況を正確に表明しなければならない。 

 荷送人の申告が事実の通りでないか、重要情況の遺漏によ

り運送人に損失をもたらした場合、荷送人は、賠償責任を負

わなければならない。 

第 826 条 【荷送人の書類提出義務】 

貨物運送について審査認可、検査等の手続きをする必要が

ある場合、荷送人は、関連の手続きを完了した書類を運送人

に提出しなければならない。 

第 827 条 【荷送人の包装義務】 

荷送人は、約定された方式に従い貨物を包装しなければな

らない。包装の方式を約定していないか、約定が明確でない

場合は、本法第 619 条の規定を適用する。 

 荷送人が前項の規定に違反した場合、運送人は、運送を拒

絶することができる。 

第 828 条 【荷送人が危険貨物を託送する場合の義務】 

荷送人は、可燃性、爆発性、毒性、腐食性、放射性を有す

る等の危険物品を託送する場合、危険物品の運送に関する国

の規定に従って危険物品を適切に包装し、危険物品であるこ

とを標識及びラベルによって表示した上で、危険物品の名称、

性質、防護措置に関する書面の資料を運送人に提出しなけれ

ばならない。 

 荷送人が前項の規定に違反した場合、運送人は運送を拒絶

することができるほか、損失の発生を回避するために相応の
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相应措施以避免损失的发生，因此产生的费用由托运人负担。

第八百二十九条 【托运人请求变更的权利】 

在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中

止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人，

但是应当赔偿承运人因此受到的损失。 

第八百三十条 【承运人的通知义务及收货人及时提货义务】

货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货

人，收货人应当及时提货。收货人逾期提货的，应当向承运人

支付保管费等费用。 

第八百三十一条 【收货人对货物的检验】 

收货人提货时应当按照约定的期限检验货物。对检验货物的

期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定

仍不能确定的，应当在合理期限内检验货物。收货人在约定的

期限或者合理期限内对货物的数量、毁损等未提出异议的，视

为承运人已经按照运输单证的记载交付的初步证据。 

第八百三十二条 【承运人的赔偿责任及免责事由】 

承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担赔偿责任。但是，

承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然

性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担

赔偿责任。 

第八百三十三条 【确定货损额的方法】 

货物的毁损、灭失的赔偿额，当事人有约定的，按照其约定；

没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不

能确定的，按照交付或者应当交付时货物到达地的市场价格计

算。法律、行政法规对赔偿额的计算方法和赔偿限额另有规定

的，依照其规定。 

第八百三十四条 【相继运输的责任承担】 

两个以上承运人以同一运输方式联运的，与托运人订立合同

的承运人应当对全程运输承担责任；损失发生在某一运输区段

的，与托运人订立合同的承运人和该区段的承运人承担连带责

措置を講じることもでき、これにより生じる費用は荷送人が

負担する。 

第 829 条 【荷送人の変更請求の権利】 

運送人が貨物を荷受人に引き渡す前に、荷送人は、運送人

に対し運送を中止し、貨物を返還し、到達地を変更し、又は

貨物をその他の荷受人に引き渡すよう請求することができ

る。ただし、これにより運送人が被った損失を賠償しなけれ

ばならない。 

第 830 条 【運送人の通知義務及び荷受人の速やかに貨物を

引き取る義務】 

貨物が運送され到達した後、運送人が荷受人を知っている

場合は遅滞なく通知しなければならず、荷受人は遅滞なく貨

物を引き取らなければならない。荷受人は、期限を過ぎて貨

物を引き取る場合、運送人に保管料等の費用を支払わなけれ

ばならない。 

第 831 条 【荷受人の貨物に対する検査】 

荷受人は、貨物を引き取る際に約定された期限通りに貨物

を検査しなければならない。貨物検査の期間について約定し

ていないか、約定が不明確であり、本法第 510 条の規定によ

ってもなお確定できない場合、合理的な期間内に貨物を検査

しなければならない。荷受人が約定された期間又は合理的な

期間内に貨物の数量、毀損等につき異議を提起しない場合、

運送人がすでに運送書類の記載通りに引き渡したことの初歩

証拠とみなす。 

第 832 条 【運送人の賠償責任及び免責事由】 

運送人は、運送過程における貨物の毀損、損失について賠

償責任を負う。ただし、運送人は、貨物の毀損、滅失が不可

抗力、貨物自体の本来の性質又は合理的な損耗及び荷送人又

は荷受人の過失によりもたらされたものであることを証明す

る場合は、賠償責任を負わない。 

第 833 条 【貨物損失額の確定方法】 

貨物の毀損又は滅失の賠償額について、当事者に約定があ

る場合は当該約定に従う。約定していないか、約定が不明確

であり、本法第 510 条の規定によってもなお確定できない場

合、引き渡した時又は引き渡すべきであった時の貨物到達地

の市場価格により計算する。法律、行政法規に賠償額の計算

方法及び賠償限度額について別段の規定がある場合は、その

規定に従う。 

第 834 条 【取次運送の責任負担】 

複数の運送人が同一の運送方式により共同運送する場合、

荷送人と契約を締結した運送人は、全行程の運送について責

任を負わなければならない。特定の運送区間において損失が

発生した場合、荷送人と契約を締結した運送人及び当該区間
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任。 

第八百三十五条 【货物的灭失与运费的处理】 

货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人

不得请求支付运费；已经收取运费的，托运人可以请求返还。

法律另有规定的，依照其规定。 

第八百三十六条 【运送无的留置】 

托运人或者收货人不支付运费、保管费或者其他费用的，承

运人对相应的运输货物享有留置权，但是当事人另有约定的除

外。 

第八百三十七条 【货物的提存】 

收货人不明或者收货人无正当理由拒绝受领货物的，承运人

依法可以提存货物。 

第四节 多式联运合同 

第八百三十八条 【多式联运经营人的权利义务】 

多式联运经营人负责履行或者组织履行多式联运合同，对全

程运输享有承运人的权利，承担承运人的义务。 

第八百三十九条 【多式联运的责任制度】 

多式联运经营人可以与参加多式联运的各区段承运人就多式

联运合同的各区段运输约定相互之间的责任；但是，该约定不

影响多式联运经营人对全程运输承担的义务。 

第八百四十条 【联运单据的转让】 

多式联运经营人收到托运人交付的货物时，应当签发多式联

运单据。按照托运人的要求，多式联运单据可以是可转让单据，

也可以是不可转让单据。 

第八百四十一条 【托运人的赔偿责任】 

因托运人托运货物时的过错造成多式联运经营人损失的，即

使托运人已经转让多式联运单据，托运人仍然应当承担赔偿责

任。 

第八百四十二条 【赔偿责任适用法律的规定】 

货物的毁损、灭失发生于多式联运的某一运输区段的，多式

联运经营人的赔偿责任和责任限额，适用调整该区段运输方式

的有关法律规定；货物毁损、灭失发生的运输区段不能确定的，

の運送人は、連帯責任を負う。 

第 835 条 【貨物の滅失と運賃の処理】 

貨物が運送過程において不可抗力により滅失し、運賃が未

収である場合、運送人は運賃の支払いを請求してはならない。

すでに運賃を受け取っている場合、荷送人は返還を請求する

ことができる。法律に別段の規定がある場合は、その規定に

従う。 

第 836 条 【運送物の留置】 

荷送人又は荷受人が運賃、保管料又はその他の費用を支払

わない場合、運送人は、相応の運送貨物について留置権を有

する。ただし、当事者に別段の約定がある場合は、その約定

に従う。 

第 837 条 【貨物の供託】 

荷受人が不明であるか、荷受人が正当な理由なく貨物の受

領を拒絶した場合、運送人は、法により貨物を供託すること

ができる。 

第四節 複合運送契約 

第 838 条 【複合運送経営者の権利義務】 

複合運送経営者は、複合運送契約を履行し、又は履行を組

織する責任を負い、全行程の運送について運送人の権利を享

有し、運送人の義務を負う。 

第 839 条 【複合運送の責任制度】 

複合運送経営者は、複合運送に参加する各区間の運送人と

複合運送契約の各区間の運送につき相互間の責任を約定する

ことができる。ただし、当該約定は、全行程の運送に対し複

合運送経営者が負う義務に影響を及ぼさない。 

第 840 条 【複合運送証券の譲渡】 

複合運送経営者は、荷送人の引き渡す貨物を受領する際、

複合運送証券を発行しなければならない。荷送人の要求によ

り、複合運送証券は譲渡可能な証券としても、譲渡不可能な

証券としてもよい。 

第 841 条 【荷送人の賠償責任】 

荷送人の貨物託送の際の過失により複合運送経営者に損失

をもたらした場合、すでに複合運送証書を譲渡していた場合

にも、荷送人はなお賠償責任を負わなければならない。 

第 842 条 【責任賠償において適用する法律の規定】 

貨物の毀損、滅失が複合運送の特定の運送区間において生

じた場合、複合運送経営者の賠償責任及び責任限度額につい

て、当該区間の運送方式を調整する関連法律規定を適用する。

貨物の毀損、滅失の生じた運送区間を確定できない場合、本
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依照本章规定承担赔偿责任。 

第二十章 技术合同 

第一节 一般规定 

第八百四十三条 【技术合同的定义】 

技术合同是当事人就技术开发、转让、许可、咨询或者服务

订立的确立相互之间权利和义务的合同。 

第八百四十四条 【订立技术合同的原则】 

订立技术合同，应当有利于知识产权的保护和科学技术的进

步，促进科学技术成果的研发、转化、应用和推广。 

第八百四十五条 【技术合同的主要条款】 

技术合同的内容一般包括项目的名称，标的的内容、范围和

要求，履行的计划、地点和方式，技术信息和资料的保密，技

术成果的归属和收益的分配办法，验收标准和方法，名词和术

语的解释等条款。 

 与履行合同有关的技术背景资料、可行性论证和技术评价报

告、项目任务书和计划书、技术标准、技术规范、原始设计和

工艺文件，以及其他技术文档，按照当事人的约定可以作为合

同的组成部分。 

 技术合同涉及专利的，应当注明发明创造的名称、专利申请

人和专利权人、申请日期、申请号、专利号以及专利权的有效

期限。 

第八百四十六条 【技术合同价款、报酬或使用费】 

技术合同价款、报酬或者使用费的支付方式由当事人约定，可

以采取一次总算、一次总付或者一次总算、分期支付，也可以

采取提成支付或者提成支付附加预付入门费的方式。 

 约定提成支付的，可以按照产品价格、实施专利和使用技术

秘密后新增的产值、利润或者产品销售额的一定比例提成，也

可以按照约定的其他方式计算。提成支付的比例可以采取固定

比例、逐年递增比例或者逐年递减比例。 

 约定提成支付的，当事人可以约定查阅有关会计账目的办法。

第八百四十七条 【职务技术成果的经济权属】 

职务技术成果的使用权、转让权属于法人或者非法人组织的，

法人或者非法人组织可以就该项职务技术成果订立技术合同。

章の規定に従い賠償責任を負う。 

第二十章 技術契約 

第一節 一般規定 

第 843 条 【技術契約の定義】 

技術契約は、当事者が技術の開発、譲渡、許諾、コンサル

ティング又はサービスについて締結する、相互間の権利と義

務を確立する契約である。 

第 844 条 【技術契約締結の原則】 

技術契約の締結は、知的財産権の保護及び科学技術の進歩

に有益であり、科学技術成果の研究開発、実用化、応用及び

普及を促進するものでなければならない。 

第 845 条 【技術契約の主な条項】 

一般に技術契約の内容には、プロジェクトの名称、目的物

の内容、範囲と要求、履行の計画、場所及び方式、技術情報

及び資料の秘密保持、技術成果の帰属及び収益の分配方法、

検収の基準と方法、名詞及び専門用語の解釈等の条項を含む。

 契約の履行に関する技術背景資料、フィージビリティ・ス

タディ及び技術評価報告、プロジェクト任務書及び計画書、

技術基準、技術規範、原設計及び工程文書ならびにその他の

技術文書は、当事者の約定により契約の構成部分とすること

ができる。 

 技術契約が特許に関わる場合、発明創造の名称、特許出願

者及び特許権者、出願日、出願番号、特許番号ならびに特許

権の有効期間を明記しなければならない。 

第 846 条 【技術契約の代金、報酬又はロイヤリティ】 

技術契約の代金、報酬又は使用料の支払方式は当事者が約

定するものとし、一括計算・一括支払い又は一括計算・分割

支払いを採用することができるほか、ランニングロイヤリテ

ィ又はランニングロイヤリティにイニシャルフィーの前払い

を付加した方式を採用することもできる。 

 ランニングロイヤリティを約定した場合、製品価格、特許

の実施及びノウハウの使用後新たに増加する製品価値、利益

又は製品売上額の一定比率により歩合を計算することができ

るほか、約定するその他の方式により計算することもできる。

ランニングロイヤリティの比率には、固定比率、逐年逓増比

率又は逐年逓減比率を採用することができる。 

 ランニングロイヤリティを約定した場合、当事者は、関連

の会計帳簿の閲覧方法について契約中に約定することができ

る。 

第 847 条 【職務技術成果の経済的権利帰属】 

職務技術成果の使用権、譲渡権が法人又は非法人組織に属

する場合、法人又は非法人組織は、当該職務技術成果につい
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法人或者非法人组织订立技术合同转让职务技术成果时，职务

技术成果的完成人享有以同等条件优先受让的权利。 

 职务技术成果是执行法人或者非法人组织的工作任务，或者

主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件所完成的技术

成果。 

第八百四十八条 【非职务技术成果的经济权属】 

非职务技术成果的使用权、转让权属于完成技术成果的个人，

完成技术成果的个人可以就该项非职务技术成果订立技术合

同。 

第八百四十九条 【技术成果的精神权属】 

完成技术成果的个人享有在有关技术成果文件上写明自己是

技术成果完成者的权利和取得荣誉证书、奖励的权利。 

第八百五十条 【技术合同的无效】 

非法垄断技术或者侵害他人技术成果的技术合同无效。 

第二节 技术开发合同 

第八百五十一条 【技术开发合同的定义及形式】 

技术开发合同是当事人之间就新技术、新产品、新工艺、新

品种或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。 

 技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同。 

 技术开发合同应当采用书面形式。 

 当事人之间就具有实用价值的科技成果实施转化订立的合

同，参照适用技术开发合同的有关规定。 

第八百五十二条 【委托人的义务】 

委托开发合同的委托人应当按照约定支付研究开发经费和报

酬，提供技术资料，提出研究开发要求，完成协作事项，接受

研究开发成果。 

第八百五十三条 【受托人的义务】 

委托开发合同的研究开发人应当按照约定制定和实施研究开

发计划，合理使用研究开发经费，按期完成研究开发工作，交

付研究开发成果，提供有关的技术资料和必要的技术指导，帮

助委托人掌握研究开发成果。 

第八百五十四条 【委托人的违约责任】 

て技術契約を締結することができる。法人又は非法人組織が

技術契約を締結して職務技術成果を譲渡する場合、職務技術

成果の完成者は、同等の条件により優先的に譲り受ける権利

を有する。 

 職務技術成果とは、法人もしくは非法人組織の業務上の任

務を遂行するか、主として法人もしくは非法人組織の物質的

技術条件を利用することにより完成した技術成果をいう。 

第 848 条 【非職務技術成果の経済的権利帰属】 

非職務技術成果の使用権、譲渡権は、技術成果を完成させ

た個人に属し、技術成果を完成させた個人は、当該非職務技

術成果について技術契約を締結することができる。 

第 849 条 【技術成果の精神的権利帰属】 

技術成果を完成させた個人は、技術成果に関する文書上に

自己が技術成果の完成者であることを明記する権利及び栄誉

証書、奨励を取得する権利を有する。 

第 850 条 【技術契約の無効】 

不法に技術を独占したり、他人の技術成果を侵害する技術

契約は、無効とする。 

第二節 技術開発契約 

第 851 条 【技術開発契約の定義及び形式】 

技術開発契約は、当事者間において新技術、新製品、新工

程、新品種又は新材料及びそのシステムの研究開発について

締結する契約である。 

 技術開発契約には、開発委託契約及び共同開発契約を含む。

 技術開発契約については、書面による形式を採用しなけれ

ばならない。 

 当事者間において実用価値を有する科学技術成果の実用化

実施について締結する契約については、技術開発契約の関連

規定を参照して適用する。 

第 852 条 【委託者の義務】 

開発委託契約の委託者は、約定の通りに研究開発経費及び

報酬を支払い、技術資料を提供し、研究開発要求を提示し、

協力事項を完成させ、研究開発成果を受領しなければならな

い。 

第 853 条 【受託者の義務】 

開発委託契約の研究開発者は、約定の通りに研究開発計画

を策定及び実施し、研究開発経費を合理的に使用し、期日通

りに研究開発業務を完成させ、研究開発成果を引き渡し、関

係する技術資料及び必要な技術指導を提供し、委託者が研究

開発成果を把握できるよう協力しなければならない。 

第 854 条 【委託者の違約責任】 
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委托开发合同的当事人违反约定造成研究开发工作停滞、延

误或者失败的，应当承担违约责任。 

第八百五十五条 【合作开发各方的主要义务】 

合作开发合同的当事人应当按照约定进行投资，包括以技术

进行投资，分工参与研究开发工作，协作配合研究开发工作。

第八百五十六条 【合作开发各方的违约责任】 

合作开发合同的当事人违反约定造成研究开发工作停滞、延

误或者失败的，应当承担违约责任。 

第八百五十七条 【技术开发合同的解除】 

作为技术开发合同标的的技术已经由他人公开，致使技术开

发合同的履行没有意义的，当事人可以解除合同。 

第八百五十八条 【风险负担及通知义务】 

技术开发合同履行过程中，因出现无法克服的技术困难，致

使研究开发失败或者部分失败的，该风险由当事人约定；没有

约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确

定的，风险由当事人合理分担。 

 当事人一方发现前款规定的可能致使研究开发失败或者部分

失败的情形时，应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失；

没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应当就扩大

的损失承担责任。 

第八百五十九条 【技术成果的归属】 

委托开发完成的发明创造，除法律另有规定或者当事人另有

约定外，申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专

利权的，委托人可以依法实施该专利。 

 研究开发人转让专利申请权的，委托人享有以同等条件优先

受让的权利。 

第八百六十条 【合作开发技术成果的归属】 

合作开发完成的发明创造，申请专利的权利属于合作开发的

当事人共有；当事人一方转让其共有的专利申请权的，其他各

方享有以同等条件优先受让的权利。但是，当事人另有约定的

除外。 

 合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，除

開発委託契約の当事者は、約定に違反して研究開発の停滞、

遅延又は失敗をもたらした場合、違約責任を負わなければな

らない。 

第 855 条 【共同開発各者の主な義務】 

共同開発契約の当事者は、約定に従い、投資（技術による

投資を含む）を行い、業務を分担して研究開発に参加し、協

同・協力して研究開発に取り組まなければならない。 

第 856 条 【共同開発各者の違約責任】 

共同開発契約の当事者は、約定に違反して研究開発の停滞、

遅延又は失敗をもたらした場合、違約責任を負わなければな

らない。 

第 857 条 【技術開発契約の解除】 

技術開発契約の目的である技術が、すでに他人により公開

されたことにより技術開発契約の履行に意義がなくなった場

合、当事者は契約を解除することができる。 

第 858 条 【リスク負担及び通知義務】 

技術開発契約の履行過程において、克服不能な技術上の困

難が生じたことにより、研究開発の失敗もしくは一部失敗が

もたらされるというリスクについては、当事者間で約定する。

約定していないか、約定が不明確であり、本法第 510 条の規

定によってもなお確定できない場合、リスクは当事者が合理

的に分担する。 

 当事者の一方は、前項に規定する研究開発の失敗もしくは

一部失敗がもたらされうる事由を発見した場合、遅滞なく他

の一方に通知し、かつ、適当な措置を取り損失を減少させな

ければならない。遅滞なく通知せず、適当な措置も取らなか

ったことにより損失の拡大をもたらした場合は、拡大した損

失について責任を負わなければならない。 

第 859 条 【技術成果の帰属】 

開発委託により完成した発明創造につき、法律に別段の規

定があるか、当事者に別段の約定がある場合を除き、特許を

出願する権利は研究開発者に属する。研究開発者が特許権を

取得した場合、委託者は法により当該特許を実施することが

できる。 

 研究開発者が特許出願権を譲渡する場合、委託者は、同等

の条件により優先的に譲り受ける権利を享有する。 

第 860 条 【共同開発による技術成果の帰属】 

共同開発により完成した発明創造について、特許を出願す

る権利は、共同開発の当事者の共有に属する。当事者の一方

がその共有する特許出願権を譲渡する場合、その他の各当事

者は、同等の条件で優先的に譲り受ける権利を享有する。た

だし、当事者に別段の約定がある場合を除く。 

 共同開発の当事者の一方がその共有する特許出願権を放棄
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当事人另有约定外，可以由另一方单独申请或者由其他各方共

同申请。申请人取得专利权的，放弃专利申请权的一方可以免

费实施该专利。 

 合作开发的当事人一方不同意申请专利的，另一方或者其他

各方不得申请专利。 

第八百六十一条 【技术秘密成果的归属与分配】 

委托开发或者合作开发完成的技术秘密成果的使用权、转让

权以及收益的分配办法，由当事人约定；没有约定或者约定不

明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，在没有相

同技术方案被授予专利权前，当事人均有使用和转让的权利。

但是，委托开发的研究开发人不得在向委托人交付研究开发成

果之前，将研究开发成果转让给第三 

第三节 技术转让合同和技术许可合同 

第八百六十二条 【技术转让合同和技术许可合同的定义】 

技术转让合同是合法拥有技术的权利人，将现有特定的专利、

专利申请、技术秘密的相关权利让与他人所订立的合同。 

 技术许可合同是合法拥有技术的权利人，将现有特定的专利、

技术秘密的相关权利许可他人实施、使用所订立的合同。 

 技术转让合同和技术许可合同中关于提供实施技术的专用设

备、原材料或者提供有关的技术咨询、技术服务的约定，属于

合同的组成部分。 

第八百六十三条 【技术转让合同和技术许可合同的内容与形

式】 

技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密

转让等合同。 

  技术许可合同包括专利实施许可、技术秘密使用许可等合

同。 

  技术转让合同和技术许可合同应当采用书面形式。 

第八百六十四条 【技术转让合同的约定内容】 

技术转让合同和技术许可合同可以约定实施专利或者使用技

术秘密的范围，但是不得限制技术竞争和技术发展。 

第八百六十五条 【专利实施许可合同效力的限制】 

专利实施许可合同仅在该专利权的存续期限内有效。专利权

有效期限届满或者专利权被宣告无效的，专利权人不得就该专

利与他人订立专利实施许可合同。 

する旨を声明した場合、当事者に別段の約定がある場合を除

き、他の一方が単独で出願するか、その他の各当事者が共同

で出願することができる。出願者が特許権を取得した場合、

特許出願権を放棄した一方は、無償で当該特許を実施するこ

とができる。 

 共同開発の当事者の一方が特許出願に同意しない場合、他

の一方又はその他の各当事者は、特許を出願してはならない。

第 861 条 【ノウハウの成果の帰属と分配】 

開発委託又は共同開発により完成したノウハウの成果の使

用権、譲渡権及び利益の分配方法については当事者が約定す

る。約定していないか、約定が不明確であり、本法第 510 条

の規定によってもなお確定できない場合、同一の技術案に特

許権が付与されるまで、当事者はいずれも使用、譲渡する権

利を有する。ただし、委託開発の研究開発者は、委託者に研

究開発成果を引き渡すまでは、研究開発成果を第三者に譲渡

してはならない。 

第三節 技術譲渡契約及び技術許諾契約 

第 862 条 【技術譲渡契約と技術許諾契約の定義】 

技術譲渡契約は、技術を適法に保有する権利者が、既存の

特定の特許、特許出願及びノウハウの関連する権利を他人に

譲渡するにあたり締結する契約である。 

 技術許諾契約は、技術を適法に保有する権利者が、既存の

特定の特許又はノウハウの関連する権利につき、他人に実施

又は使用を許諾するにあたり締結する契約である。 

 技術譲渡契約及び技術許諾契約における、技術の実施にか

かる専用設備もしくは原材料を提供するか、関連する技術コ

ンサルティングもしくは技術サービスを提供することに関す

る約定は、契約の構成部分となる。 

第 863 条 【技術譲渡契約及び技術許諾契約の内容と形式】

技術譲渡契約には、特許権譲渡、特許出願権譲渡、ノウハ

ウ譲渡等の契約を含む。 

技術許諾契約には、特許権許諾、ノウハウ使用許諾等の契

約を含む。 

技術譲渡契約及び技術許諾契約には書面形式を採用しなけ

ればならない。 

第 864 条 【技術譲渡契約の約定内容】 

技術譲渡契約及び技術許諾契約は、特許を実施し、又はノ

ウハウを使用する範囲を約定することができる。ただし、技

術競争や技術の発展を制限してはならない。 

第 865 条 【特許実施許諾契約の効力の制限】 

特許実施許諾契約は、当該特許権の存続期間内においての

み有効とする。特許権の有効期間が満了したか、特許権の無

効を宣告された場合、特許権者は、当該特許について他人と
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第八百六十六条 【专利实施许可合同让与人的义务】 

专利实施许可合同的许可人应当按照约定许可被许可人实施

专利，交付实施专利有关的技术资料，提供必要的技术指导。

第八百六十七条 【专利实施许可合同受让人的义务】 

专利实施许可合同的被许可人应当按照约定实施专利，不得

许可约定以外的第三人实施该专利，并按照约定支付使用费。

第八百六十八条 【技术秘密让与人和许可人的义务】 

技术秘密转让合同的让与人和技术秘密使用许可合同的许可

人应当按照约定提供技术资料，进行技术指导，保证技术的实

用性、可靠性，承担保密义务。 

 前款规定的保密义务，不限制许可人申请专利，但是当事人

另有约定的除外。 

第八百六十九条 【技术秘密受让人和被许可人的义务】 

技术秘密转让合同的受让人和技术秘密使用许可合同的被许

可人应当按照约定使用技术，支付转让费、使用费，承担保密

义务。 

第八百七十条 【技术转让合同让与人的保证义务】 

技术转让合同的让与人和技术许可合同的许可人应当保证自

己是所提供的技术的合法拥有者，并保证所提供的技术完整、

无误、有效，能够达到约定的目标。 

第八百七十一条 【技术转让合同受让人和被许可人的义务】

技术转让合同的受让人和技术许可合同的被许可人应当按照

约定的范围和期限，对让与人、许可人提供的技术中尚未公开

的秘密部分，承担保密义务。 

第八百七十二条 【技术许可人和让与人的违约责任】 

许可人未按照约定许可技术的，应当返还部分或者全部使用

费，并应当承担违约责任；实施专利或者使用技术秘密超越约

定的范围的，违反约定擅自许可第三人实施该项专利或者使用

该项技术秘密的，应当停止违约行为，承担违约责任；违反约

定的保密义务的，应当承担违约责任。 

 让与人承担违约责任，参照适用前款规定。 

特許実施許諾契約を締結してはならない。 

第 866 条 【特許実施許諾契約の許諾者の義務】 

特許実施許諾契約の許諾者は、約定の通り被許諾者に特許

の実施を許諾し、特許実施に関する技術資料を提供し、必要

な技術指導を提供しなければならない。 

第 867 条 【特許実施許可契約の被許諾者の義務】 

特許実施許諾契約の被許諾者は、約定の通り特許を実施し

なければならず、約定外の第三者に当該特許の実施を許諾し

てはならず、かつ、約定通りに使用料を支払わなければなら

ない。 

第 868 条 【ノウハウの譲渡人及び許諾者の義務】 

ノウハウ譲渡契約の譲渡人及びノウハウ使用許諾契約の許

諾者は、約定通りに技術資料を提供し、技術指導を行い、技

術の実用性及び信頼性を保証し、秘密保持義務を負わなけれ

ばならない。 

 前項に規定する秘密保持義務は、許諾者による特許の出願

を制限しない。ただし、当事者に別段の約定がある場合を除

く。 

第 869 条 【ノウハウ譲受人及び被許諾者の義務】 

ノウハウ譲渡契約の譲受人及びノウハウ使用許諾契約の被

許諾者は、約定通りに技術を使用し、譲渡料又は使用料を支

払い、秘密保持義務を負わなければならない。 

第 870 条 【技術譲渡契約の譲渡人の保証義務】 

技術譲渡契約の譲渡人及び技術許諾契約の許諾者は、自己

が提供する技術の適法な保有者であることを保証し、かつ、

提供する技術が完全で、誤りがなく、有効で、約定された目

標に到達できることを保証しなければならない。 

第 871 条 【技術譲渡契約の譲受人と被許諾者の義務】 

技術譲渡契約の譲受人及び技術許諾契約の被許諾者は、約

定された範囲及び期限の通り、譲渡人又は許諾者の提供する

技術中の公開されていない秘密の部分について、秘密保持義

務を負わなければならない。 

第 872 条 【技術許諾者と譲渡人の違約責任】 

許諾者は、約定通りに技術を許諾しない場合、使用料の一

部又は全部を返還しなければならず、かつ、違約責任を負わ

なければならない。特許の実施又はノウハウの使用が約定さ

れた範囲を超えた場合、及び約定に違反して当該特許の実施

又は当該ノウハウの使用を無断で第三者に許諾した場合、違

約行為を停止し違約責任を負わなければならない。約定され

た秘密保持義務に違反した場合、違約責任を負わなければな

らない。 

 譲渡人が違約責任を負うにあたっては、前項の規定を参照
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第八百七十三条 【技术被许可人和受让人的违约责任】 

被许可人未按照约定支付使用费的，应当补交使用费并按照

约定支付违约金；不补交使用费或者支付违约金的，应当停止

实施专利或者使用技术秘密，交还技术资料，承担违约责任；

实施专利或者使用技术秘密超越约定的范围的，未经许可人同

意擅自许可第三人实施该专利或者使用该技术秘密的，应当停

止违约行为，承担违约责任；违反约定的保密义务的，应当承

担违约责任。 

 受让人承担违约责任，参照适用前款规定。 

第八百七十四条 【让与人或者许可人实施专利的侵权责任】

受让人或者被许可人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害

他人合法权益的，由让与人或者许可人承担责任，但是当事人

另有约定的除外。 

第八百七十五条 【后续改进技术成果的归属与分享】 

当事人可以按照互利的原则，在合同中约定实施专利、使用

技术秘密后续改进的技术成果的分享办法；没有约定或者约定

不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，一方后

续改进的技术成果，其他各方无权分享。 

第八百七十六条 【其他及时产权转让和许可的参照适用】 

集成电路布图设计专有权、植物新品种权、计算机软件著作

权等其他知识产权的转让和许可，参照适用本节的有关规定。

第八百七十七条 【技术出口合同或专利、专利申请合同的法

律适用】 

法律、行政法规对技术进出口合同或者专利、专利申请合同

另有规定的，依照其规定。 

第四节 技术咨询合同和技术服务合同 

第八百七十八条 【技术咨询合同、技术服务合同的定义】 

技术咨询合同是当事人一方以技术知识为对方就特定技术项

目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告

等所订立的合同。 

して適用する。 

第 873 条 【技術被許諾者と譲受人の違約責任】 

被許諾者は、約定通りに使用料を支払わない場合、使用料

を補填して支払った上、約定通り違約金を支払わなければな

らない。使用料を補填しない場合、特許の実施又はノウハウ

の使用を停止し、技術資料を返却し、違約責任を負わなけれ

ばならない。特許の実施又はノウハウの使用が約定した範囲

を超えた場合、又は許諾者の同意を得ずに、当該特許の実施

もしくは当該ノウハウの使用を無断で第三者に許諾した場

合、違約行為を停止して違約責任を負わなければならず、約

定した秘密保持義務に違反した場合は、違約責任を負わなけ

ればならない。 

譲受人が違約責任を負うにあたっては、前項の規定を参照

して適用する。 

第 874 条 【譲渡人又は許諾者の特許実施における権利侵害

責任】 

譲受人又は被許諾者が約定通りに特許を実施するか、ノウ

ハウを使用して他人の適法な権益を侵害した場合、譲渡人又

は許諾者が責任を負う。ただし、当事者に別段の約定がある

場合を除く。 

第 875 条 【後続改良した技術成果の帰属と共有】 

当事者は、互恵の原則に則り、実施する特許又は使用する

ノウハウを後続改良した場合の技術成果の共有方法について

契約中に約定することができる。約定していないか、約定が

不明確であり、本法第 510 条の規定によってもなお確定でき

ない場合、一方が後続改良した技術成果については、その他

の各当事者は、共有する権利を有しない。 

第 876 条 【その他の知的財産権の譲渡と許諾への参照適用】

集積回路配置設計占有権、植物新品種権、コンピュータソ

フトウェア著作権等のその他の知的財産権の譲渡及び許諾に

ついては、本節の関連規定を参照し適用する。 

第 877 条 【技術輸出契約又は特許、特許出願契約への法律

適用】 

法律又は行政法規に技術輸出入契約又は特許もしくは特許

出願契約について別段の規定がある場合はその規定に従う。

第四節 技術コンサルティング契約及び技術サービス契約 

第 878 条 【技術コンサルティング契約、技術サービス契約

の定義】 

技術コンサルティング契約は、当事者の一方が技術知識に

より相手方に特定の技術プロジェクトについてのフィージビ

リティ・スタディ、技術予測、専門技術調査、分析評価報告

等を提供するにあたり締結する契約である。 
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 技术服务合同是当事人一方以技术知识为对方解决特定技术

问题所订立的合同，不包括承揽合同和建设工程合同。 

第八百七十九条 【技术咨询合同委托人的义务】 

技术咨询合同的委托人应当按照约定阐明咨询的问题，提供

技术背景材料及有关技术资料，接受受托人的工作成果，支付

报酬。 

第八百八十条 【技术咨询合同受托人的义务】 

技术咨询合同的受托人应当按照约定的期限完成咨询报告或

者解答问题，提出的咨询报告应当达到约定的要求。 

第八百八十一条 【技术咨询合同当事人的违约责任】 

技术咨询合同的委托人未按照约定提供必要的资料，影响工

作进度和质量，不接受或者逾期接受工作成果的，支付的报酬

不得追回，未支付的报酬应当支付。 

 技术咨询合同的受托人未按期提出咨询报告或者提出的咨询

报告不符合约定的，应当承担减收或者免收报酬等违约责任。

 技术咨询合同的委托人按照受托人符合约定要求的咨询报告

和意见作出决策所造成的损失，由委托人承担，但是当事人另

有约定的除外。 

第八百八十二条 【技术服务合同的委托人义务】 

技术服务合同的委托人应当按照约定提供工作条件，完成配

合事项，接受工作成果并支付报酬。 

第八百八十三条 【技术服务合同的受托人义务】 

技术服务合同的受托人应当按照约定完成服务项目，解决技

术问题，保证工作质量，并传授解决技术问题的知识。 

第八百八十四条 【委托人与受托人的权利义务】 

技术服务合同的委托人不履行合同义务或者履行合同义务不

符合约定，影响工作进度和质量，不接受或者逾期接受工作成

果的，支付的报酬不得追回，未支付的报酬应当支付。 

 技术服务合同的受托人未按照约定完成服务工作的，应当承

 技術サービス契約は、当事者の一方が技術知識により、相

手方のために特定の技術問題を解決するにあたり締結する契

約であり、請負契約及び建設工事契約を含まない。 

第 879 条 【技術コンサルティング契約委託者の義務】 

技術コンサルティング契約の委託者は、約定していないか、

約定の通りコンサルティングにかかる問題について明確に説

明し、技術背景資料及び関連の技術資料を提供し、受託者に

よる業務成果を受け取り、報酬を支払わなければならない。

第 880 条 【技術コンサルティング契約受託者の義務】 

技術コンサルティング契約の受託者は、約定された期限通

りにコンサルティング報告を完成させ、又は問題に解答しな

ければならない。提出するコンサルティング報告は、約定さ

れた要求を満たすものでなければならない。 

第 881 条 【技術コンサルティング契約当事者の違約責任】

技術コンサルティング契約の委託者が約定通りに必要な資

料を提供せず、業務の進度及び品質に影響を及ぼし、業務成

果を受け取らないか期限を過ぎて受け取った場合、支払った

報酬を取り戻してはならず、未払いの報酬は支払わなければ

ならない。 

 技術コンサルティング契約の受託者が期日通りにコンサル

ティング報告を提出しないか、提出したコンサルティング報

告が約定に適合しない場合には、報酬の減額収受又は免除等

の違約責任を負わなければならない。 

 技術コンサルティング契約の委託者が約定された要求に適

合する受託者のコンサルティング報告及び意見に従い意思決

定してもたらされた損失は、委託者が負担する。ただし、当

事者に別段の約定がある場合を除く。 

第 882 条 【技術サービス契約の委託者の義務】 

技術サービス契約の委託者は、約定通りに業務条件を提供

し、協力事項を遂行し、作業成果を受け取り、かつ報酬を支

払わなければならない。 

第 883 条 【技術サービス契約の受託者の義務】 

技術サービス契約の受託者は、約定通りにサービス項目を

完成し、技術問題を解決し、業務の品質を保証し、技術問題

を解決するための知識を伝授しなければならない。 

第 884 条 【委託者と受託者の権利義務】 

技術サービス契約の委託者が契約上の義務を履行しないか

契約上の義務の履行が約定に適合せず、業務の進度及び品質

に影響を及ぼし、業務成果を受け取ないか期限を過ぎて受け

取った場合、支払った報酬を取り戻してはならず、未払いの

報酬は支払わなければならない。 

 技術サービス契約の受託者が約定通りにサービス業務を完

了しない場合、報酬免除等の違約責任を負わなければならな
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担免收报酬等违约责任。 

第八百八十五条 【技术成果的归属】 

技术咨询合同、技术服务合同履行过程中，受托人利用委托

人提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于受托

人。委托人利用受托人的工作成果完成的新的技术成果，属于

委托人。当事人另有约定的，按照其约定。 

第八百八十六条 【未约定费用负担的处理规则】 

技术咨询合同和技术服务合同对受托人正常开展工作所需费

用的负担没有约定或者约定不明确的，由受托人负担。 

第八百八十七条 【技术中介合同和技术培训合同法律适用】

法律、行政法规对技术中介合同、技术培训合同另有规定的，

依照其规定。 

第二十一章 保管合同 

第八百八十八条 【保管合同的定义】 

保管合同是保管人保管寄存人交付的保管物，并返还该物的

合同。 

 寄存人到保管人处从事购物、就餐、住宿等活动，将物品存

放在指定场所的，视为保管，但是当事人另有约定或者另有交

易习惯的除外。 

第八百八十九条 【寄存人的义务】 

寄存人应当按照约定向保管人支付保管费。 

 当事人对保管费没有约定或者约定不明确，依据本法第五百

一十条的规定仍不能确定的，视为无偿保管。 

第八百九十条 【保管合同的成立】 

保管合同自保管物交付时成立，但是当事人另有约定的除外。

第八百九十一条 【保管人给付保管凭证的义务】 

寄存人向保管人交付保管物的，保管人应当出具保管凭证，

但是另有交易习惯的除外。 

第八百九十二条 【保管人对保管物的妥善保管义务】 

保管人应当妥善保管保管物。 

 当事人可以约定保管场所或者方法。除紧急情况或者为维护

い。 

第 885 条 【技術成果の帰属】 

技術コンサルティング契約又は技術サービス契約の履行過

程において、受託者が委託者の提供した技術資料及び業務条

件を利用して完成させた新たな技術成果は、受託者に属する。

委託者が受託者の業務成果を利用して完成させた新たな技術

成果は、委託者に属する。当事者に別段の約定がある場合は、

当該約定に従う。 

第 886 条 【約定のない費用負担の処理規則】 

技術コンサルティング契約及び技術サービス契約におい

て、受託者が業務を正常に行うために必要な費用について約

定していないか、約定が明確でない場合は、受託者が負担す

る。 

第 887 条 【技術仲介契約、技術訓練契約の法律適用】 

技術仲介契約又は技術訓練契約について、法律、行政法規

に別段の規定がある場合は、その規定に従う。 

第二十一章 寄託契約 

第 888 条 【寄託契約の定義】 

寄託契約は、受寄者が寄託者の引き渡す寄託物を保管し、

また当該物を返還する契約である。 

 寄託者が受寄者において買物、食事、宿泊等の活動をし、

物品を指定場所に預け入れるものを保管とみなす。ただし、

当事者に別段の約定があるか、別段の商慣習がある場合を除

く。 

第 889 条 【寄託者の義務】 

寄託者は、約定通りに受寄者に対し寄託料を支払わなけれ

ばならない。 

 当事者が寄託料について約定していないか、約定が不明確

であり、本法第 510 条の規定によってもなお確定できない場

合は、無償で保管するものとみなす。 

第 890 条 【寄託契約の成立】 

寄託契約は、寄託物の引渡し時に成立する。ただし、当事

者に別段の約定がある場合を除く。 

第 891 条 【受寄者の保管証憑を交付する義務】 

寄託者が受寄者に寄託物を引き渡す際、受寄者は保管証憑

を発行しなければならない。ただし、別段の商慣習がある場

合を除く。 

第 892 条 【受寄者の寄託物を適切に保管する義務】 

受寄者は、寄託物を適切に保管しなければならない。 

 当事者は、保管の場所又は方法を約定することができる。
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寄存人利益外，不得擅自改变保管场所或者方法。 

第八百九十三条 【寄存人如实告知义务】 

寄存人交付的保管物有瑕疵或者根据保管物的性质需要采取

特殊保管措施的，寄存人应当将有关情况告知保管人。寄存人

未告知，致使保管物受损失的，保管人不承担赔偿责任；保管

人因此受损失的，除保管人知道或者应当知道且未采取补救措

施外，寄存人应当承担赔偿责任。 

第八百九十四条 【保管人亲自保管义务及赔偿责任】 

保管人不得将保管物转交第三人保管，但是当事人另有约定

的除外。 

 保管人违反前款规定，将保管物转交第三人保管，造成保管

物损失的，应当承担赔偿责任。 

第八百九十五条 【保管人不得使用保管物义务】 

保管人不得使用或者许可第三人使用保管物，但是当事人另

有约定的除外。 

第八百九十六条 【第三人主张权利时保管人对寄存人的返还

义务和通知义务】 

第三人对保管物主张权利的，除依法对保管物采取保全或者

执行措施外，保管人应当履行向寄存人返还保管物的义务。 

 第三人对保管人提起诉讼或者对保管物申请扣押的，保管人

应当及时通知寄存人。 

第八百九十七条 【保管物毁损灭失责任】 

保管期内，因保管人保管不善造成保管物毁损、灭失的，保

管人应当承担赔偿责任。但是，无偿保管人证明自己没有故意

或者重大过失的，不承担赔偿责任。 

第八百九十八条 【寄存货币、有价证券或者其他贵重物品的

声明义务】 

寄存人寄存货币、有价证券或者其他贵重物品的，应当向保

管人声明，由保管人验收或者封存；寄存人未声明的，该物品

毁损、灭失后，保管人可以按照一般物品予以赔偿。 

緊急の状況又は寄託者の利益を維持・保護するための場合を

除き、保管の場所又は方法を無断で変更してはならない。 

第 893 条 【寄託者の事実通りに告知する義務】 

寄託者が引き渡す寄託物に瑕疵があるか、寄託物の性質に

基づき特殊な保管措置を取る必要のある場合、寄託者は関連

の状況を受寄者に告知しなければならない。寄託者が告知し

なかったことにより寄託物が損失を被った場合、受寄者は賠

償責任を負わない。受寄者がこれにより損失を被った場合、

受寄者が知っているか知り得るべきでありながら救済措置を

講じなかった場合を除き、寄託者は賠償責任を負わなければ

ならない。 

第 894 条 【受寄者の自ら保管する義務及び賠償責任】 

受寄者は、寄託物を第三者に引き渡して保管させてはなら

ない。ただし、当事者に別段の約定がある場合を除く。 

 受寄者は、前項の規定に違反して寄託物を第三者に引き渡

して保管させ、寄託物に損失をもたらした場合、賠償責任を

負わなければならない。 

第 895 条 【受寄者の寄託物を使用してはならない義務】 

受寄者は、寄託物を使用したり、第三者にその使用を許可

してはならない。ただし、当事者に別段の約定がある場合を

除く。 

第 896 条 【第三者が権利を主張した場合に受寄者より寄託

者に返還する義務と通知義務】 

第三者が寄託物に対して権利を主張した場合、法により寄

託物について保全又は執行の措置が取られた場合を除き、受

寄者は、寄託物を受寄者に返還する義務を履行しなければな

らない。 

 第三者が受寄者を相手取り訴訟を提起するか、寄託物の差

押えを申し立てた場合、受寄者は、遅滞なく寄託者に通知し

なければならない。 

第 897 条 【寄託物の毀損、滅失責任】 

保管期間において、受寄者の保管不良により寄託物の毀損

又は滅失がもたらされた場合、受寄者は賠償責任を負わなけ

ればならない。ただし、無償で保管する者は、自己に故意又

は重大な過失のないことを証明した場合、賠償責任を負わな

い。 

第 898 条 【貨幣、有価証券又はその他の貴重物品を寄託す

る場合の言明義務】 

寄託者は、貨幣、有価証券その他の貴重物品を寄託する場

合、受寄者に対して言明しなければならず、受寄者はこれを

検収又は封印して保管する。寄託者が言明しておらず、当該

物品が毀損又は滅失した場合、受寄者は一般物品として賠償



大
  
地
  
仮
  
訳

 大地法律事務所仮訳 

 

 139

 

第八百九十九条 【保管物的领取时间】 

寄存人可以随时领取保管物。 

 当事人对保管期限没有约定或者约定不明确的，保管人可以

随时请求寄存人领取保管物；约定保管期限的，保管人无特别

事由，不得请求寄存人提前领取保管物。 

第九百条 【保管人归还原物及孳息的义务】 

保管期限届满或者寄存人提前领取保管物的，保管人应当将

原物及其孳息归还寄存人。 

第九百零一条 【保管可替代物的返还】 

保管人保管货币的，可以返还相同种类、数量的货币；保管

其他可替代物的，可以按照约定返还相同种类、品质、数量的

物品。 

第九百零二条 【保管费的支付】 

有偿的保管合同，寄存人应当按照约定的期限向保管人支付

保管费。 

 当事人对支付期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五

百一十条的规定仍不能确定的，应当在领取保管物的同时支付。

第九百零三条 【保管人的留置权】 

寄存人未按照约定支付保管费或者其他费用的，保管人对保

管物享有留置权，但是当事人另有约定的除外。 

第二十二章 仓储合同 

第九百零四条 【仓储合同的定义】 

仓储合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓

储费的合同。 

第九百零五条 【仓储合同的成立时间】 

仓储合同自保管人和存货人意思表示一致时成立。 

第九百零六条 【危险物品和易变质物品的储存】 

储存易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品或

者易变质物品的，存货人应当说明该物品的性质，提供有关资

料。 

 存货人违反前款规定的，保管人可以拒收仓储物，也可以采

すればよい。 

第 899 条 【寄託物の引取時間】 

寄託者は、随時寄託物を引き取ることができる。 

 当事者が保管期間について約定していないか、約定が明確

でない場合、受寄者は、寄託者に対して寄託物の引取りを随

時請求することができる。保管期間を約定している場合、受

寄者に特段の事由がないときは、寄託者に対し寄託物の期限

前の引き取りを請求してはならない。 

第 900 条 【受寄者の原物及び果実の返還義務】 

保管期間が満了したか、寄託者が寄託物を期限前に受け取

る場合、受寄者は、現物及びその果実を寄託者に返還しなけ

ればならない。 

第 901 条 【代替可能物を保管した場合の返還】 

受寄者は、貨幣を保管する場合、同一の種類及び数量の貨

幣を返還することができる。その他の代替物を保管する場合、

約定により同一の種類、品質、数量の物品を返還することが

できる。  

第 902 条 【寄託料の支払い】 

有償の寄託契約について、寄託者は、約定された期間の通

り受寄者に寄託料を支払わなければならない。 

 当事者が支払期間について約定していないか、約定が不明

確であり、本法第 510 条の規定によってもなお確定できない

場合、寄託物の引取りと同時に支払わなければならない。 

第 903 条 【受寄者の留置権】 

寄託者が約定通りに寄託料又はその他の費用を支払わない

場合、受寄者は寄託物について留置権を享有する。ただし、

当事者に別段の約定がある場合を除く。 

第二十二章 倉庫保管契約 

第 904 条 【倉庫保管契約の定義】 

倉庫保管契約は、保管者が寄託者の引き渡す倉庫保管物を

保管し、寄託者が倉庫保管料を支払う契約である。 

第 905 条 【倉庫保管契約の成立時間】 

倉庫保管契約は、保管者及び寄託者の意思表示が一致した

時より効力を生じる。 

第 906 条 【危険物品及び変質しやすい物品の保管】 

可燃性、爆発性、毒性、腐食性、放射性を有する等の危険

物品又は変質しやすい物品を保管する場合、寄託者は、当該

物品の性質を説明し、関連資料を提供しなければならない。

 寄託者が前項の規定に違反した場合、保管者は、倉庫保管

物の受入れを拒絶することができるほか、損失の発生を回避
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取相应措施以避免损失的发生，因此产生的费用由存货人负担。

 保管人储存易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险

物品的，应当具备相应的保管条件。 

第九百零七条 【仓储物的验收】 

保管人应当按照约定对入库仓储物进行验收。保管人验收时

发现入库仓储物与约定不符合的，应当及时通知存货人。保管

人验收后，发生仓储物的品种、数量、质量不符合约定的，保

管人应当承担赔偿责任。 

第九百零八条 【仓单的交付】 

存货人交付仓储物的，保管人应当出具仓单、入库单等凭证。

第九百零九条 【仓单的内容】 

保管人应当在仓单上签名或者盖章。仓单包括下列事项： 

 （一）存货人的姓名或者名称和住所； 

 （二）仓储物的品种、数量、质量、包装及其件数和标记；

 （三）仓储物的损耗标准； 

 （四）储存场所； 

 （五）储存期限； 

 （六）仓储费； 

 （七）仓储物已经办理保险的，其保险金额、期间以及保险

人的名称； 

 （八）填发人、填发地和填发日期。 

第九百一十条 【仓单的性质及背书转让】 

仓单是提取仓储物的凭证。存货人或者仓单持有人在仓单上

背书并经保管人签名或者盖章的，可以转让提取仓储物的权利。

第九百一十一条 【检查仓储物或提取样品的权利】 

保管人根据存货人或者仓单持有人的要求，应当同意其检查

仓储物或者提取样品。 

第九百一十二条 【保管人的通知义务】 

保管人发现入库仓储物有变质或者其他损坏的，应当及时通

知存货人或者仓单持有人。 

第九百一十三条 【保管人的催告义务】 

するための相応の措置を取ることもでき、これにより生じる

費用は寄託者が負担する。 

 保管者は、可燃性、爆発性、毒性、腐食性、放射性を有す

る等の危険物品を保管する場合、相応の保管条件を具備して

いなければならない。 

第 907 条 【倉庫保管物の検収】 

保管者は、約定の通り、入庫する倉庫保管物を検収しなけ

ればならない。保管者は、検収した際に入庫する倉庫保管物

が約定に適合しないことを発見した場合、遅滞なく寄託者に

通知しなければならない。保管者が検収した後で、倉庫保管

物の品目、数量、品質に約定に対する不適合が発生した場合、

保管者は、賠償責任を負わなければならない。 

第 908 条 【倉庫証券の交付】 

寄託者が倉庫保管物を引き渡した場合、保管者は、倉庫証

券、入庫証券等の証憑を交付しなければならない。 

第 909 条 【倉庫証券の内容】 

保管者は、倉庫証券に署名又は捺印しなければならない。

倉庫証券には、以下に掲げる事項を含める。 

（1）寄託者の氏名又は名称及び住所 

（2）倉庫保管物の品目、数量、品質、包装、その件数及び標

記 

（3）倉庫保管物の損耗基準 

（4）保管場所 

（5）保管期間 

（6）倉庫保管料 

（7）倉庫保管物について保険を付保している場合、その保険

の金額、期間、保険者の名称 

（8）発行人、発行地、発行日 

第 910 条 【倉庫証券の性質及び裏書譲渡】 

倉庫証券は、倉庫保管物を引き取る証憑である。寄託者又

は倉庫証券の保有者は、倉庫証券に裏書きした上、保管者の

署名又は捺印を取得することにより、倉庫保管物を引き取る

権利を譲渡することができる。 

第 911 条 【倉庫保管物の検査又はサンプル採取の権利】 

保管者は、寄託者又は倉庫証券の保有者の要求に応じ、当

該寄託者又は倉庫証券保有者による倉庫保管物の検査又はサ

ンプル採取に同意しなければならない。 

第 912 条 【保管者の通知義務】 

保管者は、入庫する倉庫保管物に変質その他の損壊がある

ことを発見した場合、遅滞なく寄託者又は倉庫証券の保有者

に通知しなければならない。 

第 913 条 【保管者の催告義務】 
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保管人发现入库仓储物有变质或者其他损坏，危及其他仓储

物的安全和正常保管的，应当催告存货人或者仓单持有人作出

必要的处置。因情况紧急，保管人可以作出必要的处置；但是，

事后应当将该情况及时通知存货人或者仓单持有人。 

第九百一十四条 【仓储物的提取】 

当事人对储存期限没有约定或者约定不明确的，存货人或者

仓单持有人可以随时提取仓储物，保管人也可以随时请求存货

人或者仓单持有人提取仓储物，但是应当给予必要的准备时间。

第九百一十五条 【仓储物的提取规则】 

储存期限届满，存货人或者仓单持有人应当凭仓单、入库单

等提取仓储物。存货人或者仓单持有人逾期提取的，应当加收

仓储费；提前提取的，不减收仓储费。 

第九百一十六条 【保管人的催告权、提存权】 

储存期限届满，存货人或者仓单持有人不提取仓储物的，保

管人可以催告其在合理期限内提取；逾期不提取的，保管人可

以提存仓储物。 

第九百一十七条 【保管不善的责任承担】 

储存期内，因保管不善造成仓储物毁损、灭失的，保管人应

当承担赔偿责任。因仓储物本身的自然性质、包装不符合约定

或者超过有效储存期造成仓储物变质、损坏的，保管人不承担

赔偿责任。 

第九百一十八条 【参照适用保管合同的规定】 

本章没有规定的，适用保管合同的有关规定。 

第二十三章 委托合同 

第九百一十九条 【委托合同的定义】 

委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务

的合同。 

第九百二十条 【特别委托与概括委托】 

委托人可以特别委托受托人处理一项或者数项事务，也可以

概括委托受托人处理一切事务。 

保管者は、入庫する倉庫保管物に変質その他の損壊があり、

他の倉庫保管物の安全及び正常な保管を脅かすことを発見し

た場合、必要な処置を取るよう寄託者又は倉庫証券の保有者

に催告しなければならない。緊急事態の場合は、保管者が必

要な処置を取ることができるが、事後にその状況を寄託者又

は倉庫証券の保有者に遅滞なく通知しなければならない。 

第 914 条 【倉庫保管物の引取り】 

当事者が保管期間について約定していないか、約定が明確

でない場合、寄託者又は倉庫証券の保有者は随時倉庫保管物

を引き取ることができ、保管者も、寄託者又は倉庫証券の保

有者に対し随時倉庫保管物の引取りを請求することができ

る。ただし、必要な準備時間を与えなければならない。 

第 915 条 【倉庫保管物の引取規則】 

保管期間が満了した場合、寄託者又は倉庫証券の保有者は、

倉庫証券、入庫証券等に基づいて倉庫保管物を引き取るもの

とする。寄託者又は倉庫証券の保有者が期限を過ぎてから引

き取る場合、倉庫保管料を増額徴収するものとするが、期限

前に引き取る場合は、倉庫保管料を減額徴収しない。 

第 916 条 【保管者の催告権、供託権】 

保管期間が満了したにもかかわらず寄託者又は倉庫証券の

保有者が倉庫保管物を引き取らない場合、保管者は、合理的

な期限までに引き取るよう催告することができる。期限を過

ぎても引き取らない場合、保管者は倉庫保管物を供託するこ

とができる。 

第 917 条 【保管不良の責任負担】 

保管期間中の保管不良により倉庫保管物に毀損又は滅失が

もたらされた場合、保管者は、賠償責任を負わなければなら

ない。倉庫保管物自体の自然的性質もしくは包装の約定不適

合又は有効な保管期間を徒過したことにより倉庫保管物の変

質又は損壊が生じた場合、保管者は賠償責任を負わない。 

第 918 条 【寄託契約に関する規定の参照適用】 

本章に定めのない場合は、寄託契約の関連規定を適用する。

第二十三章 委託契約 

第 919 条 【委託契約の定義】 

委託契約は、委託者と受託者が約定し、受託者が委託者の

事項を処理する契約である。 

第 920 条 【個別委託と包括委託】 

委託者は、1件又は複数の事項の処理を受託者に対して個

別に委託することができるほか、一切の事項の処理を包括的

に委託することもできる。 
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第九百二十一条 【处理委托事务的费用】 

委托人应当预付处理委托事务的费用。受托人为处理委托事

务垫付的必要费用，委托人应当偿还该费用并支付利息。 

第九百二十二条 【受托人服从指示的义务】 

受托人应当按照委托人的指示处理委托事务。需要变更委托

人指示的，应当经委托人同意；因情况紧急，难以和委托人取

得联系的，受托人应当妥善处理委托事务，但是事后应当将该

情况及时报告委托人。 

第九百二十三条 【受托人亲自处理委托事务的义务和转委托】

受托人应当亲自处理委托事务。经委托人同意，受托人可以

转委托。转委托经同意或者追认的，委托人可以就委托事务直

接指示转委托的第三人，受托人仅就第三人的选任及其对第三

人的指示承担责任。转委托未经同意或者追认的，受托人应当

对转委托的第三人的行为承担责任；但是，在紧急情况下受托

人为了维护委托人的利益需要转委托第三人的除外。 

第九百二十四条 【受托人的报告义务】 

受托人应当按照委托人的要求，报告委托事务的处理情况。

委托合同终止时，受托人应当报告委托事务的结果。 

第九百二十五条 【受托人以自己名义从事受托事务的法律效

果】 

受托人以自己的名义，在委托人的授权范围内与第三人订立

的合同，第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的代理

关系的，该合同直接约束委托人和第三人；但是，有确切证据

证明该合同只约束受托人和第三人的除外。 

第九百二十六条 【委托人的介入权、第三人的选择权】 

受托人以自己的名义与第三人订立合同时，第三人不知道受

托人与委托人之间的代理关系的，受托人因第三人的原因对委

托人不履行义务，受托人应当向委托人披露第三人，委托人因

此可以行使受托人对第三人的权利。但是，第三人与受托人订

立合同时如果知道该委托人就不会订立合同的除外。 

第 921 条 【委託事項処理の費用】 

委託者は、委託事項を処理するための費用を前払いしなけ

ればならない。受託者が委託事項を処理するために立て替え

た必要費用について、委託者は、当該費用を償還した上、利

息も支払わなければならない。 

第 922 条 【受託者の指示に従う義務】 

受託者は、委託者の指示通りに委託事項を処理しなければ

ならない。委託者の指示を変更する必要がある場合、委託者

の同意を得なければならない。緊急の状況により委託者と連

絡を取ることが難しい場合、受託者は、委託事項を適切に処

理しなければならない。ただし、事後に当該状況を遅滞なく

委託者に報告しなけばならない。 

第 923 条 【受託者が自ら委託事項を処理する義務と再委託】

受託者は、委託事項を自ら処理しなければならない。委託

者の同意を得た場合、受託者は再委託することができる。再

委託について同意又は追認を得た場合、委託者は委託事項に

ついて再委託した第三者に対して直接指示することができ、

受託者は第三者の選任及び第三者に対する自らの指示につい

てのみ責任を負う。再委託について同意又は追認を得ていな

い場合、受託者は、再委託した第三者の行為について責任を

負わなければならない。ただし、緊急の状況において、受託

者が委託者の利益を維持・保護するために第三者に再委託す

る必要がある場合を除く。 

第 924 条 【受託者の報告義務】 

受託者は、委託者の要求の通り、委託事項の処理状況を報

告しなければならない。委託契約が終了した時、受託者は、

委託事項の結果を報告しなければならない。 

第 925 条 【受託者が自らの名義により受託事項を実施する

ことの法的効果】 

受託者が自己の名義で委託者の授権範囲内において第三者

と締結する契約について、第三者が契約を締結する際に受託

者と委託者の間の代理関係を知る場合、当該契約は、委託者

及び第三者を直接拘束する。ただし、当該契約が受託者及び

第三者のみを拘束する旨を証明する確実な証拠がある場合を

除く。 

第 926 条 【委託者の介入権、第三者の選択権】 

受託者が自己の名義で第三者と契約を締結するにあたり、

第三者が受託者と委託者の間の代理関係を知らず、受託者が

第三者の原因により委託者に対し義務を履行しない場合、受

託者は、委託者に対し第三者を開示しなければならない。委

託者は、これにより第三者に対する受託者の権利を行使する

ことができる。ただし、第三者が受託者と契約を締結する際

に当該委託者を知っていたならば契約を締結しなかった場合

を除く。 
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 受托人因委托人的原因对第三人不履行义务，受托人应当向

第三人披露委托人，第三人因此可以选择受托人或者委托人作

为相对人主张其权利，但是第三人不得变更选定的相对人。 

 委托人行使受托人对第三人的权利的，第三人可以向委托人

主张其对受托人的抗辩。第三人选定委托人作为其相对人的，

委托人可以向第三人主张其对受托人的抗辩以及受托人对第三

人的抗辩。 

第九百二十七条 【受托人转移委托事务所得利益的义务】 

受托人处理委托事务取得的财产，应当转交给委托人。 

第九百二十八条 【有偿委托合同的报酬支付】 

受托人完成委托事务的，委托人应当按照约定向其支付报酬。

 因不可归责于受托人的事由，委托合同解除或者委托事务不

能完成的，委托人应当向受托人支付相应的报酬。当事人另有

约定的，按照其约定。 

第九百二十九条 【因受托人过错致委托人损失的赔偿责任】

有偿的委托合同，因受托人的过错造成委托人损失的，委托

人可以请求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者

重大过失造成委托人损失的，委托人可以请求赔偿损失。 

 受托人超越权限造成委托人损失的，应当赔偿损失。 

第九百三十条 【受托人的求偿权】 

受托人处理委托事务时，因不可归责于自己的事由受到损失

的，可以向委托人请求赔偿损失。 

第九百三十一条 【委托第三人处理委托事务的处理】 

委托人经受托人同意，可以在受托人之外委托第三人处理委

托事务。因此造成受托人损失的，受托人可以向委托人请求赔

偿损失。 

第九百三十二条 【受托人的连带责任】 

两个以上的受托人共同处理委托事务的，对委托人承担连带

责任。 

第九百三十三条 【任意解除权】 

 受託者が委託者の原因により第三者に対し義務を履行しな

い場合、受託者は、第三者に対し委託者を開示しなければな

らない。第三者は、これにより受託者又は委託者を相手方と

して選択し、その権利を主張することができる。ただし、第

三者は、選定した相手方を変更してはならない。 

 委託者が第三者に対する受託者の権利を行使する場合、第

三者は、受託者に対する抗弁を委託者に対して主張すること

ができる。第三者が相手方として委託者を選定した場合、委

託者は、受託者に対する自らの抗弁及び第三者に対する受託

者の抗弁を第三者に対して主張することができる。 

第 927 条 【受託者が委託事項から得た利益を移転する義務】

受託者が委託事項を処理して取得した財産は、委託者に引

き渡さなければならない。 

第 928 条 【有償委託契約の報酬の支払い】 

受託者が委託事項を完成した場合、委託者は、約定通りに

当該受託者に対し報酬を支払わなければならない。 

 受託者の責に帰することができない事由により委託契約が

解除されるか、委託事項が完成することができない場合、委

託者は、受託者に対し相応の報酬を支払わなければならない。

当事者に別段の約定がある場合は、その約定に従う。 

第 929 条 【受託者の過失により委託者に損失をもたらした

場合の賠償責任】 

有償の委託契約について、受託者の過失により委託者に損

失がもたらされた場合、委託者は、損失の賠償を請求するこ

とができる。無償の委託契約について、受託者の故意又は重

大な過失により委託者に損失をもたらした場合、委託者は損

失の賠償を請求することができる。 

 受託者は、権限を踰越して委託者に損失をもたらした場合

は、損失を賠償しなければならない。 

第 930 条 【受託者の求償権】 

受託者は、委託事項を処理する際に自己の責に帰すること

ができない事由により損失を被った場合には、委託者に損失

の賠償を請求することができる。 

第 931 条 【第三者への委託により行う委託事項の処理】 

委託者は、受託者の同意を得て、受託者のほか第三者に対

して委託事項の処理を委託することができる。これにより受

託者に損失をもたらした場合、受託者は委託者に対し、損失

の賠償を請求することができる。 

第 932 条 【受託者の連帯責任】 

2 名以上の受託者が委託事項を共同で処理する場合、それ

らは委託者に対し連帯責任を負う。 

第 933 条 【任意の解除権】 
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委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同造成

对方损失的，除不可归责于该当事人的事由外，无偿委托合同

的解除方应当赔偿因解除时间不当造成的直接损失，有偿委托

合同的解除方应当赔偿对方的直接损失和合同履行后可以获得

的利益。 

第九百三十四条 【委托合同的终止】 

委托人死亡、终止或者受托人死亡、丧失民事行为能力、终

止的，委托合同终止；但是，当事人另有约定或者根据委托事

务的性质不宜终止的除外。 

第九百三十五条 【委托人的后合同义务】 

因委托人死亡或者被宣告破产、解散，致使委托合同终止将

损害委托人利益的，在委托人的继承人、遗产管理人或者清算

人承受委托事务之前，受托人应当继续处理委托事务。 

第九百三十六条 【受托人死亡后其继承人等的义务】 

因受托人死亡、丧失民事行为能力或者被宣告破产、解散，

致使委托合同终止的，受托人的继承人、遗产管理人、法定代

理人或者清算人应当及时通知委托人。因委托合同终止将损害

委托人利益的，在委托人作出善后处理之前，受托人的继承人、

遗产管理人、法定代理人或者清算人应当采取必要措施。 

第二十四章 物业服务合同 

第九百三十七条 【物业服务合同的定义】 

物业服务合同是物业服务人在物业服务区域内，为业主提供

建筑物及其附属设施的维修养护、环境卫生和相关秩序的管理

维护等物业服务，业主支付物业费的合同。 

 物业服务人包括物业服务企业和其他管理人。 

第九百三十八条 【物业服务合同的内容与形式】 

物业服务合同的内容一般包括服务事项、服务质量、服务费

用的标准和收取办法、维修资金的使用、服务用房的管理和使

用、服务期限、服务交接等条款。 

 物业服务人公开作出的有利于业主的服务承诺，为物业服务

合同的组成部分。 

委託者又は受託者は、委託契約を随時解除することができ

る。契約の解除により相手方に損失をもたらした場合、当該

当事者の責に帰することができない事由を除き、無償委託契

約の解除当事者は解除のタイミングが不当であることにより

もたらした直接損失を賠償しなければならず、有償委託契約

の解除当事者は、相手方の直接損失及び契約履行後に取得さ

れるべきであった利益を賠償しなければならない。 

第 934 条 【委託契約の終了】 

委託者もしくは受託者が死亡した、又は民事行為能力を喪

失した場合、委託契約は終了する。ただし、当事者に別段の

約定があるか、委託事項の性質に鑑みて終了するべきでない

場合を除く。 

第 935 条 【委託者の契約終了後の義務】 

委託者の死亡又は破産宣告、解散により委託契約が終了す

ることになり、委託者の利益を損なう場合、委託者の相続人、

遺産管理人又は清算人が委託事項を引き継ぐまで、委託者は、

委託事項の処理を継続しなければならない。 

第 936 条 【受託者が死亡した後におけるその相続人等の義

務】 

受託者の死亡もしくは民事行為能力の喪失又は破産宣告も

しくは解散により委託契約が終了することとなった場合、受

託者の相続人、遺産管理人、法定代理人又は清算人は、遅滞

なく委託者に通知しなければならない。委託契約の終了によ

り委託者の利益が損なわれる場合、委託者が善後処理をする

まで、受託者の相続人、遺産管理人、法定代理人又は清算人

は、必要な措置を取らなければならない。 

第二十四章 不動産管理サービス契約 

第 937 条 【不動産管理サービス契約の定義】 

不動産管理サービス契約は、不動産管理サービス業者が不

動産管理サービスの提供区域内において、家主のため建築物

及びその付属施設の補修・保守、環境衛生及び関連秩序の管

理、維持・保護等の不動産管理サービスを提供し、家主が不

動産管理費を支払う契約である。 

不動産管理サービス業者には、不動産管理サービス企業及

びその他の管理者を含む。 

第 938 条 【不動産管理サービス契約の内容と形式】 

一般に不動産管理サービス契約の内容には、サービス事項、

サービス品質、サービス費用の基準及び徴収方法、補修資金

の使用、サービス用物件の管理及び使用、サービス期間、サ

ービスの引き継ぎ等の条項を含む。 

不動産管理サービス業者が公開で行う家主に有利なサービ

スの承諾は、不動産管理サービス契約の構成部分とする。 
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 物业服务合同应当采用书面形式。 

第九百三十九条 【物业服务合同的约束力】 

建设单位依法与物业服务人订立的前期物业服务合同，以及

业主委员会与业主大会依法选聘的物业服务人订立的物业服务

合同，对业主具有法律约束力。 

第九百四十条 【前期物业服务合同的终止情形】 

建设单位依法与物业服务人订立的前期物业服务合同约定的

服务期限届满前，业主委员会或者业主与新物业服务人订立的

物业服务合同生效的，前期物业服务合同终止。 

第九百四十一条 【物业服务合同的转委托】 

物业服务人将物业服务区域内的部分专项服务事项委托给专

业性服务组织或者其他第三人的，应当就该部分专项服务事项

向业主负责。 

 物业服务人不得将其应当提供的全部物业服务转委托给第三

人，或者将全部物业服务支解后分别转委托给第三人。 

第九百四十二条 【物业服务人的义务】 

物业服务人应当按照约定和物业的使用性质，妥善维修、养

护、清洁、绿化和经营管理物业服务区域内的业主共有部分，

维护物业服务区域内的基本秩序，采取合理措施保护业主的人

身、财产安全。 

 对物业服务区域内违反有关治安、环保、消防等法律法规的

行为，物业服务人应当及时采取合理措施制止、向有关行政主

管部门报告并协助处理。 

第九百四十三条 【物业服务人的报告义务】 

物业服务人应当定期将服务的事项、负责人员、质量要求、

收费项目、收费标准、履行情况，以及维修资金使用情况、业

主共有部分的经营与收益情况等以合理方式向业主公开并向业

主大会、业主委员会报告。 

第九百四十四条 【物业服务人报酬请求权】 

业主应当按照约定向物业服务人支付物业费。物业服务人已

经按照约定和有关规定提供服务的，业主不得以未接受或者无

不動産管理サービス契約には書面形式を採用しなければな

らない。 

第 939 条 【不動産管理サービス契約の拘束力】 

建設業者が法により不動産管理サービス業者と締結する前

期不動産管理サービス契約及び家主委員会が家主総会におい

て法により選任された不動産管理サービス業者と締結する不

動産管理サービス契約は、家主に対し法的拘束力を有する。

第 940 条 【前期不動産管理サービス契約の終了事由】 

建設業者が法により不動産管理サービス業者と締結する前

期不動産管理サービス契約において約定されるサービス期間

が満了する前に、家主委員会又は家主が新たな不動産管理サ

ービス業者と締結する不動産管理サービス契約が効力を生ず

る場合、前期不動産管理サービス契約は終了する。 

第 941 条 【不動産管理サービス契約の再委託】 

不動産管理サービス業者は、不動産管理サービス提供区域

内の一部の専門項目サービス事項を専門サービス組織又はそ

の他の第三者に委託する場合、当該部分の専門項目サービス

事項について家主に対し責任を負わなければならない。 

 不動産管理サービス業者は、自らが提供するべき不動産管

理サービスの全部を第三者に再委託するか、不動産管理サー

ビスの全部を分解した後に第三者にそれぞれ再委託してはな

らない。 

第 942 条 【不動産管理サービス業者の義務】 

不動産管理サービス業者は、約定及び不動産管理の使用性

質の通りに、不動産管理サービスの提供区域内の家主享有部

分を適切に補修、保守、清掃、緑化、経営管理し、不動産管

理サービスの提供区域内の基本秩序を維持・保護し、合理的

な措置を取り家主の人身及び財産の安全を保護しなければな

らない。 

 不動産管理サービスの提供区域内における関連の治安、環

境保護、消防等の法律法規に違反する行為に対し、不動産管

理サービス業者は、合理的な措置を遅滞なく取って静止し、

関係行政所管機関に報告した上、処理に協力しなければなら

ない。 

第 943 条 【不動産管理サービス業者の報告義務】 

不動産管理サービス業者は、定期的にサービスの事項、責

任者、品質要求、費用受領項目、費用受領基準、履行状況な

らびに補修資金の使用状況、家主享有部分の経営及び収益状

況等を合理的な方式により家主に開示し、かつ、家主又は家

主委員会に対し報告しなければならない。 

第 944 条 【不動産管理サービス業者の報酬請求権】 

家主は、約定通りに不動産管理サービス業者に対し不動産

管理費を支払わなければならない。不動産管理サービス業者
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需接受相关物业服务为由拒绝支付物业费。 

 业主违反约定逾期不支付物业费的，物业服务人可以催告其

在合理期限内支付；合理期限届满仍不支付的，物业服务人可

以提起诉讼或者申请仲裁。 

 物业服务人不得采取停止供电、供水、供热、供燃气等方式

催交物业费。 

第九百四十五条 【业主的事先告知义务】 

业主装饰装修房屋的，应当事先告知物业服务人，遵守物业

服务人提示的合理注意事项，并配合其进行必要的现场检查。

 业主转让、出租物业专有部分、设立居住权或者依法改变共

有部分用途的，应当及时将相关情况告知物业服务人。 

第九百四十六条 【业主解聘物业服务人】 

业主依照法定程序共同决定解聘物业服务人的，可以解除物

业服务合同。决定解聘的，应当提前六十日书面通知物业服务

人，但是合同对通知期限另有约定的除外。 

 依据前款规定解除合同造成物业服务人损失的，除不可归责

于业主的事由外，业主应当赔偿损失。 

第九百四十七条 【物业服务人的续聘】 

物业服务期限届满前，业主依法共同决定续聘的，应当与原

物业服务人在合同期限届满前续订物业服务合同。 

 物业服务期限届满前，物业服务人不同意续聘的，应当在合

同期限届满前九十日书面通知业主或者业主委员会，但是合同

对通知期限另有约定的除外。 

第九百四十八条 【不定期物业服务合同的成立于解除】 

物业服务期限届满后，业主没有依法作出续聘或者另聘物业

服务人的决定，物业服务人继续提供物业服务的，原物业服务

がすでに約定し、関連規定の通りサービスを提供している場

合には、家主は、関連する不動産管理サービスの提供を受け

ない、又は受ける必要がないことを理由に不動産管理費の支

払いを拒絶してはならない。 

 家主が約定に違反し、期限を徒過して不動産管理費を支払

わない場合、不動産管理サービス業者は、合理的な期限まで

に支払うよう当該家主に催告することができる。合理的な期

間が満了してもなお支払わない場合、不動産管理サービス業

者は、訴訟を提起するか、仲裁を申し立てることができる。

 不動産管理サービス業者は、電力、水、熱、ガス等の供給

を停止することにより不動産管理費の支払いを督促してはな

らない。 

第 945 条 【家主の事前告知義務】 

家主は、物件の装飾・設備造作を行う場合、事前に不動産

管理サービス業者に告知し、不動産管理サービス業者の提示

する合理的な注意事項を遵守し、かつその実施する必要な現

場検査に協力しなければならない。 

 家主は、不動産管理の専有部分を譲渡、賃貸し、居住権を

設定し、又は享有部分の用途を法に従い変更する場合、関連

する状況を遅滞なく不動産管理サービス業者に告知しなけれ

ばならない。 

第 946 条 【家主による不動産管理サービス業者の解雇】 

家主は、法定の手続きにより不動産管理サービス業者の解

任を共同で決定した場合、不動産管理サービス契約を解除す

ることができる。解任を決定する場合、60 日前までに不動産

管理サービス業者に書面で通知しなければならない。ただし、

契約に通知期限について別段の約定がある場合を除く。 

 前項所定の契約解除により不動産管理サービス業者に損失

をもたらした場合、家主の責に帰することができない事由を

除き、家主は損失を賠償しなければならない。 

第 947 条 【不動産管理サービス業者の雇用継続】 

不動産管理サービス期間が満了する前に、家主は、法に従

い選任の継続を共同で決定する場合、原不動産管理サービス

業者との契約期間が満了する前に不動産管理サービス契約を

更新しなければならない。 

不動産管理サービス期間が満了する前に、選任の継続に同

意しない場合、不動産管理サービス業者は契約期間が満了す

る 90 日前までに家主又は家主委員会に書面により通知しな

ければならない。ただし、契約に通知期限について別段の約

定がある場合を除く。 

第 948 条 【期間の定めのない不動産管理サービス契約の成

立と解除】 

不動産管理サービス期間が満了した後に、家主が法により

不動産管理サービス業者の継続選任又は別途選任にかかる決
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合同继续有效，但是服务期限为不定期。 

 当事人可以随时解除不定期物业服务合同，但是应当提前六

十日书面通知对方。 

第九百四十九条 【物业服务合同终止后原物业服务人的义务】

物业服务合同终止的，原物业服务人应当在约定期限或者合

理期限内退出物业服务区域，将物业服务用房、相关设施、物

业服务所必需的相关资料等交还给业主委员会、决定自行管理

的业主或者其指定的人，配合新物业服务人做好交接工作，并

如实告知物业的使用和管理状况。 

 原物业服务人违反前款规定的，不得请求业主支付物业服务

合同终止后的物业费；造成业主损失的，应当赔偿损失。 

第九百五十条 【物业服务合同终止后新合同成立前期间的相

关事项】 

物业服务合同终止后，在业主或者业主大会选聘的新物业服

务人或者决定自行管理的业主接管之前，原物业服务人应当继

续处理物业服务事项，并可以请求业主支付该期间的物业费。

第二十五章 行纪合同 

第九百五十一条 【行纪合同的定义】 

行纪合同是行纪人以自己的名义为委托人从事贸易活动，委

托人支付报酬的合同。 

第九百五十二条 【行纪人处理委托事务的费用负担】 

行纪人处理委托事务支出的费用，由行纪人负担，但是当事

人另有约定的除外。 

第九百五十三条 【行纪人妥善保管委托物的义务】 

行纪人占有委托物的，应当妥善保管委托物。 

第九百五十四条 【委托物有瑕疵或容易腐烂、变质的处分】

委托物交付给行纪人时有瑕疵或者容易腐烂、变质的，经委

托人同意，行纪人可以处分该物；不能与委托人及时取得联系

定をせず、不動産管理サービス業者が不動産管理サービスを

継続して提供する場合、原不動産管理サービス契約は、引き

続き有効とする。ただし、サービス期間は固定しないものと

する。 

 当事者は、期間の定めのない不動産管理サービス契約を随

時解除することができるただし、60 日前までに相手方に書面

で通知しなければならない。 

第 949 条 【不動産管理サービス契約終了後における原不動

産管理サービス業者の義務】 

不動産管理サービス契約が終了する場合、原不動産管理サ

ービス業者は、約定された期間又は合理的な期間内に不動産

管理サービスの提供区域から退出し、不動産管理サービス物

件、関連施設、不動産管理サービスに必要な関連資料等を家

主委員会や自ら管理することを決定した家主又はその指定す

る者に引渡して返還し、新たな不動産管理サービス業者に協

力して適切に業務を引き継ぎ、不動産管理の利用及び管理情

況を事実通りに知らせなければならない。 

 原不動産管理サービス業者が前項の規定に違反した場合、

家主に対し不動産管理サービス契約終了後の不動産管理サー

ビス費の支払いを請求してはならず、家主に損失をもたらし

た場合、損失を賠償しなければならない。 

第 950 条 【不動産管理サービス契約終了後における新契約

成立前の期間に関する事項】 

不動産管理サービス契約が終了した後、家主又は家主総会

が選任した新たな不動産管理サービス業者又は自ら管理する

ことを決定した家主が管理を引き継ぐまでは、原不動産管理

サービス業者は、不動産管理サービス事項の処理を継続しな

ければならず、かつ、家主に対し当該期間の不動産管理費の

支払いを請求することができる。 

第二十五章 取次契約 

第 951 条 【取次契約の定義】 

取次契約は、取次人が自己の名義により委託者のための取

引活動に従事し、委託者が報酬を支払う契約である。 

第 952 条 【取次人が委託事項を処理する費用の負担】 

取次人が委託事項を処理するのに支出する費用は、取次人

が負担する。ただし、当事者に別段の約定がある場合を除く。

第 953 条 【取次人の委託物を適切に保管する義務】 

取次人は、委託物を占有するにあたっては、委託物を適切

に保管しなければならない。 

第 954 条 【瑕疵があるか腐乱、変質しやすい委託物の処分】

委託物が取次人に引き渡される際に瑕疵があり、又は腐乱、

変質しやすい場合、委託者の同意を得て、取次人が当該物を
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的，行纪人可以合理处分。 

第九百五十五条 【行纪人按约定价格买卖的义务】 

行纪人低于委托人指定的价格卖出或者高于委托人指定的价

格买入的，应当经委托人同意；未经委托人同意，行纪人补偿

其差额的，该买卖对委托人发生效力。 

 行纪人高于委托人指定的价格卖出或者低于委托人指定的价

格买入的，可以按照约定增加报酬；没有约定或者约定不明确，

依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，该利益属于委托

人。 

 委托人对价格有特别指示的，行纪人不得违背该指示卖出或

者买入。 

第九百五十六条 【卖出或买入具有市场定价的商品行纪人的

介入权】 

行纪人卖出或者买入具有市场定价的商品，除委托人有相反

的意思表示外，行纪人自己可以作为买受人或者出卖人。 

 行纪人有前款规定情形的，仍然可以请求委托人支付报酬。

第九百五十七条 【行纪人对委托物的提存】 

行纪人按照约定买入委托物，委托人应当及时受领。经行纪

人催告，委托人无正当理由拒绝受领的，行纪人依法可以提存

委托物。 

 委托物不能卖出或者委托人撤回出卖，经行纪人催告，委托

人不取回或者不处分该物的，行纪人依法可以提存委托物。 

第九百五十八条 【行纪人与第三人订立合同的效力】 

行纪人与第三人订立合同的，行纪人对该合同直接享有权利、

承担义务。 

 第三人不履行义务致使委托人受到损害的，行纪人应当承担

赔偿责任，但是行纪人与委托人另有约定的除外。 

第九百五十九条 【行纪人的报酬请求权及留置权】 

行纪人完成或者部分完成委托事务的，委托人应当向其支付

相应的报酬。委托人逾期不支付报酬的，行纪人对委托物享有

留置权，但是当事人另有约定的除外。 

処分することができる。委託者と遅滞なく連絡を取ることが

できない場合、取次人は、合理的に処分することができる。

第 955 条 【取次人の約定通りの価格により売買する義務】

取次人は、委託者の指定価格より低い価格で売却するか、

委託者の指定価格より高い価格で購入する場合には、委託者

の同意を得なければならない。委託者の同意を得ず、取次人

がその差額を補償する場合、当該売買は、委託者に対し効力

を生ずる。 

 取次人が委託者の指定価格より高い価格で売却したか、委

託者の指定価格より高い価格で購入した場合は、約定に従い

報酬を増額することができる。約定していないか、約定が不

明確であり、本法第 510 条の規定によってもなお確定できな

い場合、当該利益は、委託者に属するものとなる。 

 委託者が価格について特別な指示がある場合、取次人は、

その指示に背く売却又は購入をしてはならない。 

第 956 条 【市場決定価値のある商品を売却又は購入する場

合の取次人の介入権】 

取次人が市場決定価値のある商品を売却するか購入する場

合、委託者に相反する意思表示をした場合を除き、取次人は、

自ら買主又は売主となることができる。 

 取次人は、前項所定の事由がある場合にも、なお委託者に

対し報酬の支払いを請求することができる。 

第 957 条 【取次人による委託物の供託】 

取次人が約定通りに委託物を購入した場合、委託者は、遅

滞なく受領しなければならない。取次人の催告を受けても委

託者が正当な理由なく受領を拒絶する場合、取次人は、法に

より委託物を供託することができる。 

 委託物を売却できず、又は委託者が売却を撤回し、取次人

の催告を受けても委託者が当該物を取り戻さないか、処分し

ない場合、取次人は、法により委託物を供託することができ

る。 

第 958 条 【取次人が第三者と締結する契約の効力】 

取次人が第三者と契約を締結する場合、取次人は、当該契

約について直接権利を享有し、義務を負う。 

 第三者が義務を履行しないために委託者に損失をもたらし

た場合、取次人は、賠償責任を負わなければならない。ただ

し、取次人と委託者に別段の約定がある場合を除く。 

第 959 条 【取次人の報酬請求権及び留置権】 

取次人が委託事項を完成したか、一部完成した場合、委託

者は、当該取次人に対し相応の報酬を支払わなければならな

い。期限を過ぎても委託者が報酬を支払わない場合、取次人

は、委託物について留置権を享有する。ただし、当事者に別

段の約定がある場合を除く。 
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第九百六十条 【行纪合同参照适用委托合同的规定】 

本章没有规定的，参照适用委托合同的有关规定 

第二十六章 中介合同 

第九百六十一条 【中介合同的定义】 

中介合同是中介人向委托人报告订立合同的机会或者提供订

立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。 

第九百六十二条 【中介人的如实报告义务】 

中介人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。 

 中介人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情

况，损害委托人利益的，不得请求支付报酬并应当承担赔偿责

任。 

第九百六十三条 【中介人的报酬请求权】 

中介人促成合同成立的，委托人应当按照约定支付报酬。对

中介人的报酬没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十

条的规定仍不能确定的，根据中介人的劳务合理确定。因中介

人提供订立合同的媒介服务而促成合同成立的，由该合同的当

事人平均负担中介人的报酬。 

 中介人促成合同成立的，中介活动的费用，由中介人负担。

第九百六十四条 【中介人未促成合同时的中介费用】 

中介人未促成合同成立的，不得请求支付报酬；但是，可以

按照约定请求委托人支付从事中介活动支出的必要费用。 

第九百六十五条 【委托人“跳单”应支付中介报酬】 

委托人在接受中介人的服务后，利用中介人提供的交易机会

或者媒介服务，绕开中介人直接订立合同的，应当向中介人支

付报酬。 

第九百六十六条 【中介合同参照适用委托合同的规定】 

本章没有规定的，参照适用委托合同的有关规定。 

第 960 条 【委託契約に関する規定の取次契約への参照適用】

本章に定めのない場合は、委託契約の関係規定を参照し適

用する。 

第二十六章 仲介契約 

第 961 条 【仲介契約の定義】 

仲介契約は、仲介人が委託者に対し契約締結の機会を報告

するか、契約締結にかかる媒介サービスを提供し、委託者が

報酬を支払う契約である。 

第 962 条 【仲介人の事実通りに報告する義務】 

仲介人は、契約締結に関する事項について委託者に対し事

実通りに報告しなければならない。 

 仲介人は、故意に契約締結に関する重要な事実を隠蔽した

り、虚偽の情況を提供して委託者の利益を損なった場合、報

酬の支払いを請求してはならない上、賠償責任も負わなけれ

ばならない。 

第 963 条 【仲介人の報酬請求権】 

仲介人の助力によって契約が成立した場合、委託者は、約

定の通り報酬を支払わなければならない。仲介人の報酬につ

いて約定していないか、約定が不明確であり、本法第 510 条

の規定によってもなお確定できない場合、仲介人の役務に基

づき合理的に確定する。仲介人が契約締結にかかる媒介サー

ビスを提供したことにより契約が成立した場合、当該契約の

当事者が仲介人の報酬を按分して負担する。 

 仲介人の助力により契約が成立した場合、仲介活動の費用

は、仲介人が負担する。 

第 964 条 【仲介人が契約を成約させられなかった場合の仲

介費用】 

仲介人が契約を成立させられなかった場合、報酬の支払い

を請求してはならない。ただし、約定に従い委託者に対し仲

介活動に従事して支出した必要費用の支払いを請求すること

ができる。 

第 965 条 【委託者が仲介人を迂回した場合にも仲介報酬を

支払うべきである】 

委託者は、仲介人のサービスを受領した後、仲介人の提供

する取引機会又は媒介サービスを利用し、仲介人を迂回して

直接契約を締結した場合にも、仲介人に対し報酬を支払わな

ければならない。 

第 966 条 【委託契約に関する規定の仲介契約への参照適用】

本章に定めのない場合は、委託契約の関係規定を参照し適

用する。 
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第二十七章 合伙合 

第九百六十七条 【合伙合同的定义】 

合伙合同是两个以上合伙人为了共同的事业目的，订立的共

享利益、共担风险的协议。 

第九百六十八条 【合伙人的出资义务】 

合伙人应当按照约定的出资方式、数额和缴付期限，履行出

资义务。 

第九百六十九条 【合伙财产的定义】 

合伙人的出资、因合伙事务依法取得的收益和其他财产，属

于合伙财产。 

 合伙合同终止前，合伙人不得请求分割合伙财产。 

第九百七十条 【合伙事务的执行】 

合伙人就合伙事务作出决定的，除合伙合同另有约定外，应

当经全体合伙人一致同意。 

 合伙事务由全体合伙人共同执行。按照合伙合同的约定或者

全体合伙人的决定，可以委托一个或者数个合伙人执行合伙事

务；其他合伙人不再执行合伙事务，但是有权监督执行情况。

 合伙人分别执行合伙事务的，执行事务合伙人可以对其他合

伙人执行的事务提出异议；提出异议后，其他合伙人应当暂停

该项事务的执行。 

第九百七十一条 【合伙人执行合伙事务不得请求支付报酬】

合伙人不得因执行合伙事务而请求支付报酬，但是合伙合同

另有约定的除外。 

第九百七十二条 【合伙的利润分配和亏损分担】 

合伙的利润分配和亏损分担，按照合伙合同的约定办理；合

伙合同没有约定或者约定不明确的，由合伙人协商决定；协商

不成的，由合伙人按照实缴出资比例分配、分担；无法确定出

资比例的，由合伙人平均分配、分担。 

第二十七章 パートナーシップ契約 

第 967 条 【パートナーシップ契約の定義】 

パートナーシップ契約は、2名以上のパートナーが共通の

事業目的のために締結する、利益の共有、リスクの共同負担

にかかる協議である。 

第 968 条 【パートナーの出資義務】 

パートナーは、約定した出資方式、金額及び払込期限の通

りに出資義務を履行しなければならない。 

第 969 条 【パートナーシップ財産の定義】 

パートナーの出資及びパートナーシップ業務により法によ

り取得した収益その他の財産は、パートナーシップ財産に属

する。 

 パートナーシップ契約が終了する前に、パートナーは、パ

ートナーシップ財産を分割するよう請求してはならない。 

第 970 条 【パートナーシップ業務の執行】 

パートナーは、パートナーシップ業務について決定するに

あたり、パートナーシップ契約に別段の約定がある場合を除

き、パートナー全員の合意を経なければならない。 

 パートナーシップ業務は、パートナー全員が共同で執行す

る。パートナーシップ契約の約定又はパートナー全員の決定

により、1名又は複数名のパートナーに委託してパートナー

シップ業務を執行することができる。他のパートナーは、パ

ートナーシップ業務を執行しないが、執行状況を監督する権

利を有する。 

パートナーがパートナーシップ業務をそれぞれ執行する場

合、事項を執行するパートナーは、その他のパートナーが執

行する事項に対し、異議を提起することができる。異議が提

起された後、他のパートナーは、当該項目の事務の執行を一

時的に停止しなければならない。 

第 971 条 【パートナーのパートナーシップ業務執行にかか

る報酬請求の禁止】 

パートナーは、パートナーシップ業務を執行したことによ

り報酬の支払いを請求してはならない。ただし、パートナー

シップ契約に別段の約定がある場合を除く。 

第 972 条 【パートナーの利益分配及び欠損分担】 

パートナーの利益分配及び欠損分担は、パートナーシップ

契約の約定に従い処理する。パートナーシップ契約に約定し

ていないか、約定が明確でない場合は、パートナーが協議に

より決定する。協議が不調となる場合、パートナーが払込出

資比率に応じて分配、分担する。出資比率が確定できない場

合は、パートナーで均等に分配、分担する。 
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第九百七十三条 【合伙人对合伙债务的连带责任及追偿权】

合伙人对合伙债务承担连带责任。清偿合伙债务超过自己应

当承担份额的合伙人，有权向其他合伙人追偿。 

第九百七十四条 【合伙人对外转让财产份额的要求】 

除合伙合同另有约定外，合伙人向合伙人以外的人转让其全

部或者部分财产份额的，须经其他合伙人一致同意。 

第九百七十五条 【合伙人个人债务的负担】 

合伙人的债权人不得代位行使合伙人依照本章规定和合伙合

同享有的权利，但是合伙人享有的利益分配请求权除外。 

第九百七十六条 【合伙期限的推定】 

合伙人对合伙期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五

百一十条的规定仍不能确定的，视为不定期合伙。 

 合伙期限届满，合伙人继续执行合伙事务，其他合伙人没有

提出异议的，原合伙合同继续有效，但是合伙期限为不定期。

  合伙人可以随时解除不定期合伙合同，但是应当在合理期

限之前通知其他合伙人。 

第九百七十七条 【合伙人死亡、民事行为能力丧失或终止时

合伙合同的效力】 

合伙人死亡、丧失民事行为能力或者终止的，合伙合同终止；

但是，合伙合同另有约定或者根据合伙事务的性质不宜终止的

除外。 

第九百七十八条 【合伙合同终止后剩余财产的分配规则】 

合伙合同终止后，合伙财产在支付因终止而产生的费用以及

清偿合伙债务后有剩余的，依据本法第九百七十二条的规定进

行分配 

第三分编 准合同 

第二十八章 无因管理 

第 973 条 【パートナーのパートナーシップの債務に対する

連帯責任及び求償権】 

パートナーは、パートナーシップの債務について連帯責任

を負う。弁済したパートナーシップの債務が自己の負担すべ

き持分を超えたパートナーは、その他のパートナーに対し求

償する権利を有する。 

第 974 条 【パートナーの財産持分の対外譲渡要求】 

パートナーシップ契約に別段の約定がある場合を除き、パ

ートナーは、パートナー以外の者に対しその財産持分の全部

又は一部を譲渡する場合、必ず他のパートナーの合意を得な

ければならない。 

第 975 条 【パートナー本人による債務の負担】 

パートナーの債権者は、本章の規定及びパートナーシップ

契約によりパートナーが享有する権利を代位行使してはなら

ない。ただし、パートナーが享有する利益分配請求権を除く。

第 976 条 【パートナーシップ期間の推定】 

パートナーがパートナーシップ期間について約定していな

いか、約定が不明確であり、本法第 510 条の規定によっても

なお確定できない場合は、期間の定めのないパートナーシッ

プとみなす。 

 パートナーシップ期間が満了し、パートナーがパートナー

シップ業務を継続して執行し、他のパートナーが異議を提起

しない場合、原パートナーシップ契約は、引き続き有効とす

る。ただし、パートナーシップ期間は固定しないものとする。

 パートナーは、期間の定めのないパートナーシップ契約を

随時解除することができる。ただし、合理的な期間を残して

その他のパートナーに通知しなければならない。 

第 977 条 【パートナーが死亡し、民事行為能力を喪失した

か終了した場合のパートナーシップ契約の効力】 

パートナーが死亡し、民事行為能力を喪失するか、終了し

た場合、パートナーシップ契約は終了する。ただし、パート

ナーシップ契約に別段の約定があるか、パートナーシップ業

務の性質に基づき終了するべきでない場合を除く。 

第 978 条 【パートナーシップ契約終了後の残余財産の分配

規則】 

パートナーシップ契約が終了した後、終了により生じた費

用を支払い、パートナーシップの債務も弁済した後、パート

ナーシップ財産に残余がある場合、本法第 972 条の規定によ

り分配する。 

第三分編 準契約 

第二十八章 事務管理 
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第九百七十九条 【无因管理的定义及法律效果】 

管理人没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失

而管理他人事务的，可以请求受益人偿还因管理事务而支出的

必要费用；管理人因管理事务受到损失的，可以请求受益人给

予适当补偿。 

 管理事务不符合受益人真实意思的，管理人不享有前款规定

的权利；但是，受益人的真实意思违反法律或者违背公序良俗

的除外。 

第九百八十条 【受益人享有管理利益的补偿责任】 

管理人管理事务不属于前条规定的情形，但是受益人享有管

理利益的，受益人应当在其获得的利益范围内向管理人承担前

条第一款规定的义务。 

第九百八十一条 【管理人的善良管理义务】 

管理人管理他人事务，应当采取有利于受益人的方法。中断

管理对受益人不利的，无正当理由不得中断。 

第九百八十二条 【管理人的通知义务】 

管理人管理他人事务，能够通知受益人的，应当及时通知受

益人。管理的事务不需要紧急处理的，应当等待受益人的指示。

第九百八十三条 【管理人的报告及转交财产义务】 

管理结束后，管理人应当向受益人报告管理事务的情况。管

理人管理事务取得的财产，应当及时转交给受益人。 

第九百八十四条 【事后追认适用委托合同有关规定】 

管理人管理事务经受益人事后追认的，从管理事务开始时起，

适用委托合同的有关规定，但是管理人另有意思表示的除外。

第二十九章 不当得利 

第九百八十五条 【不当得利的构成及除外情况】 

得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求

得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外： 

 （一）为履行道德义务进行的给付； 

 （二）债务到期之前的清偿； 

第 979 条 【事務管理の定義及び法的効果】 

管理者は、法定の又は約定された義務がなく、他人の利益

が損失を受けることを回避するため他人の事務を管理する場

合、受益者に対し、事務の管理により支払った必要費用を償

還するよう請求することができる。管理者は、事務の管理に

より損失を受けた場合は、受益者に適当な補償を請求するこ

とができる。 

 事務の管理が受益者の真実の意思に適合しない場合、管理

者は、前項所定の権利を享有しない。ただし、受益者の真実

の意思が法律に違反するか、公序良俗に反する場合を除く。

第 980 条 【受益者が享有する管理利益の補償責任】 

管理者による事務の管理が前条所定の事由には該当しない

が、受益者が管理利益を享有する場合において、受益者は、

自らが取得する利益の範囲内において管理者に対し前条第 1

項所定の義務を負わなければならない。 

第 981 条 【管理者の善良な管理の義務】 

管理者は、他人の事務を管理するにあたり、受益者に有利

な方法を採用しなければならない。管理を中断すると受益者

に不利となる場合、正当な理由なく中断してはならない。 

第 982 条 【管理者の通知義務】 

管理者は、他人の事務を管理するにあたり、受益者に通知

することができる場合、遅滞なく受益者に通知しなければな

らない。管理される事務が緊急の処理を必要としない場合、

受益者の指示を待たなければならない。 

第 983 条 【管理者の報告及び財産移転の義務】 

管理が終了した後、管理者は、受益者に対し事務管理の状

況を報告しなければならない。管理者が事務を管理して取得

した財産は、遅滞なく受益者に移転させなければならない。

第 984 条 【事後の追認についての委託契約の関連規定の適

用】 

管理者が事務を管理するにあたり受益者による事後の追認

を得た場合、事務管理を開始した時より、委託契約の関連規

定を適用する。ただし、管理者が別途意思表示した場合を除

く。 

第二十九章 不当利得 

第 985 条 【不当利得の構成及び例外状況】 

利益取得者が法的な根拠なく不当な利益を取得した場合に

は、損失を被った者は、取得した利益を返還するよう、利益

取得者に請求することができる。ただし、以下に掲げる事由

の一つがある場合を除く。 

（1）道徳的義務の履行のための給付 

（2）債務の期限到来前の弁済 
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 （三）明知无给付义务而进行的债务清偿。 

 

第九百八十六条 【善意得利人在利益不存在时的责任免除】

得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据，取得

的利益已经不存在的，不承担返还该利益的义务。 

第九百八十七条 【恶意得利人的赔偿责任】 

得利人知道或者应当知道取得的利益没有法律根据的，受损

失的人可以请求得利人返还其取得的利益并依法赔偿损失。 

第九百八十八条 【无偿受让利益第三人的返还义务】 

得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的，受损失的人

可以请求第三人在相应范围内承担返还义务。 

第四编 人格权 

第一章 一般规定 

第九百八十九条 【人格权编的调整范围】 

本编调整因人格权的享有和保护产生的民事关系。 

第九百九十条 【一般人格权】 

人格权是民事主体享有的生命权、身体权、健康权、姓名权、

名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等权利。 

 除前款规定的人格权外，自然人享有基于人身自由、人格尊

严产生的其他人格权益。 

第九百九十一条 【人格权益受法律保护】 

民事主体的人格权受法律保护，任何组织或者个人不得侵害。

第九百九十二条 【人格权不得放弃、转让、继承】 

人格权不得放弃、转让或者继承。 

第九百九十三条 【人格权益的许可使用】 

民事主体可以将自己的姓名、名称、肖像等许可他人使用，

但是依照法律规定或者根据其性质不得许可的除外。 

第九百九十四条 【死者人格利益保护】 

死者的姓名、肖像、名誉、荣誉、隐私、遗体等受到侵害的，

（3）給付の義務がないことを明らかに知りながら債務を弁済

する場合 

第 986 条 【善意の利益取得者の利益不存在の場合における

責任免除】 

利益取得者は、取得する利益に法的根拠がないことを知ら

ず、かつ知り得るはずがなく、取得する利益がすでに存在し

ない場合、当該利益を返還する義務を負わない。 

第 987 条 【悪意の利益取得者の賠償責任】 

取得する利益に法的根拠がないことを利益取得者が知るか

知り得るべき場合には、損失を被った者は、取得した利益を

返還し、かつ法により損失を賠償するよう、利益取得者に請

求することができる。 

第 988 条 【無償で利益を譲受した第三者の返還義務】 

取得した利益を利益取得者がすでに第三者に無償で譲渡し

ている場合、損失を被った者は、第三者に対し相応の範囲内

での返還義務の負担を請求することができる。 

第四編 人格権 

第一章 一般規定 

第 989 条 【人格権編の調整範囲】 

本編は、人格権の享有及び保護により生じる民事関係を調

整する。 

第 990 条 【一般人格権】 

人格権は、民事主体が享有する生命権、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

等の権利である。 

 前項所定の人格権のほか、自然人は、人身の自由及び人格

の尊厳に基づき生ずるその他の人格権益を享有する。 

第 991 条 【人格権益に対する法律の保護】 

民事主体の人格権は、法律による保護を受けるものとし、

いかなる組織又は個人も、侵害してはならない。 

第 992 条 【人格権の放棄、譲渡、相続の禁止】 

人格権は、これを放棄し、譲渡し、又は相続してはならな

い。 

第 993 条 【人格権益の許諾使用】 

民事主体は、自己の氏名、名称、肖像等につき他人に使用

を許諾することができる。ただし、法律の規定により、又は

その性質に基づき許諾してはならない場合を除く。 

第 994 条 【死者の人格利益の保護】 

死者の氏名、肖像、名誉、栄誉、プライバシー、遺体等が
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其配偶、子女、父母有权依法请求行为人承担民事责任；死者

没有配偶、子女且父母已经死亡的，其他近亲属有权依法请求

行为人承担民事责任。 

第九百九十五条 【侵害人格权的民事责任】 

人格权受到侵害的，受害人有权依照本法和其他法律的规定

请求行为人承担民事责任。受害人的停止侵害、排除妨碍、消

除危险、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉请求权，不适用诉讼

时效的规定。 

第九百九十六条 【违约精神损害赔偿】 

因当事人一方的违约行为，损害对方人格权并造成严重精神

损害，受损害方选择请求其承担违约责任的，不影响受损害方

请求精神损害赔偿。 

第九百九十七条 【停止侵害人格权禁令】 

民事主体有证据证明行为人正在实施或者即将实施侵害其人

格权的违法行为，不及时制止将使其合法权益受到难以弥补的

损害的，有权依法向人民法院申请采取责令行为人停止有关行

为的措施。 

第九百九十八条 【认定承担侵害精神性人格权民事责任的考

虑因素】 

认定行为人承担侵害除生命权、身体权和健康权外的人格权

的民事责任，应当考虑行为人和受害人的职业、影响范围、过

错程度，以及行为的目的、方式、后果等因素。 

第九百九十九条 【合理使用他人人格要素】 

为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为的，可以合理使

用民事主体的姓名、名称、肖像、个人信息等；使用不合理侵

害民事主体人格权的，应当依法承担民事责任。 

第一千条 【侵害人格权民事责任的相当性与替代性公布执行

方式】 

行为人因侵害人格权承担消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等

民事责任的，应当与行为的具体方式和造成的影响范围相当。

 行为人拒不承担前款规定的民事责任的，人民法院可以采取

在报刊、网络等媒体上发布公告或者公布生效裁判文书等方式

侵害を受けた場合には、その配偶者、子及び父母は、行為者

に対し民事責任を負うよう法により請求する権利を有する。

死者に配偶者又は子がおらず、かつ、父母がすでに死亡して

いる場合には、その他の近親者は、行為者に対し民事責任を

負うよう法により請求する権利を有する。 

第 995 条 【人格権侵害の民事責任】 

人格権が侵害を受けた場合、被害者は、行為者に対し民事

責任を負うよう本法及びその他の法律の規定により請求する

権利を有する。侵害の停止、妨害の排除、危険の除去、影響

の除去、名誉の回復及び謝罪にかかる被害者による請求権に

は、訴訟時効の規定を適用しない。 

第 996 条 【違約による精神的損害への賠償】 

当事者の一方の違法行為により、相手方の人格権が損なわ

れ、かつ、重大な精神的損害がもたらされ、損害を被った当

事者が当該当事者の一方に対し違約責任の負担を請求するこ

とを選択する場合、損害を受けた当事者が精神的損害賠償を

請求することに影響しない。 

第 997 条 【人格権の侵害停止の禁令】 

民事主体は、行為者が当該民事主体の人格権を侵害する違

法行為を実施しており、又は実施しようとしている旨を証明

する証拠を有し、適時に制止しなければ、当該民事主体の適

法な権益が補填し難い損害を受けることになる場合には、法

により裁判所に対し、行為者に関連行為の停止を命ずる措置

を取るよう申し立てる権利を有する。 

第 998 条 【精神的人格権を侵害する民事責任の負担認定に

おける考慮要素】 

行為者に生命権、身体権、健康権を除く人格権の侵害にか

かる民事責任を負わせることを認定するにあたっては、行為

者及び被害者の職業、影響する範囲及び過失の程度ならびに

行為の目的、方式、結果等の要素を考慮しなければならない。

第 999 条 【他人の人格要素の合理的な使用】 

公共の利益のためニュース報道、世論による監督等の行為

を実施する場合、民事主体の氏名、名称、肖像、個人情報等

を合理的に使用することができる。使用が不合理であること

により民事主体の人格権を侵害した場合、法により民事責任

を負わなければならない。 

第 1000 条 【人格権侵害の民事責任の相当性及び代替公布の

執行方式】 

行為者が人格権を侵害したことにより影響の除去、名誉の

回復、謝罪等の民事責任を負う場合、行為の具体的な方式及

びもたらした影響の範囲に相当しなければならない。 

 行為者が前項所定の民事責任を負うことを拒絶した場合、

裁判所は、新聞・刊行物、インターネット等の媒体において
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执行，产生的费用由行为人负担。 

第一千零一条 【自然人身份权利的保护】 

对自然人因婚姻家庭关系等产生的身份权利的保护，适用本

法第一编、第五编和其他法律的相关规定；没有规定的，可以

根据其性质参照适用本编人格权保护的有关规定。 

第二章 生命权、身体权和健康权 

第一千零二条 【生命权】 

自然人享有生命权。自然人的生命安全和生命尊严受法律保

护。任何组织或者个人不得侵害他人的生命权。 

第一千零三条 【身体权】 

自然人享有身体权。自然人的身体完整和行动自由受法律保

护。任何组织或者个人不得侵害他人的身体权。 

第一千零四条 【健康权】 

自然人享有健康权。自然人的身心健康受法律保护。任何组

织或者个人不得侵害他人的健康权。 

第一千零五条 【物质性人格权受侵害时的法定救助义务】 

自然人的生命权、身体权、健康权受到侵害或者处于其他危

难情形的，负有法定救助义务的组织或者个人应当及时施救。

第一千零六条 【无偿捐献人体细胞、组织、器官和遗体】 

完全民事行为能力人有权依法自主决定无偿捐献其人体细

胞、人体组织、人体器官、遗体。任何组织或者个人不得强迫、

欺骗、利诱其捐献。 

 完全民事行为能力人依据前款规定同意捐献的，应当采用书

面形式，也可以订立遗嘱。 

 自然人生前未表示不同意捐献的，该自然人死亡后，其配偶、

成年子女、父母可以共同决定捐献，决定捐献应当采用书面形

式。 

第一千零七条 【禁止买卖人体细胞、组织、器官和遗体】 

公告を掲載するか発効する裁判文書を公表する等の方式によ

り執行することができ、生ずる費用は行為者が負担する。 

第 1001 条 【自然人の身分権利の保護】 

自然人の婚姻・家族関係等により生ずる身分権利の保護に

は、本法第一編、第五編及びその他の法律の関連規定を適用

する。規定がない場合は、その性質に基づき本編の人格権保

護の関連規定を参照し適用することができる。 

第二章 生命権、身体権及び健康権 

第 1002 条 【生命権】 

自然人は、生命権を享有する。自然人の生命の安全及び生

命の尊厳は、法律による保護を受ける。いかなる組織又は個

人も、他人の生命権を侵害してはならない。 

第 1003 条 【身体権】 

自然人は、身体権を享有する。自然人の身体の完全性及び

行動の自由は、法律による保護を受ける。いかなる組織又は

個人も、他人の身体権を侵害してはならない。 

第 1004 条 【健康権】 

自然人は、健康権を享有する。自然人の身心の健康は、法

律による保護を受ける。いかなる組織又は個人も、他人の健

康権を侵害してはならない。 

第 1005 条 【物理的に人格権が侵害される場合の法定救助義

務】 

自然人の生命権、身体権、健康権が侵害を受け、又はその

他の危難の状況にある場合には、法定の救助義務を負う組織

又は個人は、遅滞なく救援に当たらなければならない。 

第 1006 条 【人体細胞、人体組織、人体器官、遺体の無償提

供】 

完全民事行為能力者は、自らの人体細胞、人体組織、人体

器官、遺体を無償で提供することを法により自主的に決定す

る権利を有する。いかなる組織又は個人も、当該完全民事行

為能力者を強要し、騙し、利益により誘引して提供させては

ならない。 

 完全民事行為能力者は、前項の規定により提供に同意する

場合には、書面形式を採用しなければならないほか、遺言を

することもできる。 

 自然人が生前に提供には同意しない旨を表示していない場

合は、当該自然人が死亡した後、その配偶者、青年の子及び

父母は、提供する旨を共同で決定することができ、提供する

ことを決定するにあたっては、書面形式を採用しなければな

らない。 

第 1007 条 【人体細胞、人体組織、人体器官、遺体の売買禁
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禁止以任何形式买卖人体细胞、人体组织、人体器官、遗体。

违反前款规定的买卖行为无效。 

第一千零八条 【人体临床试验的伦理审查与之情同意权】 

为研制新药、医疗器械或者发展新的预防和治疗方法，需要

进行临床试验的，应当依法经相关主管部门批准并经伦理委员

会审查同意，向受试者或者受试者的监护人告知试验目的、用

途和可能产生的风险等详细情况，并经其书面同意。 

 进行临床试验的，不得向受试者收取试验费用。 

第一千零九条 【从事人体基因、胚胎等医学和科研活动的法

定限制】 

从事与人体基因、人体胚胎等有关的医学和科研活动，应当

遵守法律、行政法规和国家有关规定，不得危害人体健康，不

得违背伦理道德，不得损害公共利益。 

第一千零一十条 【性骚扰的民事责任与单位预防义务】 

违背他人意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对他

人实施性骚扰的，受害人有权依法请求行为人承担民事责任。

 机关、企业、学校等单位应当采取合理的预防、受理投诉、

调查处置等措施，防止和制止利用职权、从属关系等实施性骚

扰。 

第一千零一十一条 【人身自由权】 

以非法拘禁等方式剥夺、限制他人的行动自由，或者非法搜

查他人身体的，受害人有权依法请求行为人承担民事责任。 

第三章 姓名权和名称权 

第一千零一十二条 【姓名权】 

自然人享有姓名权，有权依法决定、使用、变更或者许可他

人使用自己的姓名，但是不得违背公序良俗。 

第一千零一十三条 【名称权】 

法人、非法人组织享有名称权，有权依法决定、使用、变更、

止】 

形式のいかんを問わず、人体細胞、人体組織、人体器官、

遺体を売買することは、禁止する。 

 前項の規定に違反する売買行為は無効とする。 

第 1008 条 【人体の臨床試験にかかる倫理審査とインフォー

ムド・コンセント】 

新薬もしくは医療機器の研究製造又は新たな予防及び治療

の方法の発展のため、臨床試験を行う必要がある場合は、法

により関係所管機関の認可を経て、かつ、倫理委員会の審査・

同意を経て、被験者又は被験者の後見人に対し試験の目的、

用途及び発生するおそれのあるリスク等の詳細な状況につい

て告知した上、その書面による同意を得なければならない。

 臨床試験をする場合には、被験者から試験費用を受け取っ

てはならない。 

第 1009 条 【人体の遺伝子、胚等に関する医学及び科学研究

活動への法定制限】 

人体の遺伝子、人体の胚等に関する医学及び科学研究活動

を行うにあたっては、法律、行政法規及び国の関連規定を遵

守しなければならず、人体の健康を及ぼしてはならず、倫理

道徳に反してはならず、公共の利益を損なってはならない。

第 1010 条 【性的嫌がらせの民事責任と組織の予防義務】 

他人の意思に反し、言語、文字、画像、ジェスチャー等に

より他人に対する性的嫌がらせを実施した場合、被害者は、

行為者に対し法により民事責任の負担を請求する権利を有す

る。 

 機関、企業、学校等の組織は、予防、苦情申立ての受理、

調査処理等の等の合理的な措置を取り、職権、従属関係等を

利用して性的嫌がらせの実施を防止及び制止しなければなら

ない。 

第 1011 条 【人身自由権】 

不法拘禁等の方式により他人の行動の自由を剥奪もしくは

制限し、又は不法に他人の身体に対して捜査した場合には、

被害者は、行為者に対し法により民事責任の負担を請求する

権利を有する。 

第三章 氏名権及び名称権 

第 1012 条 【氏名権】 

自然人は、氏名権を享有し、自己の氏名を法により決定、

使用、変更するか他人に使用を許諾する権利を有するが、公

序良俗に反してはならない。 

第 1013 条 【名称権】 

法人又は非法人組織は、名称権を享有し、自己の名称を法

により決定、使用、変更もしくは譲渡し、又は他人に使用を
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转让或者许可他人使用自己的名称。 

第一千零一十四条 【禁止侵害他人的姓名或名称】 

任何组织或者个人不得以干涉、盗用、假冒等方式侵害他人

的姓名权或者名称权。 

第一千零一十五条 【自然人姓氏的选取】 

自然人应当随父姓或者母姓，但是有下列情形之一的，可以

在父姓和母姓之外选取姓氏： 

 （一）选取其他直系长辈血亲的姓氏； 

 （二）因由法定扶养人以外的人扶养而选取扶养人姓氏； 

 （三）有不违背公序良俗的其他正当理由。 

 少数民族自然人的姓氏可以遵从本民族的文化传统和风俗习

惯。 

第一千零一十六条 【决定、变更姓名、名称及转让名称的规

定】 

自然人决定、变更姓名，或者法人、非法人组织决定、变更、

转让名称的，应当依法向有关机关办理登记手续，但是法律另

有规定的除外。 

  民事主体变更姓名、名称的，变更前实施的民事法律行为

对其具有法律约束力。 

第一千零一十七条 【姓名与名称的扩展保护】 

具有一定社会知名度，被他人使用足以造成公众混淆的笔名、

艺名、网名、译名、字号、姓名和名称的简称等，参照适用姓

名权和名称权保护的有关规定。 

第四章 肖像权 

第一千零一十八条 【肖像权及肖像】 

自然人享有肖像权，有权依法制作、使用、公开或者许可他

人使用自己的肖像。 

 肖像是通过影像、雕塑、绘画等方式在一定载体上所反映的

特定自然人可以被识别的外部形象。 

第一千零一十九条 【肖像权的保护】 

任何组织或者个人不得以丑化、污损，或者利用信息技术手

段伪造等方式侵害他人的肖像权。未经肖像权人同意，不得制

作、使用、公开肖像权人的肖像，但是法律另有规定的除外。

許諾する権利を有する。 

第 1014 条 【他人の氏名又は名称への侵害禁止】 

いかなる組織又は個人も、干渉、盗用、冒用等の方式によ

り他人の氏名権又は名称権を侵害してはならない。 

第 1015 条 【自然人の姓の選択】 

自然人は、父方の姓又は母方の姓を名乗るものとするが、

以下に掲げる事由の一つがある場合、父方及び母方以外の姓

を選ぶことができる。 

（1）他の直系の年長血族の姓を選ぶ場合 

（2）法定扶養者以外の者が扶養することにより扶養者の姓を

選ぶ場合 

（3）公序良俗に反しないその他の正当な理由がある場合 

 少数民族の自然人の姓は、当該民族の文化伝統及び風習・

習慣に従うことができる。 

第 1016 条 【氏名、名称の決定、変更及び名称の譲渡に関す

る規定】 

自然人は氏名を決定もしくは変更するか、法人もしくは非

法人組織は名称を決定、変更、譲渡する場合、法により関係

機関に登記手続きをしなければならない。ただし、法律に別

段の規定がある場合を除く。 

 民事主体が氏名又は名称を変更する場合は、変更前に実施

された民事法律行為は、当該民事主体に対し法的拘束力を有

する。 

第 1017 条 【氏名と名称の保護の拡張】 

一定の社会的知名度があり、他人に使用されれば公衆に混

同させるに足るペンネーム、芸名、ハンドルネーム、訳名、

屋号ならびに氏名及び名称の略称等には、氏名権及び名称権

の保護にかかる関連規定を参照し適用する。 

第四章 肖像権 

第 1018 条 【肖像権及び肖像】 

自然人は、肖像権を享有し、自己の肖像を法により作成、

使用、もしくは公開するか、他人に使用を許諾する権利を有

する。 

 肖像とは、映像、彫刻、絵画等により一定の媒体において

伝達される、特定の自然人が識別され得る外的イメージをい

う。 

第 1019 条 【肖像権の保護】 

いかなる組織又は個人も、滑稽化、汚損又は情報技術手段

の利用による偽造等の方式によって他人の肖像権を侵害して

はならない。肖像権者の同意を得ずに肖像権者の肖像を作成、

使用、公開してはならない。ただし、法律に別段の規定があ

る場合を除く。 
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 未经肖像权人同意，肖像作品权利人不得以发表、复制、发

行、出租、展览等方式使用或者公开肖像权人的肖像。 

第一千零二十条 【肖像权的合理使用】 

合理实施下列行为的，可以不经肖像权人同意： 

 （一）为个人学习、艺术欣赏、课堂教学或者科学研究，在

必要范围内使用肖像权人已经公开的肖像； 

 （二）为实施新闻报道，不可避免地制作、使用、公开肖像

权人的肖像； 

 （三）为依法履行职责，国家机关在必要范围内制作、使用、

公开肖像权人的肖像； 

 （四）为展示特定公共环境，不可避免地制作、使用、公开

肖像权人的肖像； 

 （五）为维护公共利益或者肖像权人合法权益，制作、使用、

公开肖像权人的肖像的其他行为。 

第一千零二十一条 【肖像许可使用合同的解释】 

当事人对肖像许可使用合同中关于肖像使用条款的理解有争

议的，应当作出有利于肖像权人的解释。 

第一千零二十二条 【肖像许可使用合同期限】 

当事人对肖像许可使用期限没有约定或者约定不明确的，任

何一方当事人可以随时解除肖像许可使用合同，但是应当在合

理期限之前通知对方。 

 当事人对肖像许可使用期限有明确约定，肖像权人有正当理

由的，可以解除肖像许可使用合同，但是应当在合理期限之前

通知对方。因解除合同造成对方损失的，除不可归责于肖像权

人的事由外，应当赔偿损失。 

第一千零二十三条 【姓名、声音等的许可使用参照肖像许可

使用】 

对姓名等的许可使用，参照适用肖像许可使用的有关规定。

 对自然人声音的保护，参照适用肖像权保护的有关规定。 

第五章 名誉权和荣誉权 

第一千零二十四条 【名誉权；名誉】 

民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤

等方式侵害他人的名誉权。 

 名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。

 肖像権者の同意を得ずに、肖像作品の権利者は、発表、複

製、発行、賃貸、展覧等の方式により肖像権者の肖像を使用

又は公開してはならない。 

第 1020 条 【肖像権の合理的使用】 

以下に掲げる行為を合理的に実施する場合には、肖像権者

の同意を得なくともよい。 

（1）個人による学習、芸術鑑賞、教室講義又は科学研究のた

め、肖像権者のすでに公開されている肖像を必要な範囲内で

使用する行為 

（2）ニュース報道の実施のため、肖像権者の肖像を不可避的

に作成、使用、公開する行為 

（3）法により職責履行のため、国家機関が肖像権者の肖像を

必要な範囲内において作成、使用、公開する行為 

（4）特定の公共の環境を表示するため、肖像権者の肖像を不

可避的に作成、使用、公開する行為 

（5）公共の利益又は肖像権者の適法な権益を維持・保護する

ため、像権者の肖像を作成、使用、公開するその他の行為 

第 1021 条 【肖像使用許諾契約の解釈】 

当事者は、肖像使用許諾契約における肖像使用条項に関す

る理解をめぐり紛争がある場合、肖像権者にとり有利となる

解釈をしなければならない。 

第 1022 条 【肖像使用許諾契約の期間】 

当事者は、肖像使用許諾期間について約定しないか、約定

が不明確である場合には、いずれの一方も、随時肖像使用許

諾契約を解除することができる。ただし、合理的な期間を残

して相手方に通知しなければならない。 

 当事者は、肖像使用許諾期間について明確な約定がなく、

肖像権者に正当な理由がある場合には、肖像使用許諾契約を

解除することができる。ただし、合理的な期間を残して相手

方に通知しなければならない。契約の解除により相手方に損

失をもたらした場合、肖像権者の責に帰することができない

事由を除き、損失を賠償しなければならない。 

第 1023 条 【氏名、声等の許可使用への肖像許諾使用の参照】

氏名等に対する使用許諾には、肖像使用許諾の関連規定を

参照し適用する。 

 自然人の声に対する保護については、肖像権保護の関連規

定を参照し適用する。 

第五章 名誉権及び栄誉権 

第 1024 条 【名誉権、名誉】 

民事主体は、名誉権を享有する。いかなる組織又は個人も、

侮辱、誹謗等により他人の名誉権を侵害してはならない。 

名誉は、民事主体の品性、名声、才能、信用等に対する社
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第一千零二十五条 【新闻报道、舆论监督影响他人名誉不承

担民事责任及其例外】 

行为人为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为，影响他

人名誉的，不承担民事责任，但是有下列情形之一的除外： 

 （一）捏造、歪曲事实； 

 （二）对他人提供的严重失实内容未尽到合理核实义务； 

 （三）使用侮辱性言辞等贬损他人名誉。 

第一千零二十六条 【认定是否尽到合理审查义务的考虑因素】

认定行为人是否尽到前条第二项规定的合理核实义务，应当

考虑下列因素： 

 （一）内容来源的可信度； 

 （二）对明显可能引发争议的内容是否进行了必要的调查；

 （三）内容的时限性； 

 （四）内容与公序良俗的关联性； 

 （五）受害人名誉受贬损的可能性； 

 （六）核实能力和核实成本。 

第一千零二十七条 【文学、艺术作品侵害名誉权认定与例外】

行为人发表的文学、艺术作品以真人真事或者特定人为描述

对象，含有侮辱、诽谤内容，侵害他人名誉权的，受害人有权

依法请求该行为人承担民事责任。 

 行为人发表的文学、艺术作品不以特定人为描述对象，仅其

中的情节与该特定人的情况相似的，不承担民事责任。 

第一千零二十八条 【媒体报道内容失实侵害名誉权】 

民事主体有证据证明报刊、网络等媒体报道的内容失实，侵

害其名誉权的，有权请求该媒体及时采取更正或者删除等必要

措施。 

第一千零二十九条 【信用权】 

民事主体可以依法查询自己的信用评价；发现信用评价不当

的，有权提出异议并请求采取更正、删除等必要措施。信用评

价人应当及时核查，经核查属实的，应当及时采取必要措施。

会的評価である。 

第 1025 条 【ニュース報道、世論による監督が他人の名誉に

影響を及ぼした場合の民事責任負担免除とその例外】 

行為者は、公共の利益のためにニュース報道、世論による

監督等の行為を実施して他人の名誉に影響を及ぼした場合に

は、民事責任を負わない。ただし、以下に掲げる事由の一つ

がある場合を除く。 

（1）事実を捏造又は歪曲した場合 

（2）他人が提供した事実と著しく異なる内容に対し、合理的

な事実確認義務を尽くさなかった場合 

（3）侮辱的な言葉等を使用して他人の名誉を毀損した場合 

第 1026 条 【合理的審査義務を尽くしたかどうかの認定にお

いて考慮する要素】 

行為者が前条第（2）号所定の合理的な事実確認の義務を履

行したか否かを認定するにあたっては、以下に掲げる要素を

考慮しなければならない。 

（1）内容の由来が信用できるかどうか 

（2）明らかに紛争を引き起こす可能性のある内容について必

要な調査をしたか 

（3）内容が時間的制約のあるものかどうか 

（4）内容の公序良俗との関連姓 

（5）被害者の名誉が毀損される可能性 

（6）事実確認能力及び事実確認にかかるコスト 

第 1027 条 【文学、芸術作品による名誉権侵害の認定と例外】

行為者が発表する文学又は芸術作品が実人物や事実又は特

定の人物を描写の対象とし、侮辱又は誹謗の内容を含み、他

人の名誉権を侵害した場合、被害者は、当該行為者に対し法

により民事責任の負担を請求する権利を有する。 

 行為者が発表する文学又は芸術作品が、特定者を描写の対

象とせず、それらのあらすじのみがその特定の人物の状況と

相似する場合は、民事責任を負わない。 

第 1028 条 【媒体の事実と異なる報道内容による名誉権侵

害】 

 民事主体は、新聞・刊行物、インターネット等の媒体によ

り報道された内容が事実と異なり、自らの名誉権を侵害した

旨を証明する証拠がある場合、当該媒体に対し遅滞なく訂正

又は削除等の必要な措置を取るよう請求する権利を有する。

第 1029 条 【信用権】 

民事主体は、法により自己の信用評価を照会することがで

きる。信用評価が不当であることを発見した場合、異議を提

起し、訂正、削除等の必要な措置を取るよう請求する権利を

有する。信用評価者は、遅滞なく調査照合しなければならず、

調査照合の結果事実である場合は、遅滞なく必要な措置を取
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第一千零三十条 【信用权准用个人信息保护的规定】 

民事主体与征信机构等信用信息处理者之间的关系，适用本

编有关个人信息保护的规定和其他法律、行政法规的有关规定。

第一千零三十一条 【荣誉权】 

民事主体享有荣誉权。任何组织或者个人不得非法剥夺他人

的荣誉称号，不得诋毁、贬损他人的荣誉。 

 获得的荣誉称号应当记载而没有记载的，民事主体可以请求

记载；获得的荣誉称号记载错误的，民事主体可以请求更正。

第六章 隐私权和个人信息保护 

第一千零三十二条 【隐私权及隐私】 

自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、

泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。 

 隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空

间、私密活动、私密信息。 

第一千零三十三条 【侵害隐私权的方式】 

除法律另有规定或者权利人明确同意外，任何组织或者个人

不得实施下列行为： 

 （一）以电话、短信、即时通讯工具、电子邮件、传单等方

式侵扰他人的私人生活安宁； 

 （二）进入、拍摄、窥视他人的住宅、宾馆房间等私密空间；

 （三）拍摄、窥视、窃听、公开他人的私密活动； 

 （四）拍摄、窥视他人身体的私密部位； 

 （五）处理他人的私密信息； 

 （六）以其他方式侵害他人的隐私权。 

第一千零三十四条 【个人信息保护】 

自然人的个人信息受法律保护。 

 个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他

信息结合识别特定自然人的各种信息，包括自然人的姓名、出

生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电

子邮箱、健康信息、行踪信息等。 

 个人信息中的私密信息，适用有关隐私权的规定；没有规定

らなければならない。 

第 1030 条 【信用権への個人情報保護に関する規定の準用】

民事主体と信用調査機関等の信用情報処理者との関係に

は、本編の個人情報保護に関する規定及びその他の法律及び

法律法規の関連規定を適用する。 

第 1031 条 【栄誉権】 

民事主体は、栄誉権を享有する。いかなる組織又は個人も、

不法に他人の栄誉称号を剥奪してはならず、他人の栄誉を中

傷したり毀損してはならない。 

 取得した栄誉称号が記載されるべきであるにもかかわらず

記載されていない場合、民事主体は記載を請求することがで

きる。取得した栄誉称号の記載が誤っている場合、民事主体

は訂正を請求することができる。 

第六章 プライバシー権及び個人情報の保護 

第 1032 条 【プライバシー権及びプライバシー】 

自然人は、プライバシー権を享有する。いかなる組織又は

個人も、偵察、侵入、漏洩、公開等により他人のプライバシ

ー権を侵害してはならない。 

 プライバシーとは、自然人の私生活の平穏、他人に知られ

たくない私的空間、私的活動、私的情報をいう。 

第 1033 条 【プライバシー権侵害の方式】 

法律に別段の規定があるか、権利者が明確に同意した場合

を除き、いかなる組織又は個人も、以下に掲げる行為を実施

してはならない。 

（1）電話、ショートメッセージ、インスタントメッセンジャ

ー、電子メール、宣伝ビラ等の方式により他人の私生活の平

穏を侵犯する行為 

（2）他人の住宅、ホテルの部屋等の私的空間に立ち入り、撮

影、窃視する行為 

（3）他人の私的活動を撮影、窃視、盗聴、公開する行為 

（4）他人の身体の私的部位を撮影、窃視する行為 

（5）他人の私的情報を処理する行為 

（6）その他の方式により他人のプライバシー権を侵害する行

為 

第 1034 条 【個人情報の保護】 

自然人の個人情報は、法律による保護を受ける。 

 個人情報は、電子その他の方式により記録された、単独又

はその他の情報と結合した形で、特定の自然人を識別するこ

とのできる各種の情報である。これには、自然人の氏名、出

生日、身分証明書番号、生体認証情報、住所、電話番号、電

子メール、健康情報、行動歴情報等を含む。 

 個人情報中の私的情報にはプライバシー権に関する規定を

適用する。規定がない場合、個人情報保護に関する規定を適
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的，适用有关个人信息保护的规定。 

第一千零三十五条 【个人信息处理的限制】 

处理个人信息的，应当遵循合法、正当、必要原则，不得过

度处理，并符合下列条件： 

 （一）征得该自然人或者其监护人同意，但是法律、行政法

规另有规定的除外； 

 （二）公开处理信息的规则； 

 （三）明示处理信息的目的、方式和范围； 

 （四）不违反法律、行政法规的规定和双方的约定。 

 个人信息的处理包括个人信息的收集、存储、使用、加工、

传输、提供、公开等。 

第一千零三十六条 【处理个人信息的免责事由】 

处理个人信息，有下列情形之一的，行为人不承担民事责任：

 （一）在该自然人或者其监护人同意的范围内合理实施的行

为； 

 （二）合理处理该自然人自行公开的或者其他已经合法公开

的信息，但是该自然人明确拒绝或者处理该信息侵害其重大利

益的除外； 

 （三）为维护公共利益或者该自然人合法权益，合理实施的

其他行为。 

第一千零三十七条 【个人信息决定权】 

自然人可以依法向信息处理者查阅或者复制其个人信息；发

现信息有错误的，有权提出异议并请求及时采取更正等必要措

施。 

 自然人发现信息处理者违反法律、行政法规的规定或者双方

的约定处理其个人信息的，有权请求信息处理者及时删除。 

第一千零三十八条 【个人信息安全】 

信息处理者不得泄露或者篡改其收集、存储的个人信息；未

经自然人同意，不得向他人非法提供其个人信息，但是经过加

工无法识别特定个人且不能复原的除外。 

 信息处理者应当采取技术措施和其他必要措施，确保其收集、

存储的个人信息安全，防止信息泄露、篡改、丢失；发生或者

可能发生个人信息泄露、篡改、丢失的，应当及时采取补救措

施，按照规定告知自然人并向有关主管部门报告。 

用する。 

第 1035 条 【個人情報処理の制限】 

個人情報を処理する場合は、適法性、正当性、必要性の原

則を遵守し、過度の処理をしてはならず、以下に掲げる条件

に適合しなければならない。 

（1）当該自然人又はその後見人の同意を取得する。ただし、

法律、行政法規に別段の規定がある場合を除く。 

（2）情報処理にかかる規則を公開する。 

（3）情報処置の目的、方式及び範囲を明示する。 

（4）法律、行政法規の規定及び双方の約定に違反しない。 

 個人情報の処理には、個人情報の収集、保存、使用、加工、

伝送、提供、公開等を含む。 

第 1036 条 【個人情報処理の免責事由】 

個人情報を処理するにあたり、以下に掲げる事由の一つが

ある場合、行為者は民事責任を負わない。 

（1）当該自然人又はその後見人が同意する範囲内で合理的に

実施する行為 

（2）当該自然人が自ら公開するか、すでに適法に公開されて

いるその他の情報を合理的に処理する行為。ただし、当該自

然人が明確に拒絶しているか、当該情報の処理がその重大な

利益を侵害する場合を除く。 

（3）公共の利益又は当該自然人の適法な権益を維持保護する

ため、合理的に実施するその他の行為 

第 1037 条 【個人情報の決定権】 

自然人は、法により情報処理者から自らの個人情報を閲覧

するか、複製することができる。情報に誤りがあることを発

見した場合、自然人は異議を提起し、かつ、遅滞なく訂正等

の必要な措置を取るよう請求する権利を有する。 

 自然人は、情報処理者が法律、行政法規の規定又は双方の

約定に違反して自らの個人情報を処理したことを発見した場

合、情報処理者に対し遅滞なく削除するよう請求する権利を

有する。 

第 1038 条 【個人情報の安全】 

情報処理者は、自らが収集又は保存する個人情報を漏えい

又は改ざんしてはならない。また、自然人の同意を得ずに他

人に対し不法にその個人情報を提供してはならない。ただし、

加工した後、特定の個人の識別が不能となり、かつ復元でき

なくなっている場合を除く。 

 情報処理者は、技術措置その他の必要な措置を取り、自ら

が収集又は保存する個人情報の安全を確実に保証し、情報の

漏えい、改ざん、紛失を防止しなければならない。個人情報

の漏えい、改ざん、紛失が発生するか、発生するおそれのあ

る場合には、遅滞なく救済措置を取り、規定に従い自然人に

知らせた上、関係所管機関にも報告しなければならない。 
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第一千零三十九条 【国家机关及其工作人员对个人信息的的

保密义务】 

国家机关、承担行政职能的法定机构及其工作人员对于履行

职责过程中知悉的自然人的隐私和个人信息，应当予以保密，

不得泄露或者向他人非法提供。 

第五编 婚姻家庭 

第一章 一般规定 

第一千零四十条 【婚姻家庭编的调整范围】 

本编调整因婚姻家庭产生的民事关系。 

第一千零四十一条 【我国的婚姻制度及保护的权益】 

婚姻家庭受国家保护。 

 实行婚姻自由、一夫一妻、男女平等的婚姻制度。 

 保护妇女、未成年人、老年人、残疾人的合法权益。 

第一千零四十二条 【禁止的婚姻家庭行为】 

禁止包办、买卖婚姻和其他干涉婚姻自由的行为。禁止借婚

姻索取财物。 

 禁止重婚。禁止有配偶者与他人同居。 

 禁止家庭暴力。禁止家庭成员间的虐待和遗弃。 

第一千零四十三条 【优良家风、家庭美德与家庭文化建设；

婚姻家庭关系】 

家庭应当树立优良家风，弘扬家庭美德，重视家庭文明建设。

 夫妻应当互相忠实，互相尊重，互相关爱；家庭成员应当敬

老爱幼，互相帮助，维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。

第一千零四十四条 【收养的原则与禁止性规定】 

收养应当遵循 有利于被收养人的原则，保障被收养人和收

养人的合法权益。 

 禁止借收养名义买卖未成年人。 

第一千零四十五条 【亲属、近亲属与家庭成员】 

亲属包括配偶、血亲和姻亲。 

 配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、

外孙子女为近亲属。 

第 1039 条 【国家機関及びその職員の個人情報に対する秘密

保持義務】 

国家機関又は行政機能を負う法定機関及びその職員は、職

責を履行する過程において知り得た自然人のプライバシー及

び個人情報につき秘密を保持しなければならず、漏えい又は

他人への不法な提供をしてはならない。 

第五編 婚姻・家庭 

第一章 一般規定 

第 1040 条 【婚姻・家庭編の調整範囲】 

本編は、婚姻・家庭に起因して生じる民事関係を調整する。

第 1041 条 【中国の婚姻制度及び保護する権益】 

婚姻・家庭は国の保護を受ける。 

 婚姻の自由、一夫一婦制、男女平等の婚姻制度を実行する。

 女性、未成年者、高齢者、障害者の適法な権益を保護する。

第 1042 条 【禁止する婚姻・家庭行為】 

第三者が取り決めた婚姻及び売買婚その他婚姻の自由に干

渉する行為は禁止する。婚姻を口実に財物を要求することを

禁止する。 

 重婚を禁止する。配偶者のある者が他人と同居することを

禁止する。 

 家庭内暴力を禁止する。家族同士での虐待及び遺棄を禁止

する。 

第 1043 条 【優良な家風、家庭の美徳と家庭文化の構築、婚

姻・家庭関係】 

家庭においては、優良な家風を確立し、家庭の美徳を発揚

し、家庭におけるマナー・素養の構築を重視しなければなら

ない。 

 夫婦は互いに忠実であり、相互に尊重し合い、思いやりを

持たなければならない。家族は高齢者を敬い子供を愛しみ、

相互に助け合い、平等で仲良く、文明的な婚姻・家庭関係を

維持・保護しなければならない。 

第 1044 条 【養子縁組の原則と禁止規定】 

養子縁組は、養子となる者に も有利となることを原則に、

養子となる者及び養親となる者の適法な権益を保障しなけれ

ばならない。 

 養子縁組の名を借りて未成年者を売買することは禁止す

る。 

第 1045 条 【親族、近親族、家族】 

親族には、配偶者、血族及び姻族を含む。 

 配偶者、父母、子、兄弟姉妹、祖父母、外祖父母、孫、外

孫を、近親者とする。 
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 配偶、父母、子女和其他共同生活的近亲属为家庭成员。 

第二章 结婚 

第一千零四十六条 【结婚自愿】 

结婚应当男女双方完全自愿，禁止任何一方对另一方加以强

迫，禁止任何组织或者个人加以干涉。 

第一千零四十七条 【法定婚龄】 

结婚年龄，男不得早于二十二周岁，女不得早于二十周岁。

第一千零四十八条 【禁止结婚的情形】 

直系血亲或者三代以内的旁系血亲禁止结婚。 

第一千零四十九条 【结婚登记】 

要求结婚的男女双方应当亲自到婚姻登记机关申请结婚登

记。符合本法规定的，予以登记，发给结婚证。完成结婚登记，

即确立婚姻关系。未办理结婚登记的，应当补办登记。 

第一千零五十条 【男女双方互为家庭成员】 

登记结婚后，按照男女双方约定，女方可以成为男方家庭的

成员，男方可以成为女方家庭的成员。 

第一千零五十一条 【婚姻无效的情形】 

有下列情形之一的，婚姻无效： 

 （一）重婚； 

 （二）有禁止结婚的亲属关系； 

 （三）未到法定婚龄 

第一千零五十二条 【受胁迫婚姻的撤销】 

因胁迫结婚的，受胁迫的一方可以向人民法院请求撤销婚姻。

 请求撤销婚姻的，应当自胁迫行为终止之日起一年内提出。

 被非法限制人身自由的当事人请求撤销婚姻的，应当自恢复

人身自由之日起一年内提出。 

第一千零五十三条 【重大疾病如实告知义务】 

一方患有重大疾病的，应当在结婚登记前如实告知另一方；

不如实告知的，另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。 

 请求撤销婚姻的，应当自知道或者应当知道撤销事由之日起

 配偶者、父母、子と共同生活するその他の近親者は、家族

とする。 

第二章 結婚 

第 1046 条 【結婚の自由意思】 

結婚は、男女双方の完全な自由意思によるものとし、いず

れの一方も他方に対して強迫をしてはならず、いかなる組織

又は個人も干渉することを禁止する。 

第 1047 条 【法定結婚年齢】 

結婚する年齢は、男性は 22 歳を下回ってはならず、女性は

20 歳を下回ってはならない。 

第 1048 条 【結婚を禁止する事由】 

直系血族同士又は 3代以内の傍系血族同士が結婚すること

は禁止する。 

第 1049 条 【結婚登記】 

結婚しようとする男女双方は、自ら婚姻登記機関に出向い

て結婚登記を申請しなければならない。本法規定に適合する

ものには登記し、結婚証を発給する。結婚登記が完了するこ

とによりただちに婚姻関係が確立する。結婚登記手続きを行

っていない場合、事後登記手続きをしなければならない。 

第 1050 条 【男女双方が相手の家族となることの可能】 

結婚登記をした後、男女双方の約定に従い、女性は男性側

の家族となることができ、男性は女性側の家族となることが

できる。 

第 1051 条 【婚姻が無効となる事由】 

以下に掲げる事由の一つがある場合、婚姻は無効とする。

（1）重婚 

（2）結婚が禁止される親族関係にある場合 

（3）法定結婚年齢に達していない場合 

第 1052 条 【強迫された結婚の取消し】 

強迫されて結婚した場合、強迫を受けた一方は、裁判所に

婚姻の取消しを請求することができる。 

 婚姻の取消しを請求する場合、強迫行為が終了した日から

1年以内に申し立てなければならない。 

 不法に人身の自由を制限された当事者が婚姻の取消しを請

求する場合は、人身の自由を回復した日から 1年以内に申し

立てなければならない。 

第 1053 条 【重大疾病について事実通りに告知する義務】 

一方が重大な疾病に罹患している場合、結婚の登記をする

前に、事実通りに他方に知らせなければならない。事実通り

に知らせなかった場合、他方は、裁判所に婚姻の取消しを申
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一年内提出。 

第一千零五十四条 【婚姻无效或被撤销的法律后果】 

无效的或者被撤销的婚姻自始没有法律约束力，当事人不具

有夫妻的权利和义务。同居期间所得的财产，由当事人协议处

理；协议不成的，由人民法院根据照顾无过错方的原则判决。

对重婚导致的无效婚姻的财产处理，不得侵害合法婚姻当事人

的财产权益。当事人所生的子女，适用本法关于父母子女的规

定。 

 婚姻无效或者被撤销的，无过错方有权请求损害赔偿。 

第三章 家庭关系 

第一节 夫妻关系 

第一千零五十五条 【夫妻平等】 

夫妻在婚姻家庭中地位平等。 

第一千零五十六条 【夫妻姓名权】 

夫妻双方都有各自使用自己姓名的权利。 

第一千零五十七条 【夫妻人身自由权】 

夫妻双方都有参加生产、工作、学习和社会活动的自由，一

方不得对另一方加以限制或者干涉。 

第一千零五十八条 【父母对未成年子女抚养、教育和保护的

权利义务】 

夫妻双方平等享有对未成年子女抚养、教育和保护的权利，

共同承担对未成年子女抚养、教育和保护的义务。 

第一千零五十九条 【夫妻双方家事代理权及限制】 

夫妻有相互扶养的义务。 

 需要扶养的一方，在另一方不履行扶养义务时，有要求其给

付扶养费的权利。 

第一千零六十条 【夫妻遗产继承权】 

夫妻一方因家庭日常生活需要而实施的民事法律行为，对夫

妻双方发生效力，但是夫妻一方与相对人另有约定的除外。 

 夫妻之间对一方可以实施的民事法律行为范围的限制，不得

对抗善意相对人。 

し立てることができる。 

 婚姻の取消しを請求する場合、取消しの自由を知るか、知

り得るべき日から 1年以内に申し立てなければならない。 

第 1054 条 【婚姻の無効又は取消しの法的結果】 

無効か取り消された婚姻は、はじめから法的拘束がなかっ

たものとし、当事者は夫婦の権利及び義務を持たない。同居

期間中に取得した財産は、当事者が協議により処理する。協

議が不調となる場合、裁判所が過失のない当事者に配慮する

原則に基づき判決する。重婚によりもたらされた無効な婚姻

にかかる財産の処理は、適法な婚姻当事者の財産権益を侵害

してはならない。当事者が生んだ子には、父母・子に関する

本法の規定を適用する。 

 婚姻が無効となるか、取り消された場合、過失のない当事

者は、損害賠償を請求する権利を有する。 

第三章 家族の関係 

第一節 夫婦関係 

第 1055 条 【夫婦の平等】 

婚姻・家庭における夫婦の地位は平等である。 

第 1056 条 【夫婦の氏名権】 

夫婦双方は、いずれも自己の氏名をそれぞれ使用する権利

を有する。 

第 1057 条 【夫婦の人身自由権】 

夫婦双方はいずれも生産、仕事、学習及び社会活動に参加

する自由を有し、一方は他方に対し制限又は干渉してはなら

ない。 

第 1058 条 【父母の未成年の子に対する養育、教育、保護の

権利義務】 

夫婦双方は、未成年の子を養育、教育、保護する権利を平

等に享有し、未成年の子に対して養育、教育、保護する義務

を共同で負う。 

第 1059 条 【夫婦の扶養義務】 

夫婦は、相互に扶養する義務を有する。 

 扶養を必要とする一方は、他方が扶養義務を履行しない場

合には扶養費を支払うよう他方に要求する権利を有する。 

第 1060 条 【夫婦双方の家庭事項代理権及び制限】 

夫婦の一方が家庭の日常生活の必要から実施する民事法律

行為は、夫婦双方に対して効力を生ずる。ただし、夫婦の一

方と相手方とに別段の規定がある場合を除く。 

 夫婦間で、一方が実施することができる民事法律行為の範

囲に対する制限は、善意の相手方に対抗することができない。
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第一千零六十一条 【夫妻遗产继承权】 

夫妻有相互继承遗产的权利。 

第一千零六十二条 【夫妻共同财产】 

夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，为夫妻的共同财

产，归夫妻共同所有： 

 （一）工资、奖金、劳务报酬； 

 （二）生产、经营、投资的收益； 

 （三）知识产权的收益； 

 （四）继承或者受赠的财产，但是本法第一千零六十三条第

三项规定的除外； 

 （五）其他应当归共同所有的财产。 

 夫妻对共同财产，有平等的处理权。 

第一千零六十三条 【夫妻个人财产】 

下列财产为夫妻一方的个人财产： 

 （一）一方的婚前财产； 

 （二）一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿； 

 （三）遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产； 

 （四）一方专用的生活用品； 

 （五）其他应当归一方的财产。 

第一千零六十四条 【夫妻共同债务】 

夫妻双方共同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所

负的债务，以及夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家

庭日常生活需要所负的债务，属于夫妻共同债务。 

 夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活

需要所负的债务，不属于夫妻共同债务；但是，债权人能够证

明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方

共同意思表示的除外。 

第一千零六十五条 【夫妻财产约定制】 

男女双方可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财

产归各自所有、共同所有或者部分各自所有、部分共同所有。

约定应当采用书面形式。没有约定或者约定不明确的，适用本

法第一千零六十二条、第一千零六十三条的规定。 

 夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产的约定，

对双方具有法律约束力。 

 夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产约定归各自所有，夫或

者妻一方对外所负的债务，相对人知道该约定的，以夫或者妻

一方的个人财产清偿。 

第 1061 条 【夫婦の遺産相続権】 

夫婦は、相互に遺産を相続する権利を有する。 

第 1062 条 【夫婦の共同財産】 

夫婦が婚姻関係の存続期間において取得する以下に掲げる

財産は、夫婦の共同財産とし、夫婦の共同財産とし、夫婦の

共同所有に帰する。 

（1）賃金、賞与、役務報酬 

（2）生産、経営、投資による収益 

（3）知的財産権による収益 

（4）相続又は贈与を受けた財産、ただし、本法第 1063 条 

第（3）号所定のものを除く。 

（5）共同財産に帰するべきその他の財産 

 夫婦は共同財産に対し、平等な処理権を有する。 

第 1063 条 【夫婦の個人財産】 

以下に掲げる財産は、夫婦の一方の個人財産とする。 

（1）一方の婚姻前の財産 

（2）一方が人身上の損害を受けたことにより取得する賠償又

は補償 

（3）遺言又は贈与契約において、一方のみに帰する旨が確定

された財産 

（4）一方が専用する生活用品 

（5）一方に帰するべきその他の財産 

第 1064 条 【夫婦の共同債務】 

夫婦双方が共同で署名したか、夫婦の一方が事後に追認す

る等共同の意思表示によって負う債務及び夫婦の一方が婚姻

関係の存続期間において個人の名義により家族の日常生活の

必要のために負う債務は、夫婦共同債務に属する。 

 夫婦の一方が婚姻関係の存続期間において個人の名義によ

り家庭の日常生活の必要を超えて負う債務は、夫婦共同債務

に属しない。ただし、債権者が当該債務が夫婦の共同生活も

しくは共同生産経営に用いられるか、夫婦双方の共同の意思

表示に基づくことを証明することができる場合を除く。 

第 1065 条 【夫婦財産の約定制】 

男女双方は、婚姻関係の存続期間において取得する財産及

び婚姻前の財産について、各自の所有、共同所有、又は一部

を各自の所有とし、一部を共同所有に帰する旨を約定するこ

とができる。約定には書面形式を採用しなければならない。

約定していないか、約定が不明確な場合には、本法第 1062 条

又は第 1063 条の規定を適用する。 

 婚姻関係の存続期間において取得する財産及び婚姻前の財

産に対する夫婦の約定は、双方に対し法的拘束力を有する。

 夫婦が婚姻関係の存続期間において取得する財産について

各自の所有に帰する旨を約定し、夫又は妻の一方が対外的に

負う債務について、相手方が当該約定を知っている場合、夫
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第一千零六十六条 【婚内分割夫妻共同财产请求权】 

婚姻关系存续期间，有下列情形之一的，夫妻一方可以向人

民法院请求分割共同财产： 

 （一）一方有隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产

或者伪造夫妻共同债务等严重损害夫妻共同财产利益的行为；

 （二）一方负有法定扶养义务的人患重大疾病需要医治，另

一方不同意支付相关医疗费用。 

第二节 父母子女关系和其他近亲属关系 

第一千零六十七条 【父母与子女间的抚养赡养义务】 

父母不履行抚养义务的，未成年子女或者不能独立生活的成

年子女，有要求父母给付抚养费的权利。 

 成年子女不履行赡养义务的，缺乏劳动能力或者生活困难的

父母，有要求成年子女给付赡养费的权利。 

第一千零六十八条 【父母对未成年子女的教育和保护义务】

父母有教育、保护未成年子女的权利和义务。未成年子女造

成他人损害的，父母应当依法承担民事责任。 

第一千零六十九条 【子女尊重父母的婚姻权利及赡养义务】

子女应当尊重父母的婚姻权利，不得干涉父母离婚、再婚以

及婚后的生活。子女对父母的赡养义务，不因父母的婚姻关系

变化而终止。 

第一千零七十条 【遗产继承权】 

父母和子女有相互继承遗产的权利。 

第一千零七十一条 【非婚生子女权利】 

非婚生子女享有与婚生子女同等的权利，任何组织或者个人

不得加以危害和歧视。 

 不直接抚养非婚生子女的生父或者生母，应当负担未成年子

女或者不能独立生活的成年子女的抚养费。 

第一千零七十二条 【继父母子女之间权利义务】 

继父母与继子女间，不得虐待或者歧视。 

 继父或者继母和受其抚养教育的继子女间的权利义务关系，

又は妻の一方個人の財産により弁済する。 

第 1066 条 【婚姻関係期間内の夫婦の共同財産分割請求権】

婚姻関係の存続期間において、以下に掲げる事由の一つが

ある場合、夫婦の一方は、裁判所に対し共同財産の分割を請

求することができる。 

（1）一方が夫婦共同財産の隠匿、移転、換価、毀損もしくは

浪費又は夫婦共同債務の偽造等、夫婦共同財産の利益が著し

く損なわれる行為をした場合 

（2）法定の扶養義務を負う一方が重大な疾病に罹患して治療

を必要とする場合において、他方が関連の医療費の支払いに

同意しない場合 

第二節 父母・子の関係及びその他の近親者の関係 

第 1067 条 【父母と子の間の養育義務】 

父母が養育義務を履行しない場合、未成年の子又は独立し

て生活することのできない成年の子は、養育費の給付を父母

に要求する権利を有する。 

 成年の子が扶養義務を履行しない場合、労働能力を欠くか、

生活が困難である父母は、扶養費を給付するよう成年の子に

要求する権利を有する。 

第 1068 条 【父母の未成年の子に対する教育と保護の義務】

父母は、未成年の子を教育し、保護する権利及び義務を有

する。未成年の子が他人に損害をもたらした場合、父母は、

法により民事責任を負わなければならない。 

第 1069 条 【子の父母の婚姻の権利の尊重及び父母に対する

扶養義務】 

子は、父母の婚姻の権利を尊重しなければならず、父母の

離婚、再婚及び婚姻後の生活に干渉してはならない。父母に

対する子の扶養義務は、父母の婚姻関係の変化によって終了

しない。 

第 1070 条 【遺産相続権】 

父母及び子は、相互に遺産を相続する権利を有する。 

第 1071 条 【非嫡出子の権利】 

非嫡出子は、嫡出子と同等の権利を享有するものとし、い

かなる組織又は個人も、脅かしたり、差別をしてはならない。

 非嫡出子を直接養育しない実父又は実母は、未成年の子又

は独立して生活することができない成年の子の養育費を負担

しなければならない。 

第 1072 条 【継父母、継子の間の権利義務】 

継父母と継子の間において、虐待又は差別をしてはならな

い。 

 継父又は継母とその養育・教育を受ける継子との間の権利
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适用本法关于父母子女关系的规定。 

第一千零七十三条 【父母或成年子女请求确认亲子关系的权

利】 

对亲子关系有异议且有正当理由的，父或者母可以向人民法

院提起诉讼，请求确认或者否认亲子关系。 

 对亲子关系有异议且有正当理由的，成年子女可以向人民法

院提起诉讼，请求确认亲子关系。 

第一千零七十四条 【祖与孙的抚养赡养义务】 

有负担能力的祖父母、外祖父母，对于父母已经死亡或者父

母无力抚养的未成年孙子女、外孙子女，有抚养的义务。 

 有负担能力的孙子女、外孙子女，对于子女已经死亡或者子

女无力赡养的祖父母、外祖父母，有赡养的义务。 

第一千零七十五条 【兄姐与弟妹的抚养义务】 

有负担能力的兄、姐，对于父母已经死亡或者父母无力抚养

的未成年弟、妹，有扶养的义务。 

 由兄、姐扶养长大的有负担能力的弟、妹，对于缺乏劳动能

力又缺乏生活来源的兄、姐，有扶养的义务。 

第四章 离婚 

第一千零七十六条 【协议离婚及其内容】 

夫妻双方自愿离婚的，应当签订书面离婚协议，并亲自到婚

姻登记机关申请离婚登记。 

 离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、

财产以及债务处理等事项协商一致的意见。 

第一千零七十七条 【离婚冷静期的期限及法律效果】 

自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内，任何一

方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。 

 前款规定期限届满后三十日内，双方应当亲自到婚姻登记机

关申请发给离婚证；未申请的，视为撤回离婚登记申请。 

第一千零七十八条 【协议离婚的处理】 

婚姻登记机关查明双方确实是自愿离婚，并已经对子女抚养、

及び義務には、父母・子の関係に関する本法の規定を適用す

る。 

第 1073 条 【父母又は成年の子の親子関係の確認を請求する

権利】 

父又は母は、親子関係に対して異議があり、かつ正当な理

由を有する場合、裁判所に対して訴訟を提起し、親子関係の

確認又は否認を請求することができる。 

 成年の子は、親子関係に対して異議があり、かつ正当な理

由を有する場合、裁判所に対して訴訟を提起し、親子関係の

確認を請求することができる。 

第 1074 条 【祖父母と孫の養育義務】 

負担能力を有する祖父母又は外祖父母は、父母がすでに死

亡したか、父母に養育能力がない未成年の孫又は外孫を養育

する義務を有する。 

 負担能力を有する孫又は外孫は、子がすでに死亡したか、

子に扶養する能力がない祖父母又は外祖父母を扶養する義務

を有する。 

第 1075 条 【兄弟姉妹の養育義務】 

負担能力を有する兄又は姉は、父母がすでに死亡したか、

父母に扶養能力がない未成年の弟又は妹を養育する義務を有

する。 

 兄又は姉の養育により成長した、負担能力を有する弟又は

妹は、労働能力を欠き、かつ生活の源泉を欠く兄又は姉に対

し、扶養する義務を有する。 

第四章 離婚 

第 1076 条 【協議離婚及びその内容】 

夫婦双方は、自由意思により離婚する場合、書面の離婚合

意を締結し、かつ自ら婚姻登記機関に出向いて離婚登記を申

請しなければならない。 

 離婚合意には、双方が自由意思により離婚する旨の意思表

示ならびに子の養育、財産及び債務処理等の事項について協

議により合意した旨の意見を記載しなければならない。 

第 1077 条 【離婚の冷却期間及びその法的効果】 

離婚を望まない場合には、婚姻登記機関が離婚登記申請を

受け付けた日から 30 日以内に、いずれの一方も婚姻登記機関

に対し離婚登記申請を撤回することができる。 

 前項所定の期間が満了した後 30 日以内に、双方は、自ら婚

姻登記機関に出向いて離婚証の発給を申請しなければならな

い。申請しない場合、離婚登記申請を撤回したものとみなす。

第 1078 条 【協議離婚の処理】 

婚姻登記機関は、双方が確かに自由意思により離婚し、か

つ、すでに子の養育、財産及び債務処理等の事項について協
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财产以及债务处理等事项协商一致的，予以登记，发给离婚证。

第一千零七十九条 【调解及诉讼离婚】 

夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直接向

人民法院提起离婚诉讼。 

 人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如果感情确已破裂，

调解无效的，应当准予离婚。 

 有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚： 

 （一）重婚或者与他人同居； 

 （二）实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员； 

 （三）有赌博、吸毒等恶习屡教不改； 

 （四）因感情不和分居满二年； 

 （五）其他导致夫妻感情破裂的情形。 

 一方被宣告失踪，另一方提起离婚诉讼的，应当准予离婚。

 经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满一年，一方再次

提起离婚诉讼的，应当准予离婚。 

第一千零八十条 【婚姻关系的解除】 

完成离婚登记，或者离婚判决书、调解书生效，即解除婚姻

关系。 

第一千零八十一条 【军人配偶要求离婚】 

现役军人的配偶要求离婚，应当征得军人同意，但是军人一

方有重大过错的除外。 

第一千零八十二条 【男方提出离婚的限制与除外情形】 

女方在怀孕期间、分娩后一年内或者终止妊娠后六个月内，

男方不得提出离婚；但是，女方提出离婚或者人民法院认为确

有必要受理男方离婚请求的除外。 

第一千零八十三条 【复婚】 

离婚后，男女双方自愿恢复婚姻关系的，应当到婚姻登记机

关重新进行结婚登记。 

第一千零八十四条 【离婚后子女的抚养】 

父母与子女间的关系，不因父母离婚而消除。离婚后，子女

无论由父或者母直接抚养，仍是父母双方的子女。 

議により合意していることが調べて明らかになった場合、登

記を行い離婚証を発給する。 

第 1079 条 【離婚の調停及び訴訟】 

夫婦の一方は、離婚を要求する場合、関連する組織により

調停を受けるか、直接裁判所に対し離婚訴訟を提起すること

ができる。 

 裁判所は、離婚事件を審理するにあたり、調停しなければ

ならない。相互間の感情がすでに破綻しており、調停しても

効果がない場合には、離婚を許可しなければならない。 

 以下に掲げる事由の一つがあり、調停しても効果がない場

合には、離婚を許可しなければならない。 

（1）重婚の場合又は他人と同居した場合 

（2）家庭内暴力を実施したか、家族を虐待した、もしくは遺

棄した場合 

（3）賭博、麻薬使用等の悪習があり、何度注意しても改めな

い場合 

（4）感情の不和により、2年以上別居している場合 

（5）夫婦間の感情の破綻をもたらすその他の事由 

 一方が失踪を宣告され、他方が離婚訴訟を提起した場合、

離婚を許可しなければならない。 

 裁判所による離婚不許可の判決を受けた後、双方が 1年以

上にわたり別居し、一方が再度離婚訴訟を提起した場合、離

婚を許可しなければならない。 

第 1080 条 【婚姻関係の解除】 

離婚登記が完了したか、離婚判決書もしくは離婚調停書が

効力を生じた場合、ただちに婚姻関係は解除する。 

第 1081 条 【軍人の配偶による離婚要求】 

現役軍人の配偶者は、離婚を要求するにあたり、軍人の同

意を取得しなければならない。ただし、軍人側に重大な過失

がある場合を除く。 

第 1082 条 【男性側による離婚提起の制限と例外事由】 

女性側が妊娠期間中であるか、分娩後 1 年又は妊娠終了後

6ヶ月が経過するまでは、男性側は離婚を提起してはならな

い。ただし、女性側が離婚を提起する場合又は男性側の離婚

請求を確かに受理する必要があると裁判所が認める場合を除

く。 

第 1083 条 【婚姻の回復】 

離婚後、男女双方が自由意思により婚姻関係を回復する場

合には、婚姻登記機関に出向き改めて結婚登記をしなければ

ならない。 

第 1084 条 【離婚後の子の養育】 

父母と子の間の関係は、父母の離婚により解消しない。離

婚後、子は、父又は母のいずれが直接養育するかを問わず、
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离婚后，父母对于子女仍有抚养、教育、保护的权利和义务。

 离婚后，不满两周岁的子女，以由母亲直接抚养为原则。已

满两周岁的子女，父母双方对抚养问题协议不成的，由人民法

院根据双方的具体情况，按照 有利于未成年子女的原则判决。

子女已满八周岁的，应当尊重其真实意愿。 

第一千零八十五条 【离婚后子女抚养费的负担】 

离婚后，子女由一方直接抚养的，另一方应当负担部分或者

全部抚养费。负担费用的多少和期限的长短，由双方协议；协

议不成的，由人民法院判决。 

 前款规定的协议或者判决，不妨碍子女在必要时向父母任何

一方提出超过协议或者判决原定数额的合理要求。 

第一千零八十六条 【离婚后的子女探望权】 

离婚后，不直接抚养子女的父或者母，有探望子女的权利，

另一方有协助的义务。 

 行使探望权利的方式、时间由当事人协议；协议不成的，由

人民法院判决。 

 父或者母探望子女，不利于子女身心健康的，由人民法院依

法中止探望；中止的事由消失后，应当恢复探望。 

第一千零八十七条 【离婚时夫妻共同财产的处理】 

离婚时，夫妻的共同财产由双方协议处理；协议不成的，由

人民法院根据财产的具体情况，按照照顾子女、女方和无过错

方权益的原则判决。 

 对夫或者妻在家庭土地承包经营中享有的权益等，应当依法

予以保护。 

第一千零八十八条 【离婚时的经济补偿请求权】 

夫妻一方因抚育子女、照料老年人、协助另一方工作等负担

较多义务的，离婚时有权向另一方请求补偿，另一方应当给予

补偿。具体办法由双方协议；协议不成的，由人民法院判决。

第一千零八十九条 【离婚时夫妻共同债务的清偿】 

离婚时，夫妻共同债务应当共同偿还。共同财产不足清偿或

者财产归各自所有的，由双方协议清偿；协议不成的，由人民

依然父母双方の子である。 

 離婚後、父母は、子に対してなお養育、教育、保護する権

利及び義務を有する。 

 離婚後、2歳未満の子については、母親による直接養育を

原則とする。2歳以上の子については、父母双方が養育問題

について合意していない場合、裁判所が双方の具体的な状況

に基づき、未成年の子にとり も有利となることを原則に判

決する。子が 8歳以上である場合は、子の真実の意思を尊重

しなければならない。 

第 1085 条 【離婚後における子の養育費の負担】 

離婚後、一方が子を直接養育する場合、他方は、養育費の

一部又は全部を負担しなければならない。負担費用の多寡及

び期間の長短については、双方で協議する。協議が不調とな

った場合、裁判所により判決する。 

 前項所定の協議又は判決は、必要となった際に、子が父又

は母のいずれか一方に対し協議又は判決により従前に定めら

れた金額を超える合理的要求を提起することを妨げない。 

第 1086 条 【離婚後における子の訪問権】 

離婚後、子を直接養育しない父又は母は、子を訪問する権

利を有し、他方は、協力する義務を負う。 

 訪問する権利を行使する方式及び時間については、当事者

により協議する。協議が不調となった場合、裁判所により判

決する。 

 父又は母による子の訪問が子の心身の健康に良くない影響

を及ぼす場合、裁判所が法により訪問を中止させる。中止の

事由が消滅した後は、訪問を回復しなければならない。 

第 1087 条 【離婚時における夫婦の共同財産の処理】 

離婚の際、夫婦の共同財産は双方で協議して処理する。協

議が不調となった場合、裁判所が具体的な財産の状況に基づ

き、子、女性側及び過失のない当事者の権益に配慮する原則

に従い判決する。 

 夫又は妻が土地の家族請負経営において享有する権益等

は、法により保護しなければならない。 

第 1088 条 【離婚時の経済補償請求権】 

夫婦の一方が、子の養育、高齢者の世話、他方の仕事への

協力等より多くの義務を負担する場合は、離婚に際して他方

に補償を請求する権利を有するものとし、他方はその補償を

しなければならない。具体的な方法については双方で協議す

る。協議が不調となった場合は裁判所により判決する。 

第 1089 条 【離婚時における夫婦共同債務の弁済】 

離婚の際、夫婦の共同債務は、共同で弁済しなければなら

ない。共同財産が弁済に不足するか、財産が各自の所有に帰

属する場合は、双方が協議して全額弁済する。協議が不調と
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法院判决。 

第一千零九十条 【离婚经济帮助】 

离婚时，如果一方生活困难，有负担能力的另一方应当给予

适当帮助。具体办法由双方协议；协议不成的，由人民法院判

决。 

第一千零九十一条 【无过错方请求离婚损害赔偿的情形】 

有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：

 （一）重婚； 

 （二）与他人同居； 

 （三）实施家庭暴力； 

 （四）虐待、遗弃家庭成员； 

 （五）有其他重大过错 

第一千零九十二条 【隐藏、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造

债务行为的处理规则】 

夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，或

者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的，在离婚分割夫妻

共同财产时，对该方可以少分或者不分。离婚后，另一方发现

有上述行为的，可以向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻

共同财产。 

第五章 收养 

第一节 收养关系的成立 

第一千零九十三条 【被收养人的条件】 

下列未成年人，可以被收养： 

 （一）丧失父母的孤儿； 

 （二）查找不到生父母的未成年人； 

 （三）生父母有特殊困难无力抚养的子女。 

第一千零九十四条 【送养人的条件】 

下列个人、组织可以作送养人： 

 （一）孤儿的监护人； 

 （二）儿童福利机构； 

 （三）有特殊困难无力抚养子女的生父母。 

第一千零九十五条 【监护人送养未成年人的情形】 

未成年人的父母均不具备完全民事行为能力且可能严重危害

该未成年人的，该未成年人的监护人可以将其送养。 

なった場合は裁判所により判決する。 

第 1090 条 【離婚経済援助】 

離婚の際、一方の生活が困難である場合、負担能力を有す

る他方は、適当な援助をしなければならない。具体的な方法

は、双方で協議する。協議が不調となった場合は裁判所によ

り判決する。 

第 1091 条 【過失のない一方が離婚損害賠償を請求する事

由】 

以下に掲げる事由の一つがあり離婚することになった場

合、過失のない当事者は、損害賠償を請求する権利を有する。

（1）重婚である場合 

（2）他人と同居していた場合 

（3）家庭内暴力を実施していた場合 

（4）家族に対する虐待、遺棄を実施した場合 

（5）その他の重大な過失があった場合 

第 1092 条 【夫婦共同財産の隠匿、換価、毀損又は債務を偽

造する行為の処理規則】 

夫婦の一方が夫婦共同財産を隠匿、移転、換価、毀損、浪

費したか、夫婦の共同債務を偽造し他方の財産の侵奪を図っ

た場合、離婚して夫婦共同財産を分割する際に、当該一方に

対しては少なく分割するか、分割しなくともよい。離婚後、

上記行為のあったことを他方が発見した場合、裁判所に対し

訴訟を提起し、夫婦共同財産の分割し直しを請求することが

できる。 

第五章 養子縁組 

第一節 養子縁組関係の成立 

第 1093 条 【養子となる者の条件】 

以下に掲げる未成年者は、養子となることができる。 

（1）父母を失った孤児 

（2）実父母を探し出すことのできない未成年者 

（3）実父母に特段の困難があり養育することのできない子 

第 1094 条 【養子に出す者の条件】 

以下に掲げる個人又は組織は、養子を出すことができる。

（1）孤児の後見人 

（2）児童福祉施設 

（3）特段の困難があり子を養育する能力がない実父母 

第 1095 条 【後見人が未成年者を養子に出す事由】 

未成年者の父母がいずれも完全民事行為能力を具備せず、

かつ当該未成年者を著しく脅かす可能性がある場合、当該未

成年者の後見人は、当該未成年者を養子に出すことができる。
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第一千零九十六条 【监护人送养孤儿的处理规则】 

监护人送养孤儿的，应当征得有抚养义务的人同意。有抚养

义务的人不同意送养、监护人不愿意继续履行监护职责的，应

当依照本法第一编的规定另行确定监护人。 

第一千零九十七条 【共同送养与单方送养】 

生父母送养子女，应当双方共同送养。生父母一方不明或者

查找不到的，可以单方送养。 

第一千零九十八条 【收养人条件】 

收养人应当同时具备下列条件： 

 （一）无子女或者只有一名子女； 

 （二）有抚养、教育和保护被收养人的能力； 

 （三）未患有在医学上认为不应当收养子女的疾病； 

 （四）无不利于被收养人健康成长的违法犯罪记录； 

 （五）年满三十周岁。 

第一千零九十九条 【三代以内同辈旁系血亲的收养】 

收养三代以内旁系同辈血亲的子女，可以不受本法第一千零

九十三条第三项、第一千零九十四条第三项和第一千一百零二

条规定的限制。 

 华侨收养三代以内旁系同辈血亲的子女，还可以不受本法第

一千零九十八条第一项规定的限制。 

第一千一百条 【收养人数的限制及例外情形】 

无子女的收养人可以收养两名子女；有子女的收养人只能收

养一名子女。 

 收养孤儿、残疾未成年人或者儿童福利机构抚养的查找不到

生父母的未成年人，可以不受前款和本法第一千零九十八条第

一项规定的限制。 

第一千一百零一条 【共同收养】 

有配偶者收养子女，应当夫妻共同收养。 

第一千一百零二条 【无配偶者收养异性子女的限制】 

无配偶者收养异性子女的，收养人与被收养人的年龄应当相

差四十周岁以上。 

第 1096 条 【後見人が孤児を養子に出す処理規則】 

後見人は、孤児を養子に出す場合、養育義務を有する者の

同意を取得しなければならない。養育義務を有する者が養子

に出すことに同意しないか、後見人が後見の職責の履行継続

を望まない場合、本法第一編の規定により別途後見人を確定

しなければならない。 

第 1097 条 【共同及び一方のみによる養子縁組依頼】 

実父母は、子を養子に出すにあたり、双方共同で養子に出

さなければならない。実父母の一方が不明であるか、捜し出

すことができない場合には、一方のみより養子に出すことが

できる。 

第 1098 条 【養親の条件】 

養親となる者は、以下に掲げる条件を同時に具備しなけれ

ばならない。 

（1）子がないか、1名の子のみを有する。 

（2）養子となる者を養育、教育、保護する能力を有する。 

（3）医学上、子を養子に取るべきでないと認められる疾病に

罹患していない。 

（4）養子となる者の健全な成長に悪影響となる違法犯罪記録

がない。 

（5）年齢が 30 歳に達している。 

第 1099 条 【3代以内の同輩血族の養子縁組】 

3代以内の傍系の同輩血族の子を養子に取るにあたっては、

本法第 1093 条第（3）号、第 1094 条第（3）号及び第 1102 条

所定の制限を受けなくともよい。 

 華僑が 3代以内の傍系の同輩血族の子を養子に取るにあた

っては、さらに本法第 1098 条第（1）号所定の制限について

も受けないことができる。 

第 1100 条 【養子の制限及び例外事由】 

養親となる者に子がない場合、2名の子を養子に取ること

ができる。養親となる者に子がある場合、1名の子のみを養

子に取ることができる。 

 孤児もしくは障害がある未成年者又は児童福利施設が養育

する、実父母を捜し出すことができない未成年者を養子に取

るにあたっては、前項及び本法第 1098 条第（1）号所定の制

限を受けなくともよい。 

第 1101 条 【共同養子縁組】 

配偶者のある者が子を養子に取るにあたっては、夫婦が共

同で養子を取らなければならない。 

第 1102 条 【配偶者のない者が異性の子を養子に取る場合の

制限】 

配偶者のない者が異性の子を養子に取る場合、養親となる

者と養子となる者には 40 歳以上の年齢差がなければならな



大
  
地
  
仮
  
訳

 大地法律事務所仮訳 

 

 172

 

第一千一百零三条 【收养继子女的特别规定】 

继父或者继母经继子女的生父母同意，可以收养继子女，并

可以不受本法第一千零九十三条第三项、第一千零九十四条第

三项、第一千零九十八条和第一千一百条第一款规定的限制。

第一千一百零四条 【收养自愿原则】 

收养人收养与送养人送养，应当双方自愿。收养八周岁以上

未成年人的，应当征得被收养人的同意。 

第一千一百零五条 【收养关系的成立】 

收养应当向县级以上人民政府民政部门登记。收养关系自登

记之日起成立。 

 收养查找不到生父母的未成年人的，办理登记的民政部门应

当在登记前予以公告。 

 收养关系当事人愿意签订收养协议的，可以签订收养协议。

 收养关系当事人各方或者一方要求办理收养公证的，应当办

理收养公证。 

 县级以上人民政府民政部门应当依法进行收养评估。 

第一千一百零六条 【收养后的户口登记】 

收养关系成立后，公安机关应当按照国家有关规定为被收养

人办理户口登记。 

第一千一百零七条 【亲属、朋友的抚养】 

孤儿或者生父母无力抚养的子女，可以由生父母的亲属、朋

友抚养；抚养人与被抚养人的关系不适用本章规定。 

第一千一百零八条 【祖父母、外祖父母优先抚养权】 

配偶一方死亡，另一方送养未成年子女的，死亡一方的父母

有优先抚养的权利。 

第一千一百零九条 【涉外收养】 

外国人依法可以在中华人民共和国收养子女。 

 外国人在中华人民共和国收养子女，应当经其所在国主管机

关依照该国法律审查同意。收养人应当提供由其所在国有权机

构出具的有关其年龄、婚姻、职业、财产、健康、有无受过刑

い。 

第 1103 条 【継子を養子に取る場合の特別規定】 

継父又は継母は、継子の実父母の同意を得ることにより継

子を養子に取ることができ、かつ、本法第 1093 条第（3）号、

第 1094 条第（3）号、第 1098 条及び第 1100 条第 1項所定の

制限を受けなくともよい。 

第 1104 条 【養子縁組の自由意思原則】 

養子となる者が養子を取ること及び養子に出す者が養子を

出すことは、双方の自由意思によらなければならない。8歳

以上の未成年者を養子に取る場合は、養子となる者の同意を

取得しなければならない。 

第 1105 条 【養子縁組関係の成立】 

養子縁組は、県級以上の人民政府の民政機関に登記手続き

をしなければならない。養子縁組関係は、登記の日から成立

する。 

 実父母を探し出すことのできない未成年者を養子縁組する

場合、登記を担当する民政機関は、登記前に公告しなければ

ならない。 

 養子縁組関係の当事者が養子縁組協議の締結を望む場合

は、養子縁組協議を締結することができる。 

 養子縁組関係の当事者は、各当事者又は一方の当事者が養

子縁組の公証手続きを要求する場合、養子縁組の公証手続き

をしなければならない。 

 県級以上の人民政府の民政機関は、法により養子縁組を評

価しなければならない。 

第 1106 条 【養子縁組後の戸籍登記】 

養子縁組関係が成立したあと、公安機関は、国の関連規定

に従い養子となる者のため戸籍登記を手続きしなければなら

ない。 

第 1107 条 【親族、友人による養育】 

孤児又は実父母に養育する能力がない子は、実父母の親族

又は友人により養育することができる。養育者と被養育者と

の関係には、本章の規定を適用しない。 

第 1108 条 【祖父母、外祖父母の優先養育権】 

配偶者の一方が死亡し、他方が未成年の子を養子に出す場

合、死亡した一方の父母は優先的に養育する権利を有する。

第 1109 条 【渉外養子縁組】 

外国人は、法により中華人民共和国において子を養子に取

ることができる。 

 外国人は、中華人民共和国において子を養子に取るにあた

り、その所在国の所管機関による、当該国の法律に基づく審

査同意を取得しなければならない。養親となる者は、その所
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事处罚等状况的证明材料，并与送养人签订书面协议，亲自向

省、自治区、直辖市人民政府民政部门登记。 

 前款规定的证明材料应当经收养人所在国外交机关或者外交

机关授权的机构认证，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，

但是国家另有规定的除外。 

第一千一百一十条 【保守收养秘密】 

收养人、送养人要求保守收养秘密的，其他人应当尊重其意

愿，不得泄露。 

第二节 收养的效力 

第一千一百一十一条 【收养的效力】 

自收养关系成立之日起，养父母与养子女间的权利义务关系，

适用本法关于父母子女关系的规定；养子女与养父母的近亲属

间的权利义务关系，适用本法关于子女与父母的近亲属关系的

规定。 

 养子女与生父母以及其他近亲属间的权利义务关系，因收养

关系的成立而消除。 

第一千一百一十二条 【养子女的姓氏】 

养子女可以随养父或者养母的姓氏，经当事人协商一致，也

可以保留原姓氏。 

第一千一百一十三条 【收养行为的无效】 

有本法第一编关于民事法律行为无效规定情形或者违反本编

规定的收养行为无效。 

 无效的收养行为自始没有法律约束力。 

第三节 收养关系的解除 

第一千一百一十四条 【解除收养关系】 

收养人在被收养人成年以前，不得解除收养关系，但是收养

人、送养人双方协议解除的除外。养子女八周岁以上的，应当

征得本人同意。 

 收养人不履行抚养义务，有虐待、遗弃等侵害未成年养子女

合法权益行为的，送养人有权要求解除养父母与养子女间的收

养关系。送养人、收养人不能达成解除收养关系协议的，可以

在国の権限を有する機関により発行された、自らの年齢、婚

姻、職業、財産、刑事罰を受けたことがあるか否か等に関す

る状況の証明書類を提出した上、養子に出す者と書面協議を

締結し、自ら省、自治区、直轄市の人民政府の民政機関に対

し登記手続きをしなければならない。 

 前項所定の証明資料は、養親となる者の所在国の外交機関

又は外交機関が権限を付与する機関による認証を取得した

上、当該国における中華人民共和国の在外公館による認証を

取得しなければならない。ただし、国に別段の規定がある場

合を除く。 

第 1110 条 【養子縁組の秘密の保持】 

養親となる者又は養子に出す者が養子縁組にかかる秘密の

保持を要求する場合、その他の者は、その意思を尊重しなけ

ればならず、秘密を漏えいしてはならない。 

第二節 養子縁組の効力 

第 1111 条 【養子縁組の効力】 

養子縁組関係が成立した日から、養父母と養子との間の権

利義務関係には、父母・子の関係に関する本法の規定を適用

する。養子と養父母の近親者との間の権利義務関係には、子

と父母の近親者との関係に関する本法の規定を適用する。 

 養子と実父母その他の近親者との間の権利義務関係は、養

子縁組関係の成立により解消する。 

第 1112 条 【養子の姓】 

養子は、養父又は養母の姓を名乗ることができるほか、当

事者の協議による合意を経た場合には、従前の姓を留保する

こともできる。 

第 1113 条 【養子縁組行為の無効】 

民事法律行為の無効に関する本法第一編に規定する事由が

ある場合、又は本編の規定に違反する養子縁組行為は、無効

とする。 

 無効な養子縁組行為は、始めから法的拘束力を持たなかっ

たものとする。 

第三節 養子縁組関係の解除 

第 1114 条 【養子縁組関係の解除】 

養親となる者は、養子となる者が成年するまで、養子縁組

関係を解除してはならない。ただし、養親となる者及び養子

に出す者双方の合意により解除する場合を除く。養子が 8歳

以上である場合には、本人の同意を取得しなければならない。

 養親となる者が養育義務を履行せず、虐待、遺棄等未成年

の養子の適法な権益を侵害する行為をした場合、養子に出す

者は、養父母と養子との間の養子縁組関係を解除するよう要

求する権利を有する。養子に出す者又は養親になる者は、養
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向人民法院提起诉讼。 

第一千一百一十五条 【解除收养关系的方式】 

养父母与成年养子女关系恶化、无法共同生活的，可以协议

解除收养关系。不能达成协议的，可以向人民法院提起诉讼。

第一千一百一十六条 【协议解除收养关系的程序】 

当事人协议解除收养关系的，应当到民政部门办理解除收养

关系登记。 

第一千一百一十七条 【收养关系解除的法律后果】 

收养关系解除后，养子女与养父母以及其他近亲属间的权利

义务关系即行消除，与生父母以及其他近亲属间的权利义务关

系自行恢复。但是，成年养子女与生父母以及其他近亲属间的

权利义务关系是否恢复，可以协商确定。 

第一千一百一十八条 【成年子女解除收养关系后应赡养养父

母及补偿抚养费的情形】 

收养关系解除后，经养父母抚养的成年养子女，对缺乏劳

动能力又缺乏生活来源的养父母，应当给付生活费。因养子女

成年后虐待、遗弃养父母而解除收养关系的，养父母可以要求

养子女补偿收养期间支出的抚养费。 

 生父母要求解除收养关系的，养父母可以要求生父母适当补

偿收养期间支出的抚养费；但是，因养父母虐待、遗弃养子女

而解除收养关系的除外。 

第六编 继承 

第一章 一般规定 

第一千一百一十九条 【继承编的调整范围】 

本编调整因继承产生的民事关系。 

第一千一百二十条 【继承权的保护】 

国家保护自然人的继承权。 

第一千一百二十一条 【继承的开始时间】 

继承从被继承人死亡时开始。 

 相互有继承关系的数人在同一事件中死亡，难以确定死亡时

子縁組関係解除協議に合意することができない場合、裁判所

に対し訴訟を提起することができる。 

第 1115 条 【養子縁組関係の解除方式】 

養父母と成年の養子との関係が悪化し、共同生活すること

ができなくなった場合、協議して養子縁組関係を解除するこ

とができる。協議が不調となった場合、裁判所に対し訴訟を

提起することができる。 

第 1116 条 【養子縁組関係の協議解除の手続き】 

当事者は、協議して養子縁組関係を解除する場合、民政機

関に出向き養子縁組関係解除の登記手続きをしなければなら

ない。 

第 1117 条 【養子縁組関係解除の法的結果】 

養子縁組関係が解除された後、養子と養父母及びその他の

近親者との間の権利義務関係はただちに解消し、実父母及び

その他の近親者との間の権利義務関係は自動的に回復する。

ただし、成年の養子と実父母及びその他の近親者との権利義

務関係を回復するか否かは、協議により確定することができ

る。 

第 1118 条 【成年の子の用紙縁組関係を解除した後において

養親を扶養し養育費を補償しなければならない事由】 

養子縁組関係が解除された後、養父母による養育を受けた

成年の養子は、労働能力を欠き、かつ生活の源泉のない養父

母に生活費を給付しなければならない。養子が成年後に養父

母を虐待又は遺棄したことにより養子縁組関係を解除する場

合、養父母は、養子縁組期間に支出した養育費の補償を養子

に要求することができる。 

 実父母が養子縁組関係を解除するよう要求する場合、養父

母は、養子縁組期間に支出した養育費に対する適当な補償を

実父母に要求することができる。ただし、養父母が養子を虐

待又は遺棄したことにより養子縁組関係を解除する場合を除

く。 

第六編 相続 

第一章 一般規定 

第 1119 条 【相続編の調整範囲】 

本編は、相続により生ずる民事関係を調整する。 

第 1120 条 【相続権の保護】 

国は、自然人の相続権を保護する。 

第 1121 条 【相続の開始時点】 

相続は、被相続人の死亡時より開始する。 

 相互に相続関係を有する数名が同一の事件において死亡
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间的，推定没有其他继承人的人先死亡。都有其他继承人，辈

份不同的，推定长辈先死亡；辈份相同的，推定同时死亡，相

互不发生继承。 

第一千一百二十二条 【遗产的范围】 

遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产。 

 依照法律规定或者根据其性质不得继承的遗产，不得继承。

第一千一百二十三条 【继承的方式】 

继承开始后，按照法定继承办理；有遗嘱的，按照遗嘱继承

或者遗赠办理；有遗赠扶养协议的，按照协议办理。 

第一千一百二十四条 【继承和遗赠的接受和放弃】 

继承开始后，继承人放弃继承的，应当在遗产处理前，以书

面形式作出放弃继承的表示；没有表示的，视为接受继承。 

 受遗赠人应当在知道受遗赠后六十日内，作出接受或者放弃

受遗赠的表示；到期没有表示的，视为放弃受遗赠。 

第一千一百二十五条 【继承权的丧失及例外】 

继承人有下列行为之一的，丧失继承权： 

 （一）故意杀害被继承人； 

 （二）为争夺遗产而杀害其他继承人； 

 （三）遗弃被继承人，或者虐待被继承人情节严重； 

 （四）伪造、篡改、隐匿或者销毁遗嘱，情节严重； 

 （五）以欺诈、胁迫手段迫使或者妨碍被继承人设立、变更

或者撤回遗嘱，情节严重。 

 继承人有前款第三项至第五项行为，确有悔改表现，被继承

人表示宽恕或者事后在遗嘱中将其列为继承人的，该继承人不

丧失继承权。 

 受遗赠人有本条第一款规定行为的，丧失受遗赠权。 

第二章 法定继承 

第一千一百二十六条 【继承权男女平等原则】 

继承权男女平等。 

し、死亡時間の確定が困難である場合、他に相続人のない者

が先に死亡したものと推定する。いずれも他に相続人があり、

年齢が異なる場合は年長者が先に死亡したものと推定し、年

齢が同一である場合は同時に死亡したものと推定し、相互に

相続は発生しない。 

第 1122 条 【遺産の範囲】 

遺産は、自然人が死亡時に残した個人の適法な財産である。

 法律の規定により、又はその性質に基づき相続してはなら

ない遺産は、相続してはならない。 

第 1123 条 【相続の方式】 

相続開始後は、法定相続に従い取り扱う。遺言がある場合、

遺言相続又は遺贈に従い取り扱う。遺贈扶養協議がある場合

は、協議に従い取り扱う。 

第 1124 条 【相続と遺贈の接受と放棄】 

相続開始後、相続人が相続を放棄する場合、遺産を処理す

る前に、書面により相続を放棄する旨を表示しなければなら

ない。表示しない場合は、相続を受けるものとみなす。 

受遺者は、遺贈を受けることを知った後 60 日以内におい

て、遺贈を受けることを受け入れるか、放棄する旨の表示を

しなければならない。期限が到来しても表示していない場合、

遺贈を受けることを放棄したものとみなす。 

第 1125 条 【相続権の喪失及び例外】 

相続人は、以下に掲げる行為の一つをした場合、相続権を

喪失する。 

（1）故意により被相続人を殺害した場合 

（2）遺産を争奪するために他の相続人を殺害した場合 

（3）被相続人を遺棄した場合、又は被相続人を虐待し情状が

重大である場合 

（4）遺言を偽造し、改ざんし、隠匿し、又は廃棄し、情状が

重大である場合 

（5）詐欺又は強迫の手段により、遺言をし、変更し、又は撤

回するよう被相続人に強要するか、被相続人の遺言、変更、

撤回を妨害し、情状が重大である場合 

 相続人が前項第（3）号から第（5）号の行為をし、改悛の

態度が確かにあり、被相続人が寛恕を示すか、事後に遺言に

おいて当該相続人を相続人として記載する場合、当該相続人

は、相続権を喪失しない。 

 受遺者は、本条第 1項所定の行為をした場合には、遺贈を

受ける権利を喪失する。 

第二章 法定相続 

第 1126 条 【相続権の男女平等原則】 

相続権は、男女について平等である。 
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第一千一百二十七条 【继承人的范围及继承顺序】 

遗产按照下列顺序继承： 

 （一）第一顺序：配偶、子女、父母； 

 （二）第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。 

 继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继

承；没有第一顺序继承人继承的，由第二顺序继承人继承。 

 本编所称子女，包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶

养关系的继子女。 

 本编所称父母，包括生父母、养父母和有扶养关系的继父母。

 本编所称兄弟姐妹，包括同父母的兄弟姐妹、同父异母或者

同母异父的兄弟姐妹、养兄弟姐妹、有扶养关系的继兄弟姐妹。

第一千一百二十八条 【代位继承】 

被继承人的子女先于被继承人死亡的，由被继承人的子女的

直系晚辈血亲代位继承。 

 被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的，由被继承人的兄

弟姐妹的子女代位继承。 

 代位继承人一般只能继承被代位继承人有权继承的遗产份

额。 

第一千一百二十九条 【丧偶儿媳、女婿的继承权】 

丧偶儿媳对公婆，丧偶女婿对岳父母，尽了主要赡养义务的，

作为第一顺序继承人。 

第一千一百三十条 【遗产分配规则】 

同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等。 

 对生活有特殊困难又缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时，

应当予以照顾。 

 对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继

承人，分配遗产时，可以多分。 

 有扶养能力和有扶养条件的继承人，不尽扶养义务的，分配

遗产时，应当不分或者少分。 

 继承人协商同意的，也可以不均等。 

第一千一百三十一条 【酌情粉粉的遗产权】 

对继承人以外的依靠被继承人扶养的人，或者继承人以外的

对被继承人扶养较多的人，可以分给适当的遗产。 

第一千一百三十二条 【继承的处理方式】 

第 1127 条 【相続人の範囲及び相続順序】 

遺産は、次に掲げる順位でこれを相続する。 

（1）第 1順位：配偶者、子、父母 

（2）第 2順位:兄弟姉妹、祖父母、外祖父母 

相続開始後は、第 1順位の相続人が相続し、第 2順位の相

続人は相続しない。相続する第 1順位の相続人がいない場合、

第 2順位の相続人が相続する。 

本編にいう子には、嫡出子、非嫡出子、養子、扶養関係を

有する継子を含む。 

本編にいう父母には、実父母、養父母及び扶養関係を有す

る継父母を含む。 

本編にいう兄弟姉妹には、同父母の兄弟姉妹、同父異母又

は同母異父の兄弟姉妹、養兄弟姉妹、扶養関係のある継兄弟

姉妹を含む。 

第 1128 条 【代襲相続】 

被相続人の子が被相続人より先に死亡した場合、被相続人

の子の直系卑属が代襲相続する。 

 被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、被

相続人の兄弟姉妹の子が代襲相続する。 

 代襲相続人は、一般に被代襲相続人が相続する権利を有す

る遺産相続分のみを相続することができる。 

第 1129 条 【配偶者をなくした嫁、婿の相続権】 

配偶者をなくした嫁が夫の父母に対し、又は配偶者をなく

した婿が妻の父母に対し、主たる扶養義務を尽くした場合、

第 1順位の相続人とする。 

第 1130 条 【遺産の分配規則】 

同一順位の相続人が相続する遺産の相続分は、一般に均等

としなければならない。 

 生活に特段の困難があり、かつ労働能力を欠く相続人につ

いては、遺産を分配する際に配慮しなければならない。 

 被相続人に対し主たる扶養義務を尽くしたか、被相続人と

生活を共にしていた相続人については、遺産を分配する際に

より多く分配することができる。 

 扶養能力があり扶養条件を満たす相続人が扶養義務を尽く

さなかった場合、遺産を分配する際に、分配しないかより少

なく分配しなければならない。 

 相続人が協議により同意した場合、不均等に分配すること

もできる。 

第 1131 条 【情状斟酌により遺産分配を受ける権利】 

被相続人の扶養に依存していた相続人以外の者又は被相続

人に対する扶養が比較的多かった相続人に対し、適当な遺産

を分配することができる。 

第 1132 条 【相続の処理形式】 

相続人は、相互理解・相互譲歩、和睦、団結の精神に則り、
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继承人应当本着互谅互让、和睦团结的精神，协商处理继承

问题。遗产分割的时间、办法和份额，由继承人协商确定；协

商不成的，可以由人民调解委员会调解或者向人民法院提起诉

讼。 

第三章 遗嘱继承和遗赠 

第一千一百三十三条 【遗嘱继承和遗赠的一般规定】 

自然人可以依照本法规定立遗嘱处分个人财产，并可以指定

遗嘱执行人。 

 自然人可以立遗嘱将个人财产指定由法定继承人中的一人或

者数人继承。 

 自然人可以立遗嘱将个人财产赠与国家、集体或者法定继承

人以外的组织、个人。 

 自然人可以依法设立遗嘱信托。 

第一千一百三十四条 【自书遗嘱】 

自书遗嘱由遗嘱人亲笔书写，签名，注明年、月、日。 

第一千一百三十五条 【代书遗嘱】 

代书遗嘱应当有两个以上见证人在场见证，由其中一人代书，

并由遗嘱人、代书人和其他见证人签名，注明年、月、日。 

第一千一百三十六条 【打印遗嘱】 

打印遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。遗嘱人和见证人

应当在遗嘱每一页签名，注明年、月、日。 

第一千一百三十七条 【录音录像遗嘱】 

以录音录像形式立的遗嘱，应当有两个以上见证人在场见证。

遗嘱人和见证人应当在录音录像中记录其姓名或者肖像，以及

年、月、日。 

第一千一百三十八条 【口头遗嘱】 

遗嘱人在危急情况下，可以立口头遗嘱。口头遗嘱应当有两

个以上见证人在场见证。危急情况消除后，遗嘱人能够以书面

或者录音录像形式立遗嘱的，所立的口头遗嘱无效。 

第一千一百三十九条 【公证遗嘱】 

公证遗嘱由遗嘱人经公证机构办理。 

第一千一百四十条 【作为遗嘱见证人的消极条件】 

下列人员不能作为遗嘱见证人： 

 （一）无民事行为能力人、限制民事行为能力人以及其他不

具有见证能力的人； 

相続問題を協議によって処理しなければならない。遺産分割

の時、方法及び相続分については、相続人が協議により確定

する。協議が不調である場合、人民調停委員会が調停するか、

裁判所に対し訴訟を提起することができる。 

第三章 遺言相続及び遺贈 

第 1133 条 【遺言相続及び遺贈の一般規定】 

自然人は、本法の規定により、遺言により個人の財産を処

分することができ、かつ遺言執行者を指定することができる。

 自然人は、遺言により個人の財産を法定相続人のうちの 1

名又は数人が相続するよう指定することができる。 

 自然人は、遺言により個人の財産を国、集団又は法定相続

人以外の組織もしくは個人に贈与することができる。 

自然人は、法により遺言信託を設定することができる。 

第 1134 条 【自筆遺言】 

自筆遺言は、遺言者が自書し、署名し、年月日を明記する。

第 1135 条 【代筆遺言】 

代筆遺言は、2名以上の証人が立ち会い、うち 1名が代筆

した上、遺言者、代筆者、その他の証人が書影し、年月日を

明記しなければならない。 

第 1136 条 【遺言の印刷】 

遺言を印刷するにあたっては、2名以上の証人が立ち会わ

なければならない。遺言者及び立会人は、遺言の各ページに

署名し、年月日を明記しなければならない。 

第 1137 条 【録音・録画による遺言】 

録音・録画形式によりなす遺言は、2名以上の証人が立ち

会わなければならない。遺言者及び証人は、録音・録画にお

いて自らの氏名又は肖像及び年月日を記録しなければならな

い。 

第 1138 条 【口頭による遺言】 

遺言者は、緊急の場合には、口頭で遺言をなすことができ

る。口頭遺言には、2名以上の証人が立ち会わなければなら

ない。緊急の状況が消滅した後、遺言者が書面又は録音・録

画の形式により遺言をなすことができる場合、そのなした口

頭遺言は無効とする。 

第 1139 条【遺言の公証】 

 遺言の公証は遺言者により公証機関で行う。 

第 1140 条 【遺言の証人となることができない条件】 

以下に掲げる者は、遺言の証人となることができない。 

（1）民事行為無能力者、制限民事行為能力者及び立ち会う能

力のないその他の者 
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 （二）继承人、受遗赠人； 

 （三）与继承人、受遗赠人有利害关系的人。 

第一千一百四十一条 【特留份规定】 

遗嘱应当为缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要

的遗产份额。 

第一千一百四十二条 【遗嘱的撤回、变更及效力冲突】 

遗嘱人可以撤回、变更自己所立的遗嘱。 

 立遗嘱后，遗嘱人实施与遗嘱内容相反的民事法律行为的，

视为对遗嘱相关内容的撤回。 

 立有数份遗嘱，内容相抵触的，以 后的遗嘱为准。 

第一千一百四十三条 【遗嘱无效的情形】 

无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所立的遗嘱无

效。 

 遗嘱必须表示遗嘱人的真实意思，受欺诈、胁迫所立的遗嘱

无效。 

 伪造的遗嘱无效。 

 遗嘱被篡改的，篡改的内容无效。 

第一千一百四十四条 【附义务的遗嘱】 

遗嘱继承或者遗赠附有义务的，继承人或者受遗赠人应当履

行义务。没有正当理由不履行义务的，经利害关系人或者有关

组织请求，人民法院可以取消其接受附义务部分遗产的权利。

第四章 遗产的处理 

第一千一百四十五条 【遗产管理人的选任】 

继承开始后，遗嘱执行人为遗产管理人；没有遗嘱执行人的，

继承人应当及时推选遗产管理人；继承人未推选的，由继承人

共同担任遗产管理人；没有继承人或者继承人均放弃继承的，

由被继承人生前住所地的民政部门或者村民委员会担任遗产管

理人。 

第一千一百四十六条 【申请置顶遗产管理人】 

对遗产管理人的确定有争议的，利害关系人可以向人民法院

申请指定遗产管理人。 

第一千一百四十七条 【遗产管理人的职责】 

遗产管理人应当履行下列职责： 

 （一）清理遗产并制作遗产清单； 

 （二）向继承人报告遗产情况； 

（2）相続人及び受遺者 

（3）相続人及び受遺者と利害関係のある者 

第 1141 条 【特別遺留相続分】 

遺言は、労働能力を欠き、かつ、生活の源泉がない相続人

に対し必要な遺産相続分を遺留しなければならない。 

第 1142 条 【遺書の撤回、変更及び効力の矛盾】 

遺言者は、自らなした遺言を撤回し、変更することができ

る。 

 遺言をなした後、遺言者が遺言内容と矛盾する民事法律行

為を実施した場合、遺言の関連内容に対する撤回とみなす。

 複数の遺言をなし、内容が相互に抵触する場合は 後の遺

言に準ずる。 

第 1143 条 【遺書が無効となる事由】 

民事行為無能力者又は制限民事行為能力者のなした遺言は

無効とする。 

 遺言は、必ず遺言者の真実の意思を表示しなければならず、

詐欺又は脅迫によりなした遺言は無効とする。 

 偽造された遺言は無効とする。 

 遺言が改ざんされた場合、改ざんされた内容は無効とする。

第 1144 条 【義務付きの遺書】 

遺言相続又は遺贈に義務が付されている場合、相続人又は

受遺者は、義務を履行しなければならない。正当な理由なく

義務を履行しない場合、利害関係人又は関連組織の請求によ

り、裁判所は、当該相続人又は受遺者の、義務が付された部

分の遺産分割を受ける権利を取り消すことができる。 

第四章 遺産の処理 

第 1145 条 【遺産管理人の選任】 

相続開始後、遺言執行者を遺産管理人とする。遺言執行者

がいない場合、相続人は、遅滞なく遺産管理人を選出しなけ

ればならない。相続人が遺産管理人を選出しない場合、相続

人が共同で遺産管理人となる。相続人がいないか、相続人が

いずれも相続を放棄した場合、被相続人の生前の住所地の民

政機関又は村民委員会が遺産管理人となる。 

第 1146 条 【遺産管理人の指定申立て】 

遺産管理人の確定について紛争がある場合、利害関係人は、

裁判所に対し遺産管理人の指定を申し立てることができる。

第 1147 条 【遺産管理人の職責】 

遺産管理人は、以下に掲げる職責を履行しなければならな

い。 

（1）遺産の整理、遺産目録の作成 

（2）相続人への遺産状況報告 
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 （三）采取必要措施防止遗产毁损、灭失； 

 （四）处理被继承人的债权债务； 

 （五）按照遗嘱或者依照法律规定分割遗产； 

 （六）实施与管理遗产有关的其他必要行为。 

第一千一百四十八条 【遗产管理人的责任】 

遗产管理人应当依法履行职责，因故意或者重大过失造成继

承人、受遗赠人、债权人损害的，应当承担民事责任。 

第一千一百四十九条 【遗产管理人的报酬】 

遗产管理人可以依照法律规定或者按照约定获得报酬。 

第一千一百五十条 【继承开始的通知】 

继承开始后，知道被继承人死亡的继承人应当及时通知其他

继承人和遗嘱执行人。继承人中无人知道被继承人死亡或者知

道被继承人死亡而不能通知的，由被继承人生前所在单位或者

住所地的居民委员会、村民委员会负责通知。 

第一千一百五十一条 【遗产的保管】 

存有遗产的人，应当妥善保管遗产，任何组织或者个人不得

侵吞或者争抢。 

第一千一百五十二条 【转继承】 

继承开始后，继承人于遗产分割前死亡，并没有放弃继承的，

该继承人应当继承的遗产转给其继承人，但是遗嘱另有安排的

除外。 

第一千一百五十三条 【遗产的认定】 

夫妻共同所有的财产，除有约定的外，遗产分割时，应当先

将共同所有的财产的一半分出为配偶所有，其余的为被继承人

的遗产。 

 遗产在家庭共有财产之中的，遗产分割时，应当先分出他人

的财产。 

第一千一百五十四条 【法定继承的适用范围】 

有下列情形之一的，遗产中的有关部分按照法定继承办理：

 （一）遗嘱继承人放弃继承或者受遗赠人放弃受遗赠； 

 （二）遗嘱继承人丧失继承权或者受遗赠人丧失受遗赠权；

 （三）遗嘱继承人、受遗赠人先于遗嘱人死亡或者终止； 

（3）遺産の毀損、滅失を防止するための必要な措置 

（4）被相続人の債権債務処理 

（5）遺言又は法律規定に従う遺産の分割 

（6）遺産管理に関するその他の必要な行為の実施 

第 1148 条 【遺産管理人の責任】 

遺産管理人は、法により職責を履行しなければならず、故

意又は重大な過失により相続人、受遺者又は債権者に損害を

もたらした場合は、民事責任を負わなければならない。 

第 1149 条 【遺産管理人の報酬】 

遺産管理人は、法律の規定又は約定により報酬を得ること

ができる。 

第 1150 条 【相続開始の通知】 

相続を開始した後で被相続人の死亡を知った相続人は、遅

滞なく他の相続人及び遺言執行者に通知しなければならな

い。相続人に被相続人の死亡を知る者がいないか、被相続人

の死亡を知りながら通知することができない場合は、被相続

人の生前の所属組織又は住所地の住民委員会もしくは村民委

員会が通知する責任を負う。 

第 1151 条 【遺産の保管】 

遺産を保有している者は、遺産を適切に保管しなければな

らず、いかなる組織又は個人も、横領したり争奪してはなら

ない。 

第 1152 条 【数次相続】 

相続開始後、相続人が遺産分割前に死亡し、かつ相続を放

棄していない場合、当該相続人が相続すべき遺産は、当該相

続人の相続人に移転される。ただし、遺言に別段の取決めが

ある場合を除く。 

第 1153 条 【遺産の認定】 

夫婦の共同所有の財産については、約定がある場合を除き、

遺産分割の際に、まず共同所有の財産の半分を配偶者の所有

として分離し、その他の部分を被相続人の遺産としなければ

ならない。 

 家族の共有財産に遺産に該当するものがある場合、遺産分

割の際、まず他の者の遺産を分離しなければならない。 

第 1154 条 【法定相続の適用範囲】 

以下に掲げる事由の一つがある場合、遺産における関連部

分については、法定相続により処理する。 

（1）遺言相続人が相続を放棄するか、受遺者が遺贈を受ける

ことを放棄した場合 

（2）遺言相続人が相続権を喪失するか、受遺者が遺贈を受け

る権利を喪失した場合 

（3）遺言相続人又は受遺者が遺言者より先に死亡したか終了
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（四）遗嘱无效部分所涉及的遗产； 

 （五）遗嘱未处分的遗产。 

第一千一百五十五条 【胎儿预留份】 

遗产分割时，应当保留胎儿的继承份额。胎儿娩出时是死体

的，保留的份额按照法定继承办理。 

第一千一百五十六条 【遗产分割的规则和方法】 

遗产分割应当有利于生产和生活需要，不损害遗产的效用。

 不宜分割的遗产，可以采取折价、适当补偿或者共有等方法

处理。 

第一千一百五十七条 【再婚时对所继承遗产的处分】 

夫妻一方死亡后另一方再婚的，有权处分所继承的财产，任

何组织或者个人不得干涉。 

第一千一百五十八条 【遗赠扶养协议】 

自然人可以与继承人以外的组织或者个人签订遗赠扶养协

议。按照协议，该组织或者个人承担该自然人生养死葬的义务，

享有受遗赠的权利。 

第一千一百五十九条 【继承遗产与清偿债务】 

分割遗产，应当清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务；

但是，应当为缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要

的遗产。 

第一千一百六十条 【无人继承的遗产的处理】 

无人继承又无人受遗赠的遗产，归国家所有，用于公益事业；

死者生前是集体所有制组织成员的，归所在集体所有制组织所

有。 

第一千一百六十一条 【限定继承】 

继承人以所得遗产实际价值为限清偿被继承人依法应当缴纳

的税款和债务。超过遗产实际价值部分，继承人自愿偿还的不

在此限。 

 继承人放弃继承的，对被继承人依法应当缴纳的税款和债务

可以不负清偿责任。 

第一千一百六十二条 【清偿债务优先于执行遗赠】 

执行遗赠不得妨碍清偿遗赠人依法应当缴纳的税款和债务。

した場合 

（4）遺言の無効部分が関わる遺産 

（5）遺言により処分されていない遺産 

第 1155 条 【胎児の相続分の留保】 

遺産分割の際には、胎児の相続分を留保しなければならな

い。胎児が生まれた時点で死亡していた場合、留保された相

続分は、法定相続により処理する。 

第 1156 条 【遺産分割の規則と方法】 

遺産分割は、生産及び生活上の需要に有益なものでなけれ

ばならず、遺産の効用を損なってはならない。 

 分割に適しない遺産は、価額評価、適当な補償又は共有等

の方法により処理することができる。 

第 1157 条 【再婚時における相続遺産の処分】 

夫婦の一方が死亡した後に他方が再婚する場合、相続した

財産を処分する権利を有するものとし、いかなる組織又は個

人も、これに干渉してはならない。 

第 1158 条 【遺贈扶養協議】 

自然人は、相続人以外の組織又は個人と遺贈扶養協議を締

結することができる。協議により、当該組織又は個人は、当

該自然人の生前の扶養、死後の葬儀にかかる義務を負い、遺

贈を受ける権利を享有する。 

第 1159 条 【遺産相続と債務の弁済】 

遺産を分割するにあたっては、被相続人が法により納付す

べき税金及び債務を弁済しなければならない。ただし、労働

能力を欠き、かつ生活の源泉がない相続人のために必要な遺

産を遺留しなければならない。 

第 1160 条 【相続する者のいない遺産の処理】 

相続する者がおらず、遺贈を受ける者もいない遺産は、国

家所有に帰属し、公共事業に用いるものとする。死者が生前

に集団所有制組織の成員であった場合は、所在していた集団

所有性組織の所有に帰属する。 

第 1161 条 【限定相続】 

相続人は、取得した遺産の実際価値を限度として被相続人

が法により納付すべき税金及び債務を弁済する。ただし、遺

産の実際価値を超える部分について、相続人が自由意思によ

り弁済する場合は、この限りではない。 

 相続人は、相続を放棄する場合、被相続人が法により納付

すべき税金及び債務について弁済責任を負わなくともよい。

第 1162 条 【債務弁済の遺贈執行に対する優先】 

遺贈を執行するにあたっては、遺贈者が法により納付すべ
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第一千一百六十三条 【法定继承人、遗嘱继承人、受一赠人

清偿税款债务的顺序和比例】 

既有法定继承又有遗嘱继承、遗赠的，由法定继承人清偿被

继承人依法应当缴纳的税款和债务；超过法定继承遗产实际价

值部分，由遗嘱继承人和受遗赠人按比例以所得遗产清偿。 

第七编 侵权责任 

第一章 一般规定 

第一千一百六十四条 【侵权责任编的调整范围】 

本编调整因侵害民事权益产生的民事关系。 

第一千一百六十五条 【过错责任原则；过错推定责任】 

行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权

责任。 

 依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错

的，应当承担侵权责任。 

第一千一百六十六条 【非过错责任】 

行为人造成他人民事权益损害，不论行为人有无过错，法律

规定应当承担侵权责任的，依照其规定。 

第一千一百六十七条 【民事权益保全请求权】 

侵权行为危及他人人身、财产安全的，被侵权人有权请求侵

权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任。 

第一千一百六十八条 【共同实施侵权行为人的连带责任】 

二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连

带责任。 

第一千一百六十九条 【教唆者、帮助者的侵权责任】 

教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责

任。 

 教唆、帮助无民事行为能力人、限制民事行为能力人实施侵

权行为的，应当承担侵权责任；该无民事行为能力人、限制民

事行为能力人的监护人未尽到监护职责的，应当承担相应的责

任。 

第一千一百七十条 【共同危险行为人的侵权责任】 

二人以上实施危及他人人身、财产安全的行为，其中一人或

き税金及び債務の弁済を妨げてはならない。 

第 1163 条 【法定相続人、遺言相続人、受遺者の税金・債務

弁済にかかる順序と比率】 

法定相続のほか、遺言相続、遺贈もある場合、被相続人の

法により納付すべき税金及び債務は法定相続人が弁済する。

法定相続遺産の実際価値を超える部分については、遺言相続

人及び受遺者が、取得した遺産により比率に応じて弁済する。

第七編 権利侵害責任、附則 

第一章 一般規定 

第 1164 条 【権利侵害編の調整範囲】 

本編は、民事権益の侵害により生ずる民事関係を調整する。

第 1165 条 【過失責任原則、過失推定責任】 

行為者は、過失により他人の民事権益を侵害し損害をもた

らした場合、権利侵害責任を負わなければならない。 

 法律の規定により、行為者に過失があると推定され、当該

行為者が、自己に過失がない旨を証明することができない場

合は、権利侵害責任を負わなければならない。 

第 1166 条 【無過失責任】 

行為者が他人に民事権益の損害をもたらした場合におい

て、行為者に過失があるか否かを問わず、法律により権利侵

害責任を負うべき旨が規定されている場合は、その規定に従

う。 

第 1167 条 【民事権益への保全請求権】 

権利侵害行為が他人の財産の安全に危害を及ぼした場合、

権利を侵害された者は、権利侵害者に対し侵害の停止、妨害

の排除、危険の除去等の権利侵害責任の負担を請求する権利

を有する。 

第 1168 条 【権利侵害行為の共同実施者の連帯責任】 

2 名以上が共同で権利侵害行為を実施し、他人に損害をも

たらした場合、連帯責任を負わなければならない。 

第 1169 条 【教唆者、幇助者の権利侵害責任】 

他人に権利侵害行為の実施を教唆したり、実施を幇助した

場合、行為者と連帯責任を負わなければならない。 

 民事行為無能力者又は制限民事行為能力者に権利侵害行為

を実施するよう教唆したか、実施を幇助した場合、権利侵害

責任を負わなければならない。当該民事行為無能力者又は制

限民事行為能力者の後見人は、後見の職責を尽くさない場合、

相応する責任を負わなければならない。 

第 1170 条 【共同で危険行為を実施した者の権利侵害責任】

2名以上が他人の人身又は財産の安全を脅かす行為を実施
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者数人的行为造成他人损害，能够确定具体侵权人的，由侵权

人承担责任；不能确定具体侵权人的，行为人承担连带责任。

第一千一百七十一条 【分别实施充足原因侵权行为的连带责

任】 

二人以上分别实施侵权行为造成同一损害，每个人的侵权行

为都足以造成全部损害的，行为人承担连带责任。 

第一千一百七十二条 【分别实施非充足原因侵权行为的按份

责任】 

二人以上分别实施侵权行为造成同一损害，能够确定责任大

小的，各自承担相应的责任；难以确定责任大小的，平均承担

责任。 

第一千一百七十三条 【被侵权人过错】 

被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵

权人的责任。 

第一千一百七十四条 【受害人故意】 

损害是因受害人故意造成的，行为人不承担责任。 

第一千一百七十五条 【第三人原因】 

损害是因第三人造成的，第三人应当承担侵权责任。 

第一千一百七十六条 【自甘风险】 

自愿参加具有一定风险的文体活动，因其他参加者的行为受

到损害的，受害人不得请求其他参加者承担侵权责任；但是，

其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。 

 活动组织者的责任适用本法第一千一百九十八条至第一千二

百零一条的规定。 

第一千一百七十七条 【自主行为】 

合法权益受到侵害，情况紧迫且不能及时获得国家机关保护，

不立即采取措施将使其合法权益受到难以弥补的损害的，受害

人可以在保护自己合法权益的必要范围内采取扣留侵权人的财

物等合理措施；但是，应当立即请求有关国家机关处理。 

 受害人采取的措施不当造成他人损害的，应当承担侵权责任。

し、うち 1名又は数名の行為により他人に損害がもたらされ、

具体的な権利侵害者を確定できる場合、権利侵害者が責任を

負う。具体的な権利侵害者が確定できない場合は、行為者が

責任を負う。 

第 1171 条 【原因の充足した権利侵害行為をそれぞれ実施し

た場合の連帯責任】 

2 名以上が権利侵害行為をそれぞれ実施し、同一の損害を

もたらし、各人の権利侵害行為がいずれも損害の全部をもた

らすに足る場合、行為者は連帯責任を負う。 

第 1172 条 【原因の充足しない権利侵害行為をそれぞれ実施

した場合の責任按分】 

2 名以上が権利侵害行為をそれぞれ実施して同一の損害を

もたらし、責任の大小を確定することができる場合、各自が

相応に責任を負う。責任の大小を確定することが困難な場合

は、均等に責任を負う。 

第 1173 条 【権利を侵害された者の過失】 

権利を侵害された者に同一の損害の発生又は拡大について

過失がある場合、権利侵害者の責任を軽減することができる。

第 1174 条 【被害者の故意】 

損害が被害者の故意によりもたらされたものである場合、

行為者は責任を負わない。 

第 1175 条 【第三者による原因】 

損害が第三者によりもたらされたものである場合、第三者

は、権利侵害責任を負わなければならない。 

第 1176 条 【自己責任リスク】 

一定のリスクのある文化・スポーツ活動に自由意思により

参加し、他の参加者の行為により損害を受けた場合、被害者

は、他の参加者に対して権利侵害責任を負うよう請求しては

ならない。ただし、他の参加者に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。 

 活動の組織者の責任には、本法第 1198 条から第 1201 条の

規定を適用する。 

第 1177 条 【自助行為】 

適法な権益が侵害を受け、緊迫した状況で、かつ速やかに

国家機関による保護を得ることができず、ただちに措置を取

らなければその適法な権益が補填し難い損害を受けることに

なる場合、被害者は、自己の適法な権益の保護に必要な範囲

において権利侵害者の財物を差し押さえる等の合理的な措置

を取ることができる。ただし、関係国家機関に対してただち

に処理を請求しなければならない。 

 被害者は、取った措置が不当であったことにより他人に損
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第一千一百七十八条 【其他法定侵权责任免除或者减轻规则】

本法和其他法律对不承担责任或者减轻责任的情形另有规定

的，依照其规定。 

第二章 损害赔偿 

第一千一百七十九条 【人身损害赔偿项目】 

侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通

费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，

以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费

和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。

第一千一百八十条 【因同一侵权行为造成多人死亡的死亡赔

偿金】 

因同一侵权行为造成多人死亡的，可以以相同数额确定死亡

赔偿金。 

第一千一百八十一条 【侵权责任请求权人】 

被侵权人死亡的，其近亲属有权请求侵权人承担侵权责任。

被侵权人为组织，该组织分立、合并的，承继权利的组织有权

请求侵权人承担侵权责任。 

 被侵权人死亡的，支付被侵权人医疗费、丧葬费等合理费用

的人有权请求侵权人赔偿费用，但是侵权人已经支付该费用的

除外。 

第一千一百八十二条 【侵害人身权益造成财产损失的赔偿数

额计算方式】 

侵害他人人身权益造成财产损失的，按照被侵权人因此受到

的损失或者侵权人因此获得的利益赔偿；被侵权人因此受到的

损失以及侵权人因此获得的利益难以确定，被侵权人和侵权人

就赔偿数额协商不一致，向人民法院提起诉讼的，由人民法院

根据实际情况确定赔偿数额。 

第一千一百八十三条 【精神损害赔偿】 

侵害自然人人身权益造成严重精神损害的，被侵权人有权请

求精神损害赔偿。 

害をもたらした場合、権利侵害責任を負わなければならない。

第 1178 条 【その他の法定の権利侵害責任の免除又は軽減規

則】 

本法及びその他の法律に、責任の免除又は軽減の事由につ

いて別段の規定がある場合は、その規定に従う。 

第二章 損害賠償 

第 1179 条 【人身損害の賠償項目】 

他人を侵害して人身損害をもたらした場合、医療費、看護

費、交通費、栄養費、入院食事補助費等の治療及び健康回復

のため支出される合理的な費用ならびに休業により減少する

収入を賠償しなければならない。後遺障害をもたらした場合、

さらに補助器具及び後遺障害賠償金を賠償しなければならな

い。死亡させた場合、さらに葬儀費用及び死亡賠償金を賠償

しなければならない。 

第 1180 条 【同一の権利侵害行為により複数の死者を出した

場合の死亡賠償金】 

同一の権利侵害行為により複数名の死者が出た場合、同一

の金額により死亡賠償金を確定することができる。 

第 1181 条 【権利侵害責任の請求権者】 

権利を侵害された者が死亡した場合、その近親者は、権利

侵害者に対し権利侵害責任の負担を請求する権利を有する。

権利を侵害された者が組織であり当該組織が分割又は合併し

た場合、権利を承継した組織は、権利侵害者に対し権利侵害

責任の負担を請求する権利を有する。 

 権利を侵害された者が死亡した場合、権利を侵害された者

の医療費、葬儀費用等の合理的な費用を支払う者は、権利侵

害者に対し費用の賠償を請求する権利を有する。ただし、権

利侵害者がすでに当該費用を支払っている場合を除く。 

第 1182 条 【人身権益の侵害が財産の損失をもたらした場合

の賠償金額の計算方式】 

他人の人身上の権益を侵害して財産損害をもたらした場

合、これにより権利を侵害された者が被った損害又はこれに

より権利侵害者が取得した利益により賠償する。これにより

権利を侵害された者が被った損害又はこれにより権利侵害者

が取得した利益が確定困難であり、権利を侵害された者及び

権利侵害者が賠償金額について協議しても合意に至らず、裁

判所に訴えを提起した場合、裁判所により実際の状況に基づ

き賠償金額を確定する。 

第 1183 条 【精神的損害の賠償】 

自然人の人身上の権益を侵害して重大な精神的損害をもた

らした場合、権利を侵害された者は、精神的損害賠償を請求

する権利を有する。 
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 因故意或者重大过失侵害自然人具有人身意义的特定物造成

严重精神损害的，被侵权人有权请求精神损害赔偿。 

第一千一百八十四条 【侵害财产造成财产损失的计算方式】

侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者

其他合理方式计算。 

第一千一百八十五条 【故意侵害知识产权的惩罚性赔偿责任】

故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相

应的惩罚性赔偿。 

第一千一百八十六条 【公平补偿责任的一般规定】 

受害人和行为人对损害的发生都没有过错的，依照法律的规

定由双方分担损失。 

第一千一百八十七条 【损害赔偿金的支付方式】 

损害发生后，当事人可以协商赔偿费用的支付方式。协商不

一致的，赔偿费用应当一次性支付；一次性支付确有困难的，

可以分期支付，但是被侵权人有权请求提供相应的担保。 

第三章 责任主体的特殊规定 

第一千一百八十八条 【监护人责任】 

无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，

由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护职责的，可以减轻其

侵权责任。 

 有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人

损害的，从本人财产中支付赔偿费用；不足部分，由监护人赔

偿。 

第一千一百八十九条 【委托监护中的加纳湖人和受托人侵权

责任】 

无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害，监

护人将监护职责委托给他人的，监护人应当承担侵权责任；受

托人有过错的，承担相应的责任。 

第一千一百九十条 【暂时丧失意思能力损害责任】 

完全民事行为能力人对自己的行为暂时没有意识或者失去控

制造成他人损害有过错的，应当承担侵权责任；没有过错的，

根据行为人的经济状况对受害人适当补偿。 

 故意又は重大な過失により、人身上の意義を有する自然人

の特定物を侵害して重大な精神的損害をもたらした場合、権

利を侵害された者は、精神的損害賠償を請求する権利を有す

る。 

第 1184 条 【財産の侵害がもたらした財産損失の計算方式】

他人の財産を侵害した場合、財産損害は、損害発生時にお

ける市場価格又はその他の合理的な方式により計算する。 

第 1185 条 【故意による知的財産権侵害の懲罰性賠償責任】

故意により他人の知的財産権を侵害し、情状が重大である

場合、権利を侵害された者は、相応の懲罰性賠償を請求する

権利を有する。 

第 1186 条 【公平補償責任の一般規定】 

損害の発生について、被害者及び行為者のいずれにも過失

がない場合、法律の規定により双方が損害を分担する。 

第 1187 条 【損害賠償金の支払方式】 

損害の発生後、当事者は、賠償費用の支払方式について協

議することができる。協議が合意に至らない場合、賠償費用

を一括で支払わなければならない。一括で支払うことがどう

しても困難である場合は、分割して支払うことができる。た

だし、権利を侵害された者は、相応する担保の提供を請求す

る権利を有する。 

第三章 責任主体にかかる特段の規定 

第 1188 条 【後見人の責任】 

民事行為無能力者又は制限民事行為能力者が他人に損害を

もたらした場合、後見人が権利侵害責任を負う。後見人が後

見の職責を十分に尽くした場合、その権利侵害責任を軽減す

ることができる。 

 財産を有する民事行為無能力者又は制限民事行為能力者が

他人に損害をもたらした場合、本人の財産から賠償費用を支

払う。不足部分は後見人により賠償する。 

第 1189 条 【後見を委託する場合の後見人及び受託者の権利

侵害責任】 

民事行為無能力者又は制限民事行為能力者が他人に損害を

もたらし、後見人が後見の職責を他人に委託している場合、

後見人は、権利侵害責任を負わなければならず、受託者は、

過失がある場合において相応の責任を負う。 

第 1190 条 【一時的な意思能力喪失の損害責任】 

完全民事行為能力者は、自らの行為について一時的に意識

を失い、又は自らの行為を制御できなくなり他人に損害をも

たらし、過失がある場合には、権利侵害責任を負わなければ

ならない。過失がない場合は、行為者の経済状況に基づき被
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完全民事行为能力人因醉酒、滥用麻醉药品或者精神药品对自

己的行为暂时没有意识或者失去控制造成他人损害的，应当承

担侵权责任。 

第一千一百九十一条 【用人单位替代责任及劳务派遣责任】

用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用

人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后，可以向有故

意或者重大过失的工作人员追偿。 

 劳务派遣期间，被派遣的工作人员因执行工作任务造成他人

损害的，由接受劳务派遣的用工单位承担侵权责任；劳务派遣

单位有过错的，承担相应的责任。 

第一千一百九十二条 【个人劳务损害责任】 

个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害

的，由接受劳务一方承担侵权责任。接受劳务一方承担侵权责

任后，可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。提供

劳务一方因劳务受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的

责任。 

 提供劳务期间，因第三人的行为造成提供劳务一方损害的，

提供劳务一方有权请求第三人承担侵权责任，也有权请求接受

劳务一方给予补偿。接受劳务一方补偿后，可以向第三人追偿。

第一千一百九十三条 【承揽人、定作人的侵权责任】 

承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的，

定作人不承担侵权责任。但是，定作人对定作、指示或者选任

有过错的，应当承担相应的责任。 

第一千一百九十四条 【网络用户、网络服务提供者的侵权责

任】 

网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的，

应当承担侵权责任。法律另有规定的，依照其规定。 

 

第一千一百九十五条 【网络侵权责任避风港原则的通知规则】

网络用户利用网络服务实施侵权行为的，权利人有权通知网

害者に対し適当な補償を行う。 

 完全民事行為能力者は、酩酊状態、麻酔薬品の濫用により

自らの行為について一時的に意識がないか、自己の行為を制

御できなくなり他人に損害をもたらした場合、権利侵害責任

を負わなければならない。 

第 1191 条 【使用者の代替責任及び労務派遣責任】 

使用者の従業員が業務上の任務の執行により他人に損害を

もたらした場合、使用者が権利侵害責任を負う。使用者は、

権利侵害責任を負った後で、故意又は重大な過失のある従業

員に対して求償することができる。 

 労務派遣期間において、派遣された従業員が業務上の任務

の執行により他人に損害をもたらした場合、労務派遣を受け

た使用者が権利侵害責任を負い、労務派遣元機関は、過失が

ある場合において相応の責任を負う。 

第 1192 条 【個人の労務損害責任】 

個人間において労務関係を形成し、労務を提供した一方が

労務により他人に損害をもたらした場合、労務の提供を受け

た権利侵害責任を負う。労務の提供を受けた一方は、権利侵

害責任を負った後で、労務を提供した、過失のある一方に対

して求償することができる。労務を提供した一方が労務によ

り損害を受けた場合、双方各自の過失に基づき相応する責任

を負う。 

 労務を提供する期間において、第三者の行為により労務を

提供した一方に損害がもたらされた場合、労務を提供した一

方は、第三者に対し権利侵害責任の負担を請求する権利を有

するほか、労務を受けた一方に対し補償を請求する権利も有

する。労務の提供を受けた一方は、補償を行った後で第三者

に対して求償することができる。 

第 1193 条 【請負人、注文者の権利侵害責任】 

請負人が業務を遂行する過程で第三者に損害をもたらした

か、自らに損害をもたらした場合、注文者は権利侵害責任を

負わない。ただし、注文者は、注文、指示又は選任について

過失がある場合において、相応の責任を負わなければならな

い。 

第 1194 条 【ネットワークユーザー、ネットワークサービス

提供者の権利侵害責任】 

ネットワークユーザー、ネットワークサービス提供者は、

ネットワークを利用して他人の民事権益を侵害した場合、権

利侵害責任を負わなければならない。法律に別段の規定があ

る場合は、当該規定に従う。 

第 1195 条 【ネットワーク権利侵害責任者のセーフ・ハーバ

ールールの通知規則】 

ネットワークユーザーがネットワークサービスを利用して

権利侵害行為を実施した場合、権利者は、ネットワークサー
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络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。通知应

当包括构成侵权的初步证据及权利人的真实身份信息。 

 网络服务提供者接到通知后，应当及时将该通知转送相关网

络用户，并根据构成侵权的初步证据和服务类型采取必要措施；

未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担

连带责任。 

 权利人因错误通知造成网络用户或者网络服务提供者损害

的，应当承担侵权责任。法律另有规定的，依照其规定。 

第一千一百九十六条 【网络侵权责任避风港原则的反通知规

则】 

网络用户接到转送的通知后，可以向网络服务提供者提交不

存在侵权行为的声明。声明应当包括不存在侵权行为的初步证

据及网络用户的真实身份信息。 

 网络服务提供者接到声明后，应当将该声明转送发出通知的

权利人，并告知其可以向有关部门投诉或者向人民法院提起诉

讼。网络服务提供者在转送声明到达权利人后的合理期限内，

未收到权利人已经投诉或者提起诉讼通知的，应当及时终止所

采取的措施。 

第一千一百九十七条 【网络服务提供者与网络用户的连带责

任】 

网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其网络服务

侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连

带责任。 

第一千一百九十八条 【违反安全保障义务的侵权责任】 

宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经

营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，

未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。

 因第三人的行为造成他人损害的，由第三人承担侵权责任；

经营者、管理者或者组织者未尽到安全保障义务的，承担相应

的补充责任。经营者、管理者或者组织者承担补充责任后，可

ビス提供者に通知して削除、非表示、リンクの切断等の必要

な措置を取らせる権利を有する。通知には、権利侵害の構成

にかかる初歩証拠及び権利者の真実の身分情報を含まなけれ

ばならない。 

 ネットワークサービス提供者は、通知を受け取った後、当

該通知を遅滞なく関連するネットワークユーザーに転送した

上、権利侵害の構成にかかる初歩証拠及びサービスの類型に

基づいて必要な措置を取らなければならない。遅滞なく必要

な措置をとらない場合、損害の拡大部分に対し、当該ネット

ワークユーザーと連帯責任を負う。 

 権利者は、誤った通知によりネットワークユーザー又はネ

ットワークサービス提供者に損害をもたらした場合、権利侵

害責任を負わなければならない。法律に別段の規定がある場

合は、その規定に従う。 

第 1196 条 【ネットワーク権利侵害責任者のセーフ・ハーバ

ールールの反通知規則】 

ネットワークユーザーは、転送された通知を受領した後で、

ネットワークサービス提供者に対し権利侵害行為が存在しな

い旨の声明を提出することができる。声明には、権利侵害行

為の不存在についての初歩証拠及びネットワークユーザーの

真実の身分情報を含まなければならない。 

 ネットワークサービス提供者は、声明を受け取った後、通

知を発した権利者に当該声明を転送した上、関係機関に通報

するか、裁判所に対し訴訟を提起することができる旨を、当

該権利者に告知しなければならない。ネットワークサービス

提供者は、転送した声明が権利者に到達した後の合理的な期

間内において、権利者が通報したか、提訴した旨の通知を受

け取ることがない場合は、取った措置を遅滞なく終了しなけ

ればならない。 

第 1197 条 【ネットワークサービス提供者とネットワークユ

ーザーの連帯責任】 

ネットワークサービス提供者は、ネットワークユーザーが

自らのネットワークサービスを利用して他人の民事権益を侵

害したことを知るか知り得るべきであるのに、必要な措置を

取らなかった場合、当該ネットワークユーザーと連帯責任を

負う。 

第 1198 条 【安全保障義務に違反する権利侵害責任】 

ホテル、ショッピングセンター、銀行、駅、空港、スポー

ツ施設、娯楽場所等の経営場所、公共施設の経営者、管理者

又は大衆性活動の主宰者は、安全保障義務を尽くさず、他人

に損害をもたらした場合、権利侵害責任を負わなければなら

ない。 

 第三者の行為により他人に損害がもたらされた場合、第三

者が権利侵害責任を負う。経営者、管理者又は組織者は、安

全保障義務を尽くさない場合、相応の補充責任を負う。経営
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以向第三人追偿。 

第一千一百九十九条 【教育机构无民事行为能力人收到人身

损害的过错推定责任】 

无民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构学习、

生活期间受到人身损害的，幼儿园、学校或者其他教育机构应

当承担侵权责任；但是，能够证明尽到教育、管理职责的，不

承担侵权责任。 

第一千二百条 【教育机构对限制民事行为能力人收到人身损

害的过错责任】 

限制民事行为能力人在学校或者其他教育机构学习、生活期

间受到人身损害，学校或者其他教育机构未尽到教育、管理职

责的，应当承担侵权责任。 

第一千二百零一条 【第三人在教育机构造成人身损害的侵权

责任和补充责任】 

无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在幼儿园、学校

或者其他教育机构学习、生活期间，受到幼儿园、学校或者其

他教育机构以外的第三人人身损害的，由第三人承担侵权责任；

幼儿园、学校或者其他教育机构未尽到管理职责的，承担相应

的补充责任。幼儿园、学校或者其他教育机构承担补充责任后，

可以向第三人追偿。 

第四章 产品责任 

第一千二百零二条 【生产者的缺陷产品无过错 终责任】 

因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任。

第一千二百零三条 【生产者、销售者的缺陷产品不真正连带

责任及追偿权】 

因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生

产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。 

 产品缺陷由生产者造成的，销售者赔偿后，有权向生产者追

偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的，生产者赔偿后，有权

向销售者追偿。 

第一千二百零四条 【生产者、销售者的第三人追偿权】 

因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷，造成他

人损害的，产品的生产者、销售者赔偿后，有权向第三人追偿。

者、管理者又は組織者は、補充責任を負った後で第三者に求

償することができる。 

第 1199 条 【民事行為無能力者が人身損害を受けた場合にお

ける教育機関の過失推定責任】 

民事行為無能力者が幼稚園、学校又はその他の教育機関に

おける学習又は生活期間において人身損害を受けた場合、幼

稚園、学校又はその他の教育機関は、権利侵害責任を負わな

ければならない。ただし、教育及び管理の職責を尽くしたこ

とを証明できる場合は、権利侵害責任を負わない。 

第 1200 条 【制限民事行為能力者が人身損害を受けた場合に

おける教育機関の過失推定責任】 

制限民事行為能力者が学校又はその他の教育機関における

学習又は生活期間において人身損害を受け、学校又はその他

の教育機関は、教育及び管理の職責を尽くさない場合は権利

侵害責任を負わなければならない。 

第 1201 条 【第三者が教育機関で人身損害もたらした場合の

権利侵害責任及び補充責任】 

民事行為無能力者又は制限民事行為能力者が幼稚園、学校

又はその他の教育機関における学習又は生活期間において、

幼稚園、学校又はその他の教育機関以外の第三者による人身

損害を受けた場合、第三者が権利侵害責任を負う。幼稚園、

学校又はその他の教育機関は、管理の職責を尽くさない場合、

相応の補充責任を負う。幼稚園、学校又はその他の教育機関

は、補充責任を負った後で第三者に求償することができる。

第四章 製品責任 

第 1202 条 【欠陥製品について生産者が負う無過失 終責

任】 

製品に欠陥が存在したことにより他人に損害がもたらされ

た場合、生産者は、権利侵害責任を負わなければならない。

第 1203 条 【欠陥製品について生産者、販売者が負う不真正

連帯責任及び求償権】 

製品に欠陥が存在したことにより他人に損害がもたらされ

た場合、権利を侵害された者は、製品の生産者に対し賠償を

請求することができるほか、製品の販売者に対し賠償を請求

することもできる。 

 製品の欠陥が生産者によりもたらされた場合、販売者は、

賠償した後で生産者に対し求償する権利を有する。販売者の

過失により製品に欠陥をもたらした場合、生産者は、賠償し

た後販売者に対し求償する権利を有する。 

第 1204 条 【生産者、販売者の第三者に対する求償権】 

運送者、倉庫保管者等の第三者の過失により製品に欠陥を

もたらし、他人に損害がもたらされた場合、製品の生産者、
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第一千二百零五条 【缺陷产品预防性除险责任】 

因产品缺陷危及他人人身、财产安全的，被侵权人有权请求

生产者、销售者承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责

任。 

第一千二百零六条 【缺陷产品预防性补救责任】 

产品投入流通后发现存在缺陷的，生产者、销售者应当及时

采取停止销售、警示、召回等补救措施；未及时采取补救措施

或者补救措施不力造成损害扩大的，对扩大的损害也应当承担

侵权责任。 

 依据前款规定采取召回措施的，生产者、销售者应当负担被

侵权人因此支出的必要费用。 

第一千二百零七条 【缺陷产品惩罚性赔偿责任】 

明知产品存在缺陷仍然生产、销售，或者没有依据前条规定

采取有效补救措施，造成他人死亡或者健康严重损害的，被侵

权人有权请求相应的惩罚性赔偿。 

第五章 机动车交通事故责任 

第一千二百零八条 【机动车交通事故责任的法律适用】 

机动车发生交通事故造成损害的，依照道路交通安全法律和

本法的有关规定承担赔偿责任。 

第一千二百零九条 【租赁、借用机动车交通事故责任】 

因租赁、借用等情形机动车所有人、管理人与使用人不是同

一人时，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，

由机动车使用人承担赔偿责任；机动车所有人、管理人对损害

的发生有过错的，承担相应的赔偿责任。 

第一千二百一十条 【买卖机动车未过户交通事故责任】 

当事人之间已经以买卖或者其他方式转让并交付机动车但是

未办理登记，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任

的，由受让人承担赔偿责任。 

第一千二百一十一条 【挂靠机动车交通事故责任】 

以挂靠形式从事道路运输经营活动的机动车，发生交通事故

販売者は、賠償した後で第三者に対し求償する権利を有する。

第 1205 条 【欠陥製品の予防性リスク除去責任】 

製品の欠陥により他人の人身又は財産の安全に危害を及ぼ

した場合、権利を侵害された者は、生産者又は販売者に対し

侵害の停止、妨害の排除、危険の除去等の権利侵害責任の負

担を請求する権利を有する。 

第 1206 条 【欠陥製品の予防性救済責任】 

製品が流通に投入された後に欠陥の存在が発見された場

合、生産者及び販売者は、遅滞なく販売停止、警告、リコー

ル等の救済措置を取らなければならない。速やかに救済措置

を取らないか、救済措置が不十分であり、損害の拡大をもた

らした場合、拡大した損害についても権利侵害責任を負わな

ければならない。 

 前項の規定によりリコールの措置を取る場合、生産者及び

販売者は、権利を侵害された者がこれにより支出した必要費

用を負担しなければならない。 

第 1207 条 【欠陥製品の懲罰性賠償責任】 

製品に欠陥が存在することを明らかに知りながらなお生

産、販売したか、前条の規定通りに有効な救済措置をとらず、

他人を死亡させたか健康に重大な損害をもたらした場合、権

利を侵害された者は、相応の懲罰性賠償を請求する権利を有

する。 

第五章 車両交通事故責任 

第 1208 条 【車両交通事故の法律適用】 

車両による交通事故が発生して損害をもたらした場合、道

路交通安全に関する法律及び本法の関連規定により賠償責任

を負う。 

第 1209 条 【リース、借用した車両の交通事故責任】 

リース、借用等の事由により車両の所有者又は管理者と使

用者が同一の者ではなく、交通事故が発生して損害をもたら

し、当該車両の一方の責任に属する場合、車両の使用者が賠

償責任を負う。車両の所有者又は管理者は、損害の発生につ

いて過失がある場合において相応の賠償責任を負う。 

第 1210 条 【売買車両の名義登記をしていない車両の交通事

故責任】 

当事者間において、すでに売買又はその他の方式により車

両を譲渡し、かつ引き渡してはいるが、登記手続きは行って

いないという状況で、交通事故が発生して損害をもたらし、

当該車両側に責任がある場合、譲受人が賠償責任を負う。 

第 1211 条 【名義借用車両の交通事故責任】 

名義借用の形式により道路運送経営活動に従事する車両で
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造成损害，属于该机动车一方责任的，由挂靠人和被挂靠人承

担连带责任。 

第一千二百一十二条 【擅自驾驶他人机动车交通事故责任】

未经允许驾驶他人机动车，发生交通事故造成损害，属于该机

动车一方责任的，由机动车使用人承担赔偿责任；机动车所有

人、管理人对损害的发生有过错的，承担相应的赔偿责任，但

是本章另有规定的除外。 

第一千二百一十三条 【交通事故侵权救济来源的支付顺序】

机动车发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，

先由承保机动车强制保险的保险人在强制保险责任限额范围内

予以赔偿；不足部分，由承保机动车商业保险的保险人按照保

险合同的约定予以赔偿；仍然不足或者没有投保机动车商业保

险的，由侵权人赔偿。 

第一千二百一十四条 【拼装车、报废车交通事故责任】 

以买卖或者其他方式转让拼装或者已经达到报废标准的机动

车，发生交通事故造成损害的，由转让人和受让人承担连带责

任。 

第一千二百一十五条 【盗抢机动车交通事故责任】 

盗窃、抢劫或者抢夺的机动车发生交通事故造成损害的，由

盗窃人、抢劫人或者抢夺人承担赔偿责任。盗窃人、抢劫人或

者抢夺人与机动车使用人不是同一人，发生交通事故造成损害，

属于该机动车一方责任的，由盗窃人、抢劫人或者抢夺人与机

动车使用人承担连带责任。 

 保险人在机动车强制保险责任限额范围内垫付抢救费用的，

有权向交通事故责任人追偿。 

第一千二百一十六条 【驾驶人逃逸责任承担规则】 

机动车驾驶人发生交通事故后逃逸，该机动车参加强制保险

的，由保险人在机动车强制保险责任限额范围内予以赔偿；机

动车不明、该机动车未参加强制保险或者抢救费用超过机动车

强制保险责任限额，需要支付被侵权人人身伤亡的抢救、丧葬

等费用的，由道路交通事故社会救助基金垫付。道路交通事故

社会救助基金垫付后，其管理机构有权向交通事故责任人追偿。

第一千二百一十七条 【好意同乘规则】 

非营运机动车发生交通事故造成无偿搭乘人损害，属于该机

动车一方责任的，应当减轻其赔偿责任，但是机动车使用人有

交通事故が発生して損害をもたらし、当該車両の一方に責任

がある場合、名義を借りた者及び貸した者が連帯責任を負う。

第 1212 条 【無断で運転された他人の車両の交通事故責任】

許可を得ずに他人の車両を運転し、交通事故が発生して損

害をもたらし、当該車両の一方に責任がある場合、車両の使

用者が賠償責任を負う。車両の所有者又は管理者は、損害の

発生について過失がある場合において相応の賠償責任を負

う。ただし、本章に別段の規定がある場合を除く。 

第 1213 条 【交通事故の権利侵害救済源の支払順】 

車両に交通事故が発生して損害をもたらし、当該車両の一

方に責任がある場合、まず車両強制保険を引き受ける保険者

が強制保険の責任限度額の範囲内において補填する。不足部

分は、車両商業保険を引き受ける保険者が保険契約の約定の

通り補填する。なお不足があるか、車両商業保険を付保して

いない場合、権利侵害者により賠償する。 

第 1214 条 【組立車、廃車の交通事故責任】 

売買その他の方式により譲渡され、部品を集めて組み立て、

又はすでに廃車基準に達している車両に交通事故が発生して

損害をもたらした場合、譲渡人及び譲受人により連帯責任を

負う。 

第 1215 条 【窃取車両の交通事故責任】 

窃取、強奪又は奪取した車両に交通事故が発生して損害を

もたらした場合、窃取した者、強奪した者、奪取した者が賠

償責任を負う。窃取、強奪又は奪取した者と車両の使用者が

同一の者ではない場合において、交通事故が発生して損害を

もたらし、当該車両の一方に責任がある場合、窃取、強奪又

は奪取した者と車両の使用者が連帯責任を負う。 

 保険者は、車両強制保険の責任限度額の範囲内において応

急救助費用を立て替えて支払う場合、車両事故責任者に対し

求償する権利を有する。 

第 1216 条 【運転者が逃れた責任の負担原則】 

車両の運転者が交通事故の発生後に死亡した場合、当該車

両について強制保険を付保している場合は、保険者が車両強

制保険責任限度額の範囲内において補填する。車両が不明で

あるか、当該車両について強制保険を付保していないか、緊

急救助費用が車両強制保険の責任限度額を超え、権利を侵害

された者の人身の傷害・死亡にかかる緊急救助、葬儀等の費

用を支払う必要がある場合は、道路交通事故社会救助基金に

より立て替えて支払った後で、その管理機関は交通事故の責

任者に対し求償する権利を有する。 

第 1217 条 【好意同乗規則】 

非営業性運送車両に交通事故が発生して無償搭乗者に損害

がもたらされた場合において、当該車両の一方に責任がある
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故意或者重大过失的除外。 

第六章 医疗损害责任 

第一千二百一十八条 【医疗损害的过错责任与替代责任】 

患者在诊疗活动中受到损害，医疗机构或者其医务人员有过

错的，由医疗机构承担赔偿责任。 

第一千二百一十九条 【医疗机构告知义务】 

医务人员在诊疗活动中应当向患者说明病情和医疗措施。需

要实施手术、特殊检查、特殊治疗的，医务人员应当及时向患

者具体说明医疗风险、替代医疗方案等情况，并取得其明确同

意；不能或者不宜向患者说明的，应当向患者的近亲属说明，

并取得其明确同意。 

 医务人员未尽到前款义务，造成患者损害的，医疗机构应当

承担赔偿责任。 

第一千二百二十条 【医疗机构紧急救助措施】 

因抢救生命垂危的患者等紧急情况，不能取得患者或者其近

亲属意见的，经医疗机构负责人或者授权的负责人批准，可以

立即实施相应的医疗措施。 

第一千二百二十一条 【医务人员未尽相当诊疗义务的医疗机

构替代责任】 

医务人员在诊疗活动中未尽到与当时的医疗水平相应的诊疗

义务，造成患者损害的，医疗机构应当承担赔偿责任。 

第一千二百二十二条 【医疗机构过错推定的情形】 

患者在诊疗活动中受到损害，有下列情形之一的，推定医疗

机构有过错： 

 （一）违反法律、行政法规、规章以及其他有关诊疗规范的

规定； 

 （二）隐匿或者拒绝提供与纠纷有关的病历资料； 

 （三）遗失、伪造、篡改或者违法销毁病历资料。 

第一千二百二十三条 【医疗产品的不真正连带责任】 

因药品、消毒产品、医疗器械的缺陷，或者输入不合格的血

液造成患者损害的，患者可以向药品上市许可持有人、生产者、

血液提供机构请求赔偿，也可以向医疗机构请求赔偿。患者向

医疗机构请求赔偿的，医疗机构赔偿后，有权向负有责任的药

場合、その賠償責任を軽減しなければならない。ただし、車

両の使用者に故意又は重大な過失がある場合を除く。 

第六章 医療損害責任 

第 1218 条 【医療損害の過失責任と代替責任】 

患者が診療活動において損害を受け、医療機関又はその医

療関係者に過失がある場合、医療機関により賠償責任を負う。

第 1219 条 【医療機関の告知義務】 

医療関係者は、診療活動において、患者に対し病状及び医

療措置について説明しなければならない。手術、特殊検査、

特殊治療を実施する必要がある場合、医療関係者は医療リス

ク、代替医療案等の状況を患者に遅滞なく説明した上、当該

患者の明確な同意を取得しなければならない。患者に対し説

明できないか、説明することが不適である場合は、患者の近

親者に説明した上で当該近親者の明確な同意を取得しなけれ

ばならない。 

 医療関係者が前項の義務を尽くさず、患者に損害をもたら

した場合、医療機関は賠償責任を負わなければならない。 

第 1220 条 【医療機関の緊急救助措置】 

生命の危機に瀕している患者の救助等の緊急の事情によ

り、患者又はその近親者の意見を取得することができない場

合は、医療機関の責任者又は権限を付与された責任者の承認

を得ることにより、ただちに相応の医療措置を実施すること

ができる。 

第 1221 条 【医療関係者が相当の診療義務を尽くさない場合

の医療機関の代替責任】 

医療関係者が診療活動中に当時の医療水準に相応の診療義

務を尽くさず、患者に損害をもたらした場合、医療機関は賠

償責任を負わなければならない。 

第 1222 条 【医療機関の過失推定事由】 

患者が診療活動において損害を受け、以下に掲げる事由の

一つがある場合、医療機関に過失があったものと推定する。

（1）法律、行政法規、規則及びその他の診療規範に関する規

定に違反した場合 

（2）紛争に関する診療記録を隠匿したか、提供を拒絶した場

合 

（3）診療記録を遺失、偽造、改ざん又は違法に廃棄した場合

第 1223 条 【医療製品の不真正連帯責任】 

薬品、消毒薬剤、医療機器の欠陥又は不合格の血液を輸血

したことにより患者に損害をもたらした場合、患者は、薬品

上市許可保有者、生産者又は血液提供機関に対し賠償を請求

することができるほか、医療機関に対し賠償を請求すること

もできる。患者が医療機関に対し賠償を請求した場合、医療
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品上市许可持有人、生产者、血液提供机构追偿。 

第一千二百二十四条 【医疗损害免责事由】 

患者在诊疗活动中受到损害，有下列情形之一的，医疗机构

不承担赔偿责任： 

 （一）患者或者其近亲属不配合医疗机构进行符合诊疗规范

的诊疗； 

 （二）医务人员在抢救生命垂危的患者等紧急情况下已经尽

到合理诊疗义务； 

 （三）限于当时的医疗水平难以诊疗。 

 前款第一项情形中，医疗机构或者其医务人员也有过错的，

应当承担相应的赔偿责任。 

第一千二百二十五条 【客观病历资料的填写、保管和提供义

务】 

医疗机构及其医务人员应当按照规定填写并妥善保管住院

志、医嘱单、检验报告、手术及麻醉记录、病理资料、护理记

录等病历资料。 

 患者要求查阅、复制前款规定的病历资料的，医疗机构应当

及时提供。 

第一千二百二十六条 【违反患者隐私权和个人信息保密义务

的医疗机构责任】 

医疗机构及其医务人员应当对患者的隐私和个人信息保密。

泄露患者的隐私和个人信息，或者未经患者同意公开其病历资

料的，应当承担侵权责任。 

第一千二百二十七条 【不必要检查禁止义务】 

医疗机构及其医务人员不得违反诊疗规范实施不必要的检

查。 

第一千二百二十八条 【妨害医疗活动的法律责任】 

医疗机构及其医务人员的合法权益受法律保护。 

 干扰医疗秩序，妨碍医务人员工作、生活，侵害医务人员合

法权益的，应当依法承担法律责任。 

第七章 环境污染和生态破坏责任 

第一千二百二十九条 【污染环境、破坏生态无过错责任】 

因污染环境、破坏生态造成他人损害的，侵权人应当承担侵

权责任。 

第一千二百三十条 【污染环境、破坏生态抗辩事由的举证责

機関は賠償した後で、責任を負う薬品上市許可保有者、生産

者、血液提供機関に対し求償する権利を有する。 

第 1224 条 【医療損害の免責事由】 

患者が診療活動において損害を受け、以下に掲げる事由の

一つがある場合、医療機関は賠償責任を負わない。 

（1）患者又はその近親者が、医療機関の行う診療規範に適合

した診療に協力しない場合 

（2）医療関係者が生命の危機に瀕した患者の救助等の緊急の

状況において、合理的な診療義務を尽くしている場合 

（3）当時の医療水準の限界により診療が困難である場合 

 前項第（1）号の事由において、医療機関及びその医療関係

者にも過失があった場合は、相応の賠償責任を負わなければ

ならない。 

第 1225 条 【客観的な診療記録の記入、保管、提供の義務】

医療機関及びその医療関係者は、規定の通りに入院記録、

医師指示表、検査報告、手術・麻酔記録、病理資料、看護記

録等の診療記録を記入した上、適切に保管しなければならな

い。 

 患者が前項所定の診療記録の閲覧又は複製を要求した場

合、医療機関は、遅滞なく提供しなければならない。 

第 1226 条 【患者のプライバシー権及び個人情報の秘密保持

義務に違反した医療機関の責任】 

医療機関及びその医療関係者は、患者のプライバシー及び

個人情報について秘密を保持しなければならない。患者のプ

ライバシー及び個人情報を漏えいしたり、患者の同意を得ず

に当該患者の診療記録を公開した場合、権利侵害責任を負わ

なければならない。 

第 1227 条 【不必要な検査の禁止義務】 

医療機関及びその医療関係者は、診療規範に違反して不必

要な検査を行ってはならない。 

第 1228 条 【医療活動への妨害の法的責任】 

医療機関及びその医療関係者の適法な権益は、法律による

保護を受ける。 

医療秩序を乱し、医療関係者の業務、生活を妨害し、医療

関係者の適法な権益を侵害した者は、法により法的責任を負

わなければならない。 

第七章 環境汚染及び生態破壊の責任 

第 1229 条 【環境汚染、生態破壊の無過失責任】 

環境汚染又は生態破壊により他人に損害をもたらした場

合、権利侵害者は、権利侵害責任を負わなければならない。

第 1230 条 【環境汚染、生態破壊にかかる抗弁事由の挙証責
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任】 

因污染环境、破坏生态发生纠纷，行为人应当就法律规定的

不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因

果关系承担举证责任。 

第一千二百三十一条 【数人污染环境、破坏生态的 终责任

分担规则】 

两个以上侵权人污染环境、破坏生态的，承担责任的大小，

根据污染物的种类、浓度、排放量，破坏生态的方式、范围、

程度，以及行为对损害后果所起的作用等因素确定。 

第一千二百三十二条 【故意违规污染环境、破坏生态的惩罚

性赔偿责任】 

侵权人违反法律规定故意污染环境、破坏生态造成严重后果

的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。 

第一千二百三十三条 【因第三人过错污染环境、破坏生态的

不真正连带责任】 

因第三人的过错污染环境、破坏生态的，被侵权人可以向侵

权人请求赔偿，也可以向第三人请求赔偿。侵权人赔偿后，有

权向第三人追偿。 

第一千二百三十四条 【生态环境损害修复责任】 

违反国家规定造成生态环境损害，生态环境能够修复的，国

家规定的机关或者法律规定的组织有权请求侵权人在合理期限

内承担修复责任。侵权人在期限内未修复的，国家规定的机关

或者法律规定的组织可以自行或者委托他人进行修复，所需费

用由侵权人负担。 

第一千二百三十五条 【生态环境损害赔偿损失和费用的范围】

违反国家规定造成生态环境损害的，国家规定的机关或者法

律规定的组织有权请求侵权人赔偿下列损失和费用： 

 （一）生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失导致

的损失； 

 （二）生态环境功能永久性损害造成的损失； 

 （三）生态环境损害调查、鉴定评估等费用； 

 （四）清除污染、修复生态环境费用； 

 （五）防止损害的发生和扩大所支出的合理费用。 

 

任】 

環境汚染又は生態破壊により紛争が発生した場合、行為者

は、法律に規定する責任の免除又は軽減の事由及び自らの行

為と損害の間における因果関係の不存在について、挙証責任

を負わなければならない。 

第 1231 条 【複数者による環境汚染、生態破壊の 終責任分

担規則】 

2 名以上の権利侵害者が環境汚染又は生態破壊をもたらし

た場合、負う責任の大きさは、汚染物質の種類、濃度、排出

量、生態破壊の方式、範囲、程度及び行為が損害の結果に対

して果たした役割等の要素に基づき確定する。 

第 1232 条 【故意の規則違反による環境汚染、生態破壊の懲

罰性賠償責任】 

権利侵害者が法律の規定に違反し故意に環境を汚染した

り、生態を破壊して重大な結果をもたらした場合、権利を侵

害された者は、相応する懲罰性賠償を請求する権利を有する。

第 1233 条 【第三者の過失による環境汚染、生態破壊の不真

正連帯責任】 

第三者の過失により環境が汚染され、生態が破壊された場

合、権利を侵害された者は、権利侵害者に対して賠償を請求

することができるほか、第三者に対して賠償を請求すること

もできる。権利侵害者は、賠償した後で第三者に対し求償す

る権利を有する。 

第 1234 条 【生態環境損害の修復責任】 

国の規定に違反して生態環境に損害をもたらし、生態環境

が修復可能である場合、国が規定する機関又は法律に規定す

る組織は、権利侵害者に対し合理的な期間内に修復責任を負

うよう請求する権利を有する。権利侵害者が期間内において

修復しない場合、国の規定する機関又は法律に規定する組織

は、自ら修復するか、他人に修復を委託することができ、必

要な費用は、権利侵害者が負担する。 

第 1235 条 【生態環境損害賠償の損失と費用の範囲】 

国の規定に違反して生態環境に損害をもたらした場合、国

の規定する機関又は法律に規定する組織は、権利侵害者に対

して以下に掲げる損害及び費用を賠償するよう要求する権利

を有する。 

（1）生態環境が損害を受けてから修復が完了するまでの期間

におけるサービス機能の喪失によりもたらされる損害 

（2）生態環境機能の永久的な損害によりもたらされる損害 

（3）生態環境の損害にかかる調査、鑑定評価等の費用 

（4）汚染の除去又は生態環境の修復にかかる費用 

（5）損害の発生及び拡大の防止に支出する合理的な費用 
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第八章 高度危险责任 

第一千二百三十六条 【高度危险责任一般条款】 

从事高度危险作业造成他人损害的，应当承担侵权责任。 

第一千二百三十七条 【民用核设施致害无过错责任及抗辩事

由】 

民用核设施或者运入运出核设施的核材料发生核事故造成他

人损害的，民用核设施的营运单位应当承担侵权责任；但是，

能够证明损害是因战争、武装冲突、暴乱等情形或者受害人故

意造成的，不承担责任。 

第一千二百三十八条 【民用航空器致害无过错责任及抗辩事

由】 

民用航空器造成他人损害的，民用航空器的经营者应当承担

侵权责任；但是，能够证明损害是因受害人故意造成的，不承

担责任。 

第一千二百三十九条 【高度危险物致害无过错责任及抗辩事

由】 

占有或者使用易燃、易爆、剧毒、高放射性、强腐蚀性、高

致病性等高度危险物造成他人损害的，占有人或者使用人应当

承担侵权责任；但是，能够证明损害是因受害人故意或者不可

抗力造成的，不承担责任。被侵权人对损害的发生有重大过失

的，可以减轻占有人或者使用人的责任。 

第一千二百四十条 【高度危险活动致害无过错责任及抗辩事

由】 

从事高空、高压、地下挖掘活动或者使用高速轨道运输工具

造成他人损害的，经营者应当承担侵权责任；但是，能够证明

损害是因受害人故意或者不可抗力造成的，不承担责任。被侵

权人对损害的发生有重大过失的，可以减轻经营者的责任。 

第一千二百四十一条 【遗失、抛弃高度危险物致害的侵权责

任】 

遗失、抛弃高度危险物造成他人损害的，由所有人承担侵权

责任。所有人将高度危险物交由他人管理的，由管理人承担侵

权责任；所有人有过错的，与管理人承担连带责任。 

第八章 高度危険責任 

第 1236 条 【高度危険責任にかかる一般条項】 

高度危険作業に従事して他人に損害をもたらした場合、権

利侵害責任を負わなければならない。 

第 1237 条 【民間原子力施設による損害の無過失責任及び抗

弁事由】 

民間原子力施設又は原子力施設に搬入する、もしくは原子

力施設から搬出する核材料による原子力事故が発生して他人

に損害をもたらした場合、民間原子力施設の運営者は、権利

侵害責任を負わなければならない。ただし、損害が戦争、武

装衝突、暴動等の事由又は被害者の故意によりもたらされた

ものである旨を証明することができる場合は、責任を負わな

い。 

第 1238 条 【民間航空機による損害の無過失責任及び抗弁事

由】 

民間航空機により他人に損害がもたらされた場合、民間航

空機の経営者は、権利侵害責任を負わなければならない。た

だし、損害が被害者の故意によりもたらされたものであるこ

とを証明できる場合は、責任を負わない。 

第 1239 条 【高度危険物による損害の無過失責任及び抗弁事

由】 

可燃性、爆発性、毒性を有するか、高放射性、強腐食性、

高病原性等の高度危険物を占有し、又は使用して他人に損害

をもたらした場合、占有者又は使用者は、権利侵害責任を負

わなければならない。ただし、損害が被害者の故意によりも

たらされたものであることを証明できる場合は、責任を負わ

ない。権利を侵害された者に損害の発生について重大な過失

がある場合、占有者又は使用者の責任を軽減することができ

る。 

第 1240 条 【高度危険活動による損害の無過失責任及び抗弁

事由】 

高所、高圧又は地下掘削の活動に従事するか、高速起動運

送手段を使用して他人に損害をもたらした場合、経営者は、

権利侵害責任を負わなければならない。ただし、損害が被害

者の故意又は不可抗力によりもたらされたものであることを

証明できる場合は、責任を負わない。権利を侵害された者に

損害の発生について重大な過失がある場合、経営者の責任を

軽減することができる。 

第 1241 条 【高度危険物の遺失、投棄による損害の権利侵害

責任】 

高度危険物を遺失したか、投棄して他人に損害をもたらし

た場合、所有者が権利侵害責任を負う。所有者が高度危険物

を他人に引き渡して管理させる場合は、管理者が権利侵害責
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第一千二百四十二条 【非法占有高度危险物致害的侵权责任】

非法占有高度危险物造成他人损害的，由非法占有人承担侵

权责任。所有人、管理人不能证明对防止非法占有尽到高度注

意义务的，与非法占有人承担连带责任。 

第一千二百四十三条 【未经许可进入高度危险作业区域的抗

辩事由】 

未经许可进入高度危险活动区域或者高度危险物存放区域受

到损害，管理人能够证明已经采取足够安全措施并尽到充分警

示义务的，可以减轻或者不承担责任。 

第一千二百四十四条 【高度危险责任法定赔偿限额的适用规

则及其例外】 

承担高度危险责任，法律规定赔偿限额的，依照其规定，但

是行为人有故意或者重大过失的除外。 

第九章 饲养动物损害责任 

第一千二百四十五条 【饲养动物损害责任一般条款】 

饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承

担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意或者重大

过失造成的，可以不承担或者减轻责任。 

第一千二百四十六条 【未对动物采取安全措施损害责任】 

违反管理规定，未对动物采取安全措施造成他人损害的，动

物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害

是因被侵权人故意造成的，可以减轻责任。 

第一千二百四十七条 【禁止饲养的危险动物损害责任】 

禁止饲养的烈性犬等危险动物造成他人损害的，动物饲养人

或者管理人应当承担侵权责任。 

第一千二百四十八条 【动物园饲养动物损害责任】 

动物园的动物造成他人损害的，动物园应当承担侵权责任；

任を負うものとする。所有者に過失がある場合は、管理者と

ともに連帯責任を負う。 

第 1242 条 【不法な高度危険物占有による損害の権利侵害責

任】 

不法に高度危険物を占有して他人に損害をもたらした場

合、不法に占有した者が権利侵害責任を負う。所有者及び管

理者は、不法占有の防止について高度の注意義務を尽くした

ことを証明できない場合は、不法占有者とともに連帯責任を

負う。 

第 1243 条 【許可のない高度危険作業区域立入りの抗弁事

由】 

許可を得ずに高度危険活動区域又は高度危険物保管区域に

立ち入った者が損害を被った場合、管理者は十分な安全措置

を講じ、かつ警告の義務を十分に尽くしたことを証明できる

ならば、責任を軽減するか免除することができる。 

第 1244 条 【高度危険責任の法定賠償限度額の適用規則及び

その例外】 

高度危険責任の負担について、法律で賠償限度額が規定さ

れている場合は、当該規定に従う。ただし、行為者に故意又

は重大な過失がある場合を除く。 

第九章 飼育動物損害責任 

第 1245 条 【飼育動物による損害責任にかかる一般条項】 

飼育する動物が他人に損害をもたらした場合、動物の飼育

者又は管理者は、権利侵害責任を負わなければならない。た

だし、損害が権利を侵害された者の故意又は重大な過失によ

りもたらされたものであることを証明できる場合は、責任を

免除又は軽減することができる。 

第 1246 条  【動物に対し安全措置を取らなかったことによ

る損害責任】 

管理規定に違反し、動物に対する安全措置を取らず他人に

損害をもたらした場合、動物の飼育者又は管理者は、権利侵

害責任を負わなければならない。ただし、損害が権利を侵害

された者の故意又は重大な過失によりもたらされたものであ

ることを証明できる場合は、責任を軽減することができる。

第 1247 条 【飼育を禁止する危険動物による損害責任】 

飼育を禁止する獰猛な犬等の危険動物が他人に損害をもた

らした場合、動物の飼育者又は管理者は、権利侵害責任を負

わなければならない。 

第 1248 条 【動物園の飼育動物による損害責任】 

動物園の動物が他人に損害をもたらした場合、動物園は、

権利侵害責任を負わなければならない。ただし、管理の職責
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但是，能够证明尽到管理职责的，不承担侵权责任。 

第一千二百四十九条 【遗弃、逃逸动物损害责任】 

遗弃、逃逸的动物在遗弃、逃逸期间造成他人损害的，由动

物原饲养人或者管理人承担侵权责任。 

第一千二百五十条 【第三人过错导致饲养动物致害的不真正

连带责任】 

因第三人的过错致使动物造成他人损害的，被侵权人可以向

动物饲养人或者管理人请求赔偿，也可以向第三人请求赔偿。

动物饲养人或者管理人赔偿后，有权向第三人追偿。 

第一千二百五十一条 【饲养动物应负的社会责任】 

饲养动物应当遵守法律法规，尊重社会公德，不得妨碍他人

生活。 

第十章 建筑物和物件损害责任 

第一千二百五十二条 【不动产设施倒塌、塌陷致害的侵权责

任】 

建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由

建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位

能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，

有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。 

 因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构

筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管

理人、使用人或者第三人承担侵权责任。 

第一千二百五十三条 【不动产设施及其附属物脱落、坠落致

害过错推定责任】 

建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、

坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己

没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人

赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。 

第一千二百五十四条 【高空抛物坠物责任】 

禁止从建筑物中抛掷物品。从建筑物中抛掷物品或者从建筑

物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任；

经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的

を尽くしたことを証明できる場合は、権利侵害責任を負わな

い。 

第 1249 条 【遺棄、逃亡動物による損害責任】 

遺棄されたか、逃亡した動物が、遺棄又は逃亡の期間中に

他人に損害をもたらした場合、動物の原飼育者又は管理して

いた者が権利侵害責任を負う。 

第 1250 条 【第三者の過失による飼育動物の損害の不真正連

帯責任】 

第三者の過失により動物が他人に損害をもたらした場合、

権利を侵害された者は、動物の飼育者又は管理者に対し賠償

を請求することができるほか、第三者に対し賠償を請求する

こともできる。動物の飼育者又は管理者は、賠償した後で第

三者に対し求償する権利を有する。 

第 1251 条 【動物の飼育について負うべき社会的責任】 

動物を飼育するにあたっては、法律法規を遵守し、社会道

徳を尊重しなければならず、他人の生活の妨げとなってはな

らない。 

第十章 建築物及び物件損害責任 

第 1252 条 【不動産施設の倒壊、陥没による損害の権利侵害

責任】 

建築物、構築物又はその他の施設の倒壊、陥没により他人

に損害がもたらされた場合、建設業者及び施工業者が連帯責

任を負う。ただし、建設業者が施工業者が品質の欠陥が存在

しないことを証明できる場合を除く。建設業者及び施工業者

は、賠償した後に他の責任を負うべき者がいる場合、他の責

任を負うべき者に対し求償する権利を有する。 

 所有者、管理者、使用者又は第三者の原因により、建築物、

構築物又はその他の施設が倒壊、陥没して他人に損害がもた

らされた場合、所有者、管理者、使用者又は第三者が権利侵

害責任を負う。 

第 1253 条 【不動産施設及びその付属物の脱落、墜落による

損害の過失推定責任】 

建築物、構築物又はその他の施設及びその置物、掛物に脱

落又は墜落が発生して他人に損害がもたらされ、事故に過失

がないことを証明できない場合、所有者、管理者又は使用者

は権利侵害責任を負わなければならない。所有者、管理者又

は使用者は、賠償した後に他の責任を負うべき者がいる場合、

他の責任を負うべき者に対し求償する権利を有する。 

第 1254 条 【空中において物品を投擲・墜落する責任】 

建築物の中から物品を放擲することは禁止する。建築物の

中から放擲した物品又は建築物の上から墜落した物品により

他人に損害がもたらされた場合、権利侵害者により法により
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外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。可能加害的建筑物

使用人补偿后，有权向侵权人追偿。 

 物业服务企业等建筑物管理人应当采取必要的安全保障措施

防止前款规定情形的发生；未采取必要的安全保障措施的，应

当依法承担未履行安全保障义务的侵权责任。 

 发生本条第一款规定的情形的，公安等机关应当依法及时调

查，查清责任人。 

第一千二百五十五条 【堆放物致害的过错推定责任】 

堆放物倒塌、滚落或者滑落造成他人损害，堆放人不能证明

自己没有过错的，应当承担侵权责任。 

第一千二百五十六条 【在公共道路上妨碍通行物品致害的侵

权责任】 

在公共道路上堆放、倾倒、遗撒妨碍通行的物品造成他人损

害的，由行为人承担侵权责任。公共道路管理人不能证明已经

尽到清理、防护、警示等义务的，应当承担相应的责任。 

第一千二百五十七条 【林木致害的过错推定责任】 

因林木折断、倾倒或者果实坠落等造成他人损害，林木的所

有人或者管理人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。

第一千二百五十八条 【地下工作物损害责任】 

在公共场所或者道路上挖掘、修缮安装地下设施等造成他人

损害，施工人不能证明已经设置明显标志和采取安全措施的，

应当承担侵权责任。 

 窨井等地下设施造成他人损害，管理人不能证明尽到管理职

责的，应当承担侵权责任。 

附则 

   

第一千二百五十九条 【与期间计算有关的术语】 

民法所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数；

所称的“不满”、“超过”、“以外”，不包括本数。 

権利侵害責任を負う。調査により具体的な権利侵害者を確定

することが困難である場合、自らが権利侵害者でないことを

証明できる場合を除き、危害を与えた可能性のある建築物の

使用者が補償する。危害を与えた可能性のある建築物の使用

者は、補償した後で権利侵害者に対し求償する権利を有する。

 不動産管理サービス企業等の建築物管理者は、必要な安全

保障措置を取り前項所定の事由の発生を防止しなければなら

ない。必要な安全保障措置を取らない場合、法により安全保

障義務の不履行にかかる権利侵害責任を負わなければならな

い。 

 第 1項所定の事由が発生した場合、公安等の機関は、法に

より遅滞なく調査を行い、責任者を明らかにしなければなら

ない。 

第 1255 条 【堆積物による損害の過失推定責任】 

堆積物が倒壊、転落又は滑落して他人に損害をもたらした

状況において、積み置いた者は、自らに過失がないことを証

明できない場合、権利侵害責任を負わなければならない。 

第 1256 条 【公共道路上の通行妨害物による損害の権利侵害

責任】 

公共の道路上に通行を妨害する物品を積み置き、投棄し、

散乱させて他人に損害をもたらした場合、行為者が権利侵害

責任を負う。公共道路の管理者は、整理、防護、警告等の義

務を尽くしていたことを証明できない場合、相応の責任を負

わなければならない。 

第 1257 条 【林木による損害の過失推定責任】 

林木の折れ、投棄又は果実の落下等により他人に損害がも

たらされた状況において、林木の所有者又は管理者は、自ら

に過失がないことを証明できない場合、権利侵害責任を負わ

なければならない。 

第 1258 条 【地下作業損害責任】 

公共の場所又は道路において掘削したり、地下施設等の修

繕又は据付けを行って他人に損害をもたらした状況におい

て、施工者は、目立つ標識を設置し、安全措置を取っていた

ことを証明できない場合、権利侵害責任を負わなければなら

ない。 

 マンホール等の地下施設により他人に損害がもたらされた

場合、管理者は、管理の職責を尽くしたことを証明できない

場合、権利侵害責任を負わなければならない。 

附則 

第 1259 条 【期間の計算に関する用語】 

民法にいう「以上」、「以下」、「以内」、「満了」には

当該数を含み、「未満」、「超える」、「以外」には当該数
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第一千二百六十条 【施行日期】 

本法自 2021 年 1 月 1日起施行。《中华人民共和国婚姻法》、《中

华人民共和国继承法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人

民共和国收养法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和

国合同法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国侵权

责任法》、《中华人民共和国民法总则》同时废止。 

 

を含まない。 

第 1260 条 【施行日】 

本法は、2021 年 1 月 1日から施行する。『中華人民共和国

婚姻法』、『中華人民共和国相続法』、『中華人民共和国民

法通則』、『中華人民共和国養子縁組法』、『中華人民共和

国担保法』、『中華人民共和国契約法』、『中華人民共和国

物権法』、『中華人民共和国権利侵害責任法』、『中華人民

共和国民法総則』はこれと同時に廃止する。 
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