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บรรพ ๒ หนี้
第二編

債権債務関係

ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
第一章

หมวด ๑
第一節
-

総則

วัตถุแห่งหนี้
債権の目的目的

มาตรา ๑๙๔
ด้วยอำ น จแห่งมูลหนี้ เจ้ หนี้ย่อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้ชำ ระหนี้ได้ อนึ่ง ก รชำ ระหนี้ด้วยงดเว้น
ก รอันใดอันหนึ่งก็ยอ
่ มมีได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

* 241

第 194 条
債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづいて、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる。その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の際、ある行を請求することができる。その際、ある行為の為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
不作為のを請求することができる。その際、ある行為の以て債務の履行とし得ることもまた当然である。て債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のとし得ることもまた当然である。得ることもまた当然である。ることもまた当然である。当然である。である。
-

มาตรา ๑๙๕
เมื่อทรัพย์ซึ่งเป็ นวัตถุแห่งหนี้น้ น
ั ได้ระบุไว้แต่พย
ี งเป็ นประเภท และถ้ ต มสภ พแห่งนิติกรรม
หรือต มเจตน ของคู่กรณีไม่อ จจะกำ หนดได้ว่ ทรัพย์น้ น
ั จะพึงเป็ นชนิดอย่ งไรไซร้ ท่ นว่ ลูกหนี้จะ
ต้องส่งมอบทรัพย์ชนิดป นกล ง
ถ้ ลูกหนี้ได้กระทำ ก รอันตนจะพึงต้องทำ เพื่อส่งมอบทรัพย์สิ่งนั้นทุกประก รแล้วก็ดี หรือถ้ ลูก
หนี้ได้เลือกกำ หนดทรัพย์ที่จะส่งมอบแล้วด้วยคว มยินยอมของเจ้ หนี้ก็ดี ท่ นว่ ทรัพย์น้ น
ั จึงเป็ น
วัตถุแห่งหนี้จำ เดิมแต่เวล นั้นไป
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

301

Gr. Code (1898)

* 401

Miscellaneous

243

第 195 条
I. 債権債務関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおける目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またし得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、法律行を請求することができる。その際、ある行為の為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよっても、また当然である。
当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよってもその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の品質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の定した場合において、法律行為の性質によっても、まためることができないときは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、中等の品質を有する物の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の品質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の有する物する物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、また
を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。し得ることもまた当然である。なければならない。
II. 債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが［第第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者って定した場合において、法律行為の性質によっても、まためた当然である。］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の必要なあらゆる行為を完了し、または債権者なあらゆる行を請求することができる。その際、ある行為の為のを請求することができる。その際、ある行為の完了し、または債権者し得ることもまた当然である。、また当然である。は債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の同意を請求することができる。その際、ある行為の得ることもまた当然である。てその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。すべき物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の指定した場合において、法律行為の性質によっても、またし得ることもまた当然である。た当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の時点より以後、その物を当該債権債務関係のより以後、その物を当該債権債務関係の以て債務の履行とし得ることもまた当然である。後、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の当該債権債務関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
本来の目的物とする。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またとする。
-

มาตรา ๑๙๖
ถ้ หนี้เงินได้แสดงไว้เป็ นเงินต่ งประเทศ ท่ นว่ จะส่งใช้เป็ นเงินไทยก็ได้

ก รเปลี่ยนเงินนี้ ให้คิดต มอัตร แลกเปลี่ยนเงิน ณ สถ นที่และในเวล ที่ใช้เงิน

―1―

第一章 総則

第一節 債権の目的の目的目的
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

302, 303

Gr. Code (1898)

[403]

Miscellaneous

* 244

第 196 条
I. 金銭債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。された当然である。ときは、タイの通貨で弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。で弁済することができる。することができる。
II. この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおける］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者債務額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の換算は、履行の時にその履行地に行われる為替相場に従う。は、履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の時に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為の地に行われる為替相場に従う。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為のわれる為の替相場に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者う。
-

มาตรา ๑๙๗
ถ้ หนี้เงินจะพึงส่งใช้ด้วยเงินตร ชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเฉพ ะอันเป็ นชนิดที่ยกเลิกไม่ใช้กันแล้วใน
เวล ทีจ
่ ะต้องส่งเงินใช้หนี้น้ น
ั ไซร้ ก รส่งใช้เงินท่ นให้ถือเสมือนหนึ่งว่ มิได้ระบุไว้ให้ใช้เป็ นเงินตร
ชนิดนั้น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

[402 par.2]

* 245

Miscellaneous

第 197 条
金銭債務を請求することができる。その際、ある行為のある特定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。で弁済することができる。するべき場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。が弁済することができる。期において既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて既
に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通用力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とっているときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。は、通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが特定した場合において、法律行為の性質によっても、またされていなかった当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またと同様とと
する。
-

มาตรา ๑๙๘
ถ้ ก รอันมีกำ หนดพึงกระทำ เพื่อชำ ระหนี้น้ น
ั มีหล ยอย่ ง แต่จะต้องกระทำ เพียงก รใดก รหนึ่ง
แต่อย่ งเดียวไซร้ ท่ นว่ สิทธิที่จะเลือกทำ ก รอย่ งใดนั้นตกอยู่แก่ฝ่ ยลูกหนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกัน
กำ หนดไว้เป็ นอย่ งอื่น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)
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* 262

第 198 条
債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のとし得ることもまた当然である。て規定した場合において、法律行為の性質によっても、またされた当然である。複数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、そのつの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみを請求することができる。その際、ある行為の選択して履行するべきときは、そのし得ることもまた当然である。て履行を請求することができる。その際、ある行為のするべきときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
選択して履行するべきときは、その権は、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の属する。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。する。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、別段の合意がある場合にはその限りではない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の合において、法律行為の性質によっても、また意がある場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のはその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
-

มาตรา ๑๙๙
ก รเลือกนั้นท่ นให้ทำ ด้วยแสดงเจตน แก่คู่กรณีอีกฝ่ ยหนึ่ง

ก รชำ ระหนี้ได้เลือกทำ เป็ นอย่ งใดแล้ว ท่ นให้ถือว่ อย่ งนั้นอย่ งเดียวเป็ นก รชำ ระหนี้อน
ั
กำ หนดให้กระทำ แต่ต้นม
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)
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第 199 条
I. この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第第 198 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者選択して履行するべきときは、その権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよってこれを請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。する。
II. いずれか一つのみを選択して履行するべきときは、そのつの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。が選択して履行するべきときは、そのされてからは、初めからこれのみが［当該債権債務関係の］目的物であっめからこれの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみが［第当該債権債務関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またであっ
た当然である。と見なす。なす。
-

―2―

第一章 総則

第一節 債権の目的の目的目的

มาตรา ๒๐๐
ถ้ จะต้องเลือกภ ยในระยะเวล อันมีกำ หนด และฝ่ ยที่มีสิทธิจะเลือก มิได้เลือกภ ยในระยะเวล
นั้นไซร้ ท่ นว่ สิทธิทจ
ี่ ะเลือกนั้นย่อมตกไปอยู่แก่อีกฝ่ ยหนึ่ง
ถ้ มิได้กำ หนดระยะเวล ให้เลือกไซร้ เมื่อหนี้ถึงกำ หนดชำ ระ ฝ่ ยที่ไม่มีสิทธิจะเลือกอ จกำ หนด
เวล พอสมควรแก่เหตุ แล้วบอกกล่ วให้ฝ่ ยโน้นใช้สิทธิเลือกภ ยในเวล อันนั้น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)
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第 200 条
I. この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第第 199 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおける］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者選択して履行するべきときは、その権を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既間内に行使するべき場合において、選択権者がその期間に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。するべき場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、選択して履行するべきときは、その権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既間
内に行使するべき場合において、選択権者がその期間に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の選択して履行するべきときは、そのを請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。ないときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の選択して履行するべきときは、その権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の移転する。する。
II. 選択して履行するべきときは、その権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既間が定した場合において、法律行為の性質によっても、まためられていない場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、［第選択して履行するべきときは、その権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが選択して履行するべきときは、そのする前に］債務の弁済期がに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。期において既が
到来の目的物とする。し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、選択して履行するべきときは、その権を請求することができる。その際、ある行為の有する物し得ることもまた当然である。ない当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、事情に鑑みて相当と思われる期間を定めた上で、選択に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の鑑みて相当と思われる期間を定めた上で、選択みて相当と思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物われる期において既間を請求することができる。その際、ある行為の定した場合において、法律行為の性質によっても、まためた当然である。上で、選択で、選択して履行するべきときは、その
権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の催告することができる。することができる。
-

มาตรา ๒๐๑
ถ้ บุคคลภ ยนอกจะพึงเป็ นผู้เลือก ท่ นให้กระทำ ด้วยแสดงเจตน แก่ลูกหนี้ และลูกหนี้จะต้อง
แจ้งคว มนั้นแก่เจ้ หนี้

ถ้ บุคคลภ ยนอกนั้นไม่อ จจะเลือกได้ก็ดี หรือไม่เต็มใจจะเลือกก็ดี ท่ นว่ สิทธิที่จะเลือกตกไป
อยู่แก่ฝ่ ยลูกหนี้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
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第 201 条
I. 第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが選択して履行するべきときは、そのを請求することができる。その際、ある行為のするべき場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の選択して履行するべきときは、そのは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよってこれを請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為のい、また当然である。
債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、これを請求することができる。その際、ある行為の債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通知しなければならない。し得ることもまた当然である。なければならない。
II. この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の選択して履行するべきときは、その権を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。できないとき、また当然である。は行を請求することができる。その際、ある行為の使する。し得ることもまた当然である。ようとし得ることもまた当然である。ないときは、選択して履行するべきときは、その
権は、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の移転する。する。
-

มาตรา ๒๐๒
ถ้ ก รอันจะพึงต้องทำ เพื่อชำ ระหนี้น้ น
ั มีหล ยอย่ งและอย่ งใดอย่ งหนึ่งตกเป็ นอันพ้นวิสัยจะ
ทำ ได้ม แต่ต้นก็ดี หรือกล ยเป็ นพ้นวิสัยในภ ยหลังก็ดี ท่ นให้จำ กัดหนี้น้ น
ั ไว้เพียงก รชำ ระหนี้อย่ ง
อื่นที่ไม่พน
้ วิสัย อนึ่ง ก รจำ กัดอันนี้ย่อมไม่เกิดมีข้ น
ึ ห กว่ ก รชำ ระหนี้กล ยเป็ นพ้นวิสัย เพร ะ
พฤติก รณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ ยที่ไม่มีสิทธิจะเลือกนั้นต้องรับผิดชอบ
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)
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* 265

第 202 条
債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のとし得ることもまた当然である。て規定した場合において、法律行為の性質によっても、またされた当然である。複数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のなかに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の初めからこれのみが［当該債権債務関係の］目的物であっめから不能のもの、または後に至って不能となっの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、また当然である。は後に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の至って不能となっって不能のもの、または後に至って不能となっとなっ
た当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがあるときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権債務関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、または、履行を請求することができる。その際、ある行為の可能のもの、または後に至って不能となっな残余の給付のみに限定して存在する。但し、の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。定した場合において、法律行為の性質によっても、またし得ることもまた当然である。て存在する。但し、する。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、
当該給付しなければならない。が選択して履行するべきときは、その権を請求することができる。その際、ある行為の有する物し得ることもまた当然である。ない当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでめを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでうべき事由によって不能となったときは、この限りでに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって不能のもの、または後に至って不能となっとなった当然である。ときは、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係ので
はない。
-

―3―

第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

หมวด ๒

ผลแห่งหนี้

第二節

債権の目的効力

ส่วนที่ ๑
第一款
-

第一款 債務不履行

การไม่ชำาระหนี้
債務不履行

มาตรา ๒๐๓
ถ้ เวล อันจะพึงชำ ระหนี้น้ น
ั มิได้กำ หนดลงไว้ หรือจะอนุม นจ กพฤติก รณ์ท้ งั ปวงก็ไม่ได้ไซร้
ท่ นว่ เจ้ หนี้ย่อมจะเรียกให้ชำ ระหนี้ได้โดยพลัน และฝ่ ยลูกหนี้ก็ย่อมจะชำ ระหนี้ของตนได้โดยพลัน
ดุจกัน
ถ้ ได้กำ หนดเวล ไว้ แต่ห กกรณีเป็ นที่สงสัย ท่ นให้สันนิษฐ นไว้กอ
่ นว่ เจ้ หนี้จะเรียกให้ชำ ระ
หนี้ก่อนเวล นั้นห ได้ไม่ แต่ฝ่ ยลูกหนี้จะชำ ระหนี้ก่อนกำ หนดนั้นก็ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

* 271

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

[S.O.75]

第 203 条
I. 債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既限りではない。が定した場合において、法律行為の性質によっても、まためられておらず、状況より推知することもできないときは、債権者は直より以後、その物を当該債権債務関係の推知しなければならない。することもできないときは、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは直
ちに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為のすることができ、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の側からもまた［履行の請求を待たずに］直ちに債務を履行からもまた当然である。［第履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の待たずに］直ちに債務を履行た当然である。ずに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者直ちに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為の
することができる。
II. 債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の確定した場合において、法律行為の性質によっても、また期において既限りではない。が定した場合において、法律行為の性質によっても、まためられてあるが、［第なお］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者疑問の余地ある場合には、期限到来前にの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の余の給付のみに限定して存在する。但し、地に行われる為替相場に従う。ある場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、期において既限りではない。到来の目的物とする。前に］債務の弁済期がに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為のすることは許されないが、債務者側から履行することは許されるものと推定さされないが、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の側からもまた［履行の請求を待たずに］直ちに債務を履行から履行を請求することができる。その際、ある行為のすることは許されないが、債務者側から履行することは許されるものと推定さされるもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと推定した場合において、法律行為の性質によっても、またさ
れる。
-

มาตรา ๒๐๔
ถ้ หนี้ถึงกำ หนดชำ ระแล้ว และภ ยหลังแต่น้ น
ั เจ้ หนี้ได้ให้คำ เตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำ ระหนี้
ไซร้ ลูกหนี้ได้ช่ อ
ื ว่ ผิดนัดเพร ะเข เตือนแล้ว
ถ้ ได้กำ หนดเวล ชำ ระหนี้ไว้ต มวันแห่งปฏิทน
ิ และลูกหนี้มิได้ชำ ระหนี้ต มกำ หนดไซร้ ท่ นว่ ลูก
หนี้ตกเป็ นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่ นให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่ วล่วง
หน้ ก่อนก รชำ ระหนี้ ซึ่งได้กำ หนดเวล ลงไว้ อ จคำ นวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่ ว
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

[323, 324]

Gr. Code (1898)

* 284

[412]

Miscellaneous

S.O.102

第 204 条
I. 弁済することができる。期において既の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の到来の目的物とする。後に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが催告することができる。し得ることもまた当然である。た当然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のもかかわらず履行を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。ないときは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の催告することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の遅
滞の責を負う。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう。
II. 履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既日が暦に従って確定されている場合において、その期日到来後も履行しないときは、債務者が暦に従って確定されている場合において、その期日到来後も履行しないときは、債務者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者って確定した場合において、法律行為の性質によっても、またされている場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既日が暦に従って確定されている場合において、その期日到来後も履行しないときは、債務者到来の目的物とする。後も履行を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。ないときは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
は、催告することができる。が無くとも遅滞の責めを負う。履行に先立って告知を要する場合において、履行の期日がそくとも遅滞の責を負う。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでめを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう。履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先立って告知を要する場合において、履行の期日がそって告することができる。知しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為の要なあらゆる行為を完了し、または債権者する場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既日が暦に従って確定されている場合において、その期日到来後も履行しないときは、債務者がそ
の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の告することができる。知しなければならない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の日が暦に従って確定されている場合において、その期日到来後も履行しないときは、債務者より以後、その物を当該債権債務関係の暦に従って確定されている場合において、その期日到来後も履行しないときは、債務者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者って算は、履行の時にその履行地に行われる為替相場に従う。定した場合において、法律行為の性質によっても、またできる場合において、法律行為の性質によっても、またもまた当然である。、同様とである。
-

มาตรา ๒๐๕
ตร บใดก รชำ ระหนี้น้ น
ั ยังมิได้กระทำ ลงเพร ะพฤติก รณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่ตอ
้ งรับผิดชอบ
―4―

第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

第一款 債務不履行

ตร บนั้นลูกหนี้ยังห ได้ช่ อ
ื ว่ ผิดนัดไม่
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

* 285

第 205 条
債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のない事由によって不能となったときは、この限りでに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のが滞の責を負う。っている限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の遅滞の責を負う。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでめを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでわせるこ
とは許されないが、債務者側から履行することは許されるものと推定さされない。
-

มาตรา ๒๐๖
ในกรณีหนี้อันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ช่ อ
ื ว่ ผิดนัดม แต่เวล ที่ทำ ละเมิด
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

* 327

Gr. Code (1898)

848 [??]

Miscellaneous

Br.962; Fr.1302 [??]

Jp. Code (1896,98)

第 206 条
債権債務関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが不法行を請求することができる。その際、ある行為の為のを請求することができる。その際、ある行為の根拠として生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをとし得ることもまた当然である。て生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。ときは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不法行を請求することができる。その際、ある行為の為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の時より以後、その物を当該債権債務関係の遅滞の責を負う。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでめを請求することができる。その際、ある行為の
負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう。
-

มาตรา ๒๐๗
ถ้ ลูกหนี้ขอปฏิบัติก รชำ ระหนี้ และเจ้ หนี้ไม่ร ับชำ ระหนี้น้ น
ั โดยปร ศจ กมูลเหตุอันจะอ้ ง
กฎหม ยได้ไซร้ ท่ นว่ เจ้ หนี้ตกเป็ นผู้ผิดนัด
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

354, * 355

Gr. Code (1898)

293

413

Miscellaneous

Br.955; S.O.91

第 207 条
債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の提供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、があった当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが法的根拠として生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをなくし得ることもまた当然である。てその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の受領を拒んだときは、を請求することができる。その際、ある行為の拒んだときは、んだときは、
債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、遅滞の責を負う。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでめを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう。
-

มาตรา ๒๐๘
ก รชำ ระหนี้จะให้สำ เร็จผลเป็ นอย่ งใด ลูกหนี้จะต้องขอปฏิบัติก รชำ ระหนี้ต่อเจ้ หนี้เป็ นอย่ งนั้น
โดยตรง
แต่ถ้ เจ้ หนี้ได้แสดงแก่ลูกหนี้ จะไม่ร ับชำ ระหนี้ก็ดี หรือเพื่อที่จะชำ ระหนี้จำ เป็ นที่เจ้ หนี้จะต้อง
กระทำ ก รอย่ งใดอย่ งหนึ่งก่อนก็ดี ลูกหนี้จะบอกกล่ วแก่เจ้ หนี้ว่ ได้เตรียมก รที่จะชำ ระหนี้ไว้
พร้อมเสร็จแล้วให้เจ้ หนี้ร ับชำ ระหนี้น้ น
ั เท่ นี้ก็นับว่ เป็ นก รเพียงพอแล้ว ในกรณีเช่นนี้ท่ นว่ คำ
บอกกล่ วของลูกหนี้น้ น
ั ก็เสมอกับคำ ขอปฏิบัติก รชำ ระหนี้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)
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Gr. Code (1898)
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第 208 条
I. 債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て、如何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。て履行を請求することができる。その際、ある行為のすべきであるに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のせよ、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通り以後、その物を当該債権債務関係のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の現実に履行を提供しなけに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の提供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。なけ
ればならない。
―5―

第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

第一款 債務不履行

II. 債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが、履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の提供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、があっても受領を拒んだときは、を請求することができる。その際、ある行為の拒んだときは、むであろうことを請求することができる。その際、ある行為の予め債務者に告げていた場合、または履め債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の告することができる。げていた当然である。場合において、法律行為の性質によっても、また、また当然である。は履
行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のからの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の為のが必要なあらゆる行為を完了し、または債権者な場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の準備が全て整い、債権者の受が全て整い、債権者の受て整い、債権者の受い、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の受
領を拒んだときは、を請求することができる。その際、ある行為の待たずに］直ちに債務を履行つばかり以後、その物を当該債権債務関係のである旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のを請求することができる。その際、ある行為の債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の告することができる。知しなければならない。すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のり以後、その物を当該債権債務関係のる。この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のような場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の告することができる。知しなければならない。は履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
提供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、と同様との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の有する物する。
-

มาตรา ๒๐๙
ถ้ ได้กำ หนดเวล ไว้เป็ นแน่นอนเพื่อให้เจ้ หนี้กระทำ ก รอันใด ท่ นว่ จะขอปฏิบัติก รชำ ระหนี้น้ น
ั
จะต้องทำ ก็แต่เมื่อเจ้ หนี้ทำ ก รอันนั้นภ ยในเวล กำ หนด
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
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Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 296 [=296 sent. 1]

Miscellaneous

第 209 条
債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係のなされるべき行を請求することができる。その際、ある行為の為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の確定した場合において、法律行為の性質によっても、また期において既限りではない。が定した場合において、法律行為の性質によっても、まためられている場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが遅滞の責を負う。なくその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の
為のを請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為のった当然である。ときに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、［第債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の提供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、がなされなければならない。
-

มาตรา ๒๑๐
ถ้ ลูกหนี้จำ ต้องชำ ระหนี้ส่วนของตนต่อเมื่อเจ้ หนี้ชำ ระหนี้ตอบแทนด้วยไซร้ แม้ถึงว่ เจ้ หนี้จะได้
เตรียมพร้อมที่จะรับชำ ระหนี้ต มที่ลูกหนี้ขอปฏิบัติน้ น
ั แล้วก็ดี ห กไม่เสนอที่จะกระทำ ก รชำ ระหนี้
ตอบแทนต มทีจ
่ ะพึงต้องทำ เจ้ หนี้ก็เป็ นอันได้ช่ อ
ื ว่ ผิดนัด
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
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第 210 条
債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のからの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の反対する意思表示によってこれを行使する。給付しなければならない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。ての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみ履行を請求することができる。その際、ある行為のする義務を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがた当然である。とえ債務債務
者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のから提供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、された当然である。履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の受領を拒んだときは、する準備が全て整い、債権者の受を請求することができる。その際、ある行為の整い、債権者の受え債務た当然である。とし得ることもまた当然である。ても、反対する意思表示によってこれを行使する。給付しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の義務に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者って提供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。ないと
きは、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、遅滞の責を負う。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでめを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう。
-

มาตรา ๒๑๑
ในเวล ที่ลูกหนี้ขอปฏิบัติก รชำ ระหนี้น้ น
ั ก็ดี หรือในเวล ที่กำ หนดไว้ให้เจ้ หนี้ทำ ก รอย่ งใดอย่ ง
หนึ่งโดยกรณีที่บัญญัติไว้ในม ตร ๒๐๙ นั้นก็ดี ถ้ ลูกหนี้มิได้อยู่ในฐ นะที่จะส ม รถชำ ระหนี้ได้ไซร้
ท่ นว่ เจ้ หนี้ยังห ผิดนัดไม่
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第 211 条
履行を請求することができる。その際、ある行為の提供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の時点より以後、その物を当該債権債務関係ので、また当然である。は第 209 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のなすべき行を請求することができる。その際、ある行為の為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既限りではない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが［第実に履行を提供しなけ際
に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為のなし得ることもまた当然である。得ることもまた当然である。ない状態にある場合には、債権者は遅滞の責めを負わない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のある場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは遅滞の責を負う。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでめを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでわない。
-

มาตรา ๒๑๒
ถ้ มิได้กำ หนดเวล ชำ ระหนี้ไว้ก็ดี หรือถ้ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะชำ ระหนี้ได้ก่อนเวล กำ หนดก็ดี ก รที่
เจ้ หนี้มีเหตุขัดข้องชัว่ คร วไม่อ จรับชำ ระหนี้ที่เข ขอปฏิบัติแก่ตนได้น้ น
ั ห ทำ ให้เจ้ หนี้ตกเป็ นผู้
―6―

第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

第一款 債務不履行

ผิดนัดไม่ เว้นแต่ลูกหนี้จะได้บอกกล่ วก รชำ ระหนี้ไว้ล่วงหน้ โดยเวล อันสมควร
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第 212 条
債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既限りではない。が定した場合において、法律行為の性質によっても、まためられていない場合において、法律行為の性質によっても、また、また当然である。は債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の確定した場合において、法律行為の性質によっても、また期において既限りではない。以て債務の履行とし得ることもまた当然である。前に］債務の弁済期がに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のする権利があがあ
る場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、た当然である。とえ債務債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが提供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、された当然である。履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その時的に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の受領を拒んだときは、できない状況より推知することもできないときは、債権者は直に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のあっても、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
ことに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の遅滞の責を負う。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでめを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでうことはない。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが相当の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既間を請求することができる。その際、ある行為のおいて履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の予め債務者に告げていた場合、または履告することができる。し得ることもまた当然である。ていた当然である。場
合において、法律行為の性質によっても、または、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
-

มาตรา ๒๑๓
ถ้ ลูกหนี้ละเลยไม่ชำ ระหนี้ของตน เจ้ หนี้จะร้องขอต่อศ ลให้สงั ่ บังคับชำ ระหนี้ก็ได้ เว้นแต่สภ พ
แห่งหนี้จะไม่เปิ ดช่องให้ทำ เช่นนั้นได้
เมื่อสภ พแห่งหนี้ไม่เปิ ดช่องให้บังคับชำ ระหนี้ได้ ถ้ วัตถุแห่งหนี้เป็ นอันให้กระทำ ก รอันหนึ่งอัน
ใด เจ้ หนี้จะร้องขอต่อศ ลให้สัง่ บังคับให้บุคคลภ ยนอกกระทำ ก รอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่ ใช้จ่ ย
ให้ก็ได้ แต่ถ้ วัตถุแห่งหนี้เป็ นอันให้กระทำ นิติกรรมอย่ งใดอย่ งหนึ่งไซร้ ศ ลจะสัง่ ให้ถือเอ ต มคำ
พิพ กษ แทนก รแสดงเจตน ของลูกหนี้ก็ได้

ส่วนหนี้ซึ่งมีวัตถุเป็ นอันจะให้งดเว้นก รอันใด เจ้ หนี้จะเรียกร้องให้ร อถอนก
ื้
รที่ได้กระทำ ลงแล้ว
นั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่ ใช้จ่ ย และให้จัดก รอันควรเพื่อก ลภ ยหน้ ด้วยก็ได้
ไม่

อนึ่ง บทบัญญัติในวรรคทั้งหล ยที่กล่ วม ก่อนนี้ ห กระทบกระทัง่ ถึงสิทธิที่จะเรียกเอ ค่ เสียห ย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

[328 par.1,] 331, [332, 333,] 334

Gr. Code (1898)

249 [??], 251 [??]

* 414

Miscellaneous

[S.O.98]

第 213 条
I. 債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこ意に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。ようとし得ることもまた当然である。ないときは、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の強制履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の裁判所に請求することに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすること
ができる。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の性質によっても、またが強制履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の許されないが、債務者側から履行することは許されるものと推定ささないときは、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
II. 債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の性質によっても、またが強制履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の許されないが、債務者側から履行することは許されるものと推定ささない場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務が作為のを請求することができる。その際、ある行為の目的とするときは、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債
務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用で第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のさせることを請求することができる。その際、ある行為の、裁判所に請求することに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のするができる。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、法律行を請求することができる。その際、ある行為の為のを請求することができる。その際、ある行為の目的とする
債務に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついては、裁判を請求することができる。その際、ある行為の以て債務の履行とし得ることもまた当然である。て債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。え債務ることができる。
III. 不作為のを請求することができる。その際、ある行為の目的とする債務に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついては、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用で債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがし得ることもまた当然である。た当然である。行を請求することができる。その際、ある行為の為の［第の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の結果］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者を請求することができる。その際、ある行為の除去
し得ることもまた当然である。、且つ、将来のために適当な処分を行うことを裁判所に請求することができる。つ、将来の目的物とする。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の適当な処分を行うことを裁判所に請求することができる。を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為のうことを請求することができる。その際、ある行為の裁判所に請求することに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる。
IV. 前に］債務の弁済期が 3 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、損害賠償の請求を妨げない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の妨げない。げない。
-

มาตรา ๒๑๔
เจ้ หนี้มีสิทธิที่จะให้ชำ ระหนี้ของตนจ กทรัพย์สินของลูกหนี้จนสิ้นเชิง รวมทั้งเงินและทรัพย์สิ
นอื่นๆ ซึ่งบุคคลภ ยนอกค้ งชำ ระแก่ลูกหนี้ด้วย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

* 373

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

―7―

第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

第一款 債務不履行

第 214 条
債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。されるべきもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の含めて、債務者に帰属する金銭その他の全てのめて、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の帰属する。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。する金銭その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の全て整い、債権者の受ての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
財産から債務の弁済を受ける権利を有する。から債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の受ける権利があを請求することができる。その際、ある行為の有する物する。
-

มาตรา ๒๑๕
เมื่อลูกหนี้ไม่ชำ ระหนี้ให้ต้องต มคว มประสงค์อน
ั แท้จริงแห่งมูลหนี้ไซร้ เจ้ หนี้จะเรียกเอ ค่
สินไหมทดแทนเพื่อคว มเสียห ยอันเกิดแต่ก รนั้นก็ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

[328 par.3]

Gr. Code (1898)

* 415 [=415 sent. 1]

Miscellaneous

[S.O.97 par.1]

第 215 条
債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが債権債務関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の本来の目的物とする。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者った当然である。履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為のわなかった当然である。ときは、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。
を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる。
-

มาตรา ๒๑๖
ถ้ โดยเหตุผิดนัด ก รชำ ระหนี้กล ยเป็ นอันไร้ประโยชน์แก่เจ้ หนี้ เจ้ หนี้จะบอกปั ดไม่ร ับชำ ระหนี้
และจะเรียกเอ ค่ สินไหมทดแทนเพื่อก รไม่ชำ ระหนี้ก็ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

* 286 [=286 par.2 sent.1]

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

Br.956

第 216 条
［第債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者履行を請求することができる。その際、ある行為の遅滞の責を負う。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の結果、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のが債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとってその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意味を喪失してしまったときは、債権を請求することができる。その際、ある行為の喪失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とし得ることもまた当然である。てし得ることもまた当然である。まった当然である。ときは、債権
者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の受領を拒んだときは、を請求することができる。その際、ある行為の拒んだときは、否した上で、債務不履行による損害賠償を求めることができる。し得ることもまた当然である。た当然である。上で、選択で、債務不履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよる損害賠償の請求を妨げない。を請求することができる。その際、ある行為の求することができる。その際、ある行為のめることができる。
-

มาตรา ๒๑๗
ลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในคว มเสียห ยบรรด ที่เกิดแต่คว มประม ทเลินเล่อในระหว่ งเวล ที่
ตนผิดนัด ทั้งจะต้องรับผิดชอบในก รที่ก รชำ ระหนี้กล ยเป็ นพ้นวิสัย เพร ะอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นใน
ระหว่ งเวล ที่ผิดนัดด้วย เว้นแต่คว มเสียห ยนั้นถึงแม้ว่ ตนจะได้ชำ ระหนี้ทน
ั เวล กำ หนดก็คงจะ
ต้องเกิดมีอยู่น้ น
ั เอง
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

[337]

Gr. Code (1898)

* 287

Miscellaneous

Br.957; [S.O.99 par.1]

第 217 条
履行を請求することができる。その際、ある行為の遅滞の責を負う。中は、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の過失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじるあらゆる損害に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでわなければな
らない。遅滞の責を負う。中に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。偶発的な事故のために履行が不能となった場合も、また同様である。但し、の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のが不能のもの、または後に至って不能となっとなった当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またも、また当然である。同様とである。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、
た当然である。とえ債務債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが遅滞の責を負う。なく履行を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。ていた当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のも生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。であろう損害は、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
-

มาตรา ๒๑๘
ถ้ ก รชำ ระหนี้กล ยเป็ นพ้นวิสัยจะทำ ได้เพร ะพฤติก รณ์อน
ั ใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ต้องรับผิดชอบ
ไซร้ ท่ นว่ ลูกหนี้จะต้องใช้ค่ สินไหมทดแทนให้แก่เจ้ หนี้เพื่อค่ เสียห ยอย่ งใดๆ อันเกิดแต่ก รไม่
ชำ ระหนี้น้ น
ั
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第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

第一款 債務不履行

ในกรณีที่ก รชำ ระหนี้กล ยเป็ นพ้นวิสัยแต่เพียงบ งส่วน ถ้ ห กว่ ส่วนที่ยังเป็ นวิสัยจะทำ ได้น้ น
ั จะ
เป็ นอันไร้ประโยชน์แก่เจ้ หนี้แล้ว เจ้ หนี้จะไม่ยอมรับชำ ระหนี้ส่วนที่ยังเป็ นวิสัยจะทำ ได้น้ น
ั แล้วและ
เรียกค่ สินไหมทดแทนเพื่อก รไม่ชำ ระหนี้เสียทั้งหมดทีเดียวก็ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

* 280

第 218 条
I. 債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のが、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでめに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の帰すべき事由によって不能となったときは、この限りでの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不能のもの、または後に至って不能となっとなった当然である。ときは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが不履
行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。った当然である。如何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけなる損害も、これを請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。し得ることもまた当然である。なければならない。
II. 債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のがその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。って不能のもの、または後に至って不能となっとなった当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、なおも可能のもの、または後に至って不能となっな部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっ分を行うことを裁判所に請求することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のが債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとっ
てもはや意味を有しないときは、債権者は、その可能部分の履行の受領を拒否した上で、債務全体の意味を喪失してしまったときは、債権を請求することができる。その際、ある行為の有する物し得ることもまた当然である。ないときは、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の可能のもの、または後に至って不能となっ部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっ分を行うことを裁判所に請求することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の受領を拒んだときは、を請求することができる。その際、ある行為の拒んだときは、否した上で、債務不履行による損害賠償を求めることができる。し得ることもまた当然である。た当然である。上で、選択で、債務全て整い、債権者の受体のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
不履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよる損害の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる。
-

มาตรา ๒๑๙
ถ้ ก รชำ ระหนี้กล ยเป็ นพ้นวิสัยเพร ะพฤติก รณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภ ยหลังที่ได้ก่อหนี้ และ
ซึ่งลูกหนี้ไม่ตอ
้ งรับผิดชอบนั้นไซร้ ท่ นว่ ลูกหนี้เป็ นอันหลุดพ้นจ กก รชำ ระหนี้น้ น
ั
ถ้ ภ ยหลังที่ได้ก่อหนี้ข้ น
ึ แล้วนั้น ลูกหนี้กล ยเป็ นคนไม่ส ม รถจะชำ ระหนี้ได้ไซร้ ท่ นให้ถือ
เสมือนว่ เป็ นพฤติก รณ์ที่ทำ ให้ก รชำ ระหนี้ตกเป็ นอันพ้นวิสัยฉะนั้น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

[336]

Gr. Code (1898)

* 275

Miscellaneous

第 219 条
I. 債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のが、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権債務関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の成立って告知を要する場合において、履行の期日がそ後に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでめの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のない事由によって不能となったときは、この限りでの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不能のもの、または後に至って不能となっとなった当然である。
ときは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の義務を請求することができる。その際、ある行為の免除される。
II. 債権債務関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の成立って告知を要する場合において、履行の期日がそ後に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為のなし得ることもまた当然である。得ることもまた当然である。ない［第主観的］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者状態にある場合には、債権者は遅滞の責めを負わない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の陥った場合もまた、［事後的った当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またもまた当然である。、［第事後的
に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の不能のもの、または後に至って不能となっに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のする［第客観的］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者事由によって不能となったときは、この限りでと同様とと見なす。なす。
-

มาตรา ๒๒๐
ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในคว มผิดของตัวแทนแห่งตน กับทั้งของบุคคลที่ตนใช้ในก รชำ ระหนี้น้ น
ั
โดยขน ดเสมอกับว่ เป็ นคว มผิดของตนเองฉะนั้น แต่บทบัญญัติแห่งม ตร ๓๗๓ ห ใช้บังคับแก่
กรณีเช่นนี้ด้วยไม่
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

* 278

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

[S.O.101 par.1, 2]

第 220 条
債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。理人、および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の使する。用する者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第故のために履行が不能となった場合も、また同様である。但し、意また当然である。は過失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて
もまた当然である。、自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第らの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のそれと同様との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第でその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでめを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでわなければならない。この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては、第 373
条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。［第免責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の無くとも遅滞の責めを負う。履行に先立って告知を要する場合において、履行の期日がそ効］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、これを請求することができる。その際、ある行為の適用し得ることもまた当然である。ない。
-

มาตรา ๒๒๑
หนี้เงินอันต้องเสียดอกเบี้ยนั้น ท่ นว่ จะคิดดอกเบี้ยในระหว่ งที่เจ้ หนี้ผิดนัดห ได้ไม่
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第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

第一款 債務不履行

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

360 par.2 [=360 No.2]

Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* [301]

Miscellaneous

第 221 条
利があ息付しなければならない。きの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の金銭債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが遅滞の責を負う。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の陥った場合もまた、［事後的っている期において既間に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついては、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ
息を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。うことを請求することができる。その際、ある行為の要なあらゆる行為を完了し、または債権者し得ることもまた当然である。ない。
-

มาตรา ๒๒๒
ก รเรียกเอ ค่ เสียห ยนั้น ได้แก่เรียกค่ สินไหมทดแทนเพื่อคว มเสียห ยเช่นที่ต มปกติย่อม
เกิดขึ้นแต่ก รไม่ชำ ระหนี้น้ น
ั
เจ้ หนี้จะเรียกค่ สินไหมทดแทนได้ แม้กระทัง่ เพื่อคว มเสียห ยอันเกิดแต่พฤติก รณ์พิเศษ
ห กว่ คู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ค ดเห็นหรือควรจะได้ค ดเห็นพฤติก รณ์เช่นนั้นล่วงหน้ ก่อนแล้ว
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

339

Gr. Code (1898)

[249, 252]

* 416

Miscellaneous

[S.O.42, 43]

第 222 条
I. 損害賠償の請求を妨げない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のとは即ち、通常の状態において、債務不履行の結果、当然に生ずる損害の賠償を請求ち、通常の状態において、債務不履行の結果、当然に生ずる損害の賠償を請求の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の状態にある場合には、債権者は遅滞の責めを負わない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、債務不履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の結果、当然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをずる損害の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為の
することである。
II. た当然である。とえ債務特別の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の事情に鑑みて相当と思われる期間を定めた上で、選択から生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。損害であっても、当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の事情に鑑みて相当と思われる期間を定めた上で、選択を請求することができる。その際、ある行為の予め債務者に告げていた場合、または履見なす。し得ることもまた当然である。ていた当然である。とき、また当然である。は、予め債務者に告げていた場合、または履見なす。
することができた当然である。はずの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のときは、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる。
-

มาตรา ๒๒๓
ถ้ ฝ่ ยผู้เสียห ยได้มีส่วนทำ คว มผิดอย่ งใดอย่ งหนึ่งก่อให้เกิดคว มเสียห ยด้วยไซร้ ท่ นว่ หนี้
อันจะต้องใช้ค่ สินไหมทดแทนแก่ฝ่ ยผู้เสียห ยม กน้อยเพียงใด ต้องอ ศัยพฤติก รณ์เป็ นประม ณ
ข้อสำ คัญก็คือว่ คว มเสียห ยนั้นได้เกิดขึ้น เพร ะฝ่ ยไหนเป็ นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ กันเพียงไร
วิธีเดียวกันนี้ ท่ นให้ใช้แม้ท้ งั ที่คว มผิดของฝ่ ยผู้ที่เสียห ยจะมีแต่เพียงละเลยไม่เตือนลูกหนี้ให้
รู้สึกถึงอันตร ย แห่งก รเสียห ยอันเป็ นอย่ งร้ ยแรงผิดปกติ ซึ่งลูกหนี้ไม่รู้หรือไม่อ จจะรู้ได้ หรือ
เพียงแต่ละเลยไม่บำ บัดปั ดป้ อง หรือบรรเท คว มเสียห ยนั้นด้วย อนึ่ง บทบัญญัติแห่งม ตร ๒๒๐
นั้น ท่ นให้นำ ม ใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

[340]

Gr. Code (1898)

* 254

418

Miscellaneous

Jenk's 282, 283

第 223 条
I. 債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって損害を請求することができる。その際、ある行為の被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。った当然である。当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の側からもまた［履行の請求を待たずに］直ちに債務を履行に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のも、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の発生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。て［第故のために履行が不能となった場合も、また同様である。但し、意また当然である。は過失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで
任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこが認められるときは、その当事者に支払うべき損害賠償の範囲は、事情全体の総合判断、なかんずめられるときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。うべき損害賠償の請求を妨げない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第は、事情に鑑みて相当と思われる期間を定めた上で、選択全て整い、債権者の受体のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の総合において、法律行為の性質によっても、また判断、なかんず
く、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害が主に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のどちら側からもまた［履行の請求を待たずに］直ちに債務を履行の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでめに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の、どの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の程度生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。かの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の判断に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって、決せられる。せられる。
II. 被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。害を請求することができる。その際、ある行為の被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。った当然である。側からもまた［履行の請求を待たずに］直ちに債務を履行の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこが、単に、通常では起こり得ない甚大な損害が生じる虞のあることを債務者がに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、通常の状態において、債務不履行の結果、当然に生ずる損害の賠償を請求では起こり得ない甚大な損害が生じる虞のあることを債務者がこり以後、その物を当該債権債務関係の得ることもまた当然である。ない甚大な損害が生じる虞のあることを債務者がな損害が生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじる虞のあることを債務者がの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のあることを請求することができる。その際、ある行為の債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが
知しなければならない。らず、あるいは知しなければならない。り以後、その物を当該債権債務関係の得ることもまた当然である。なかった当然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のもかかわらず、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の危険を債務者に警告しなかったこと、またを請求することができる。その際、ある行為の債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の警告することができる。し得ることもまた当然である。なかった当然である。こと、また当然である。
は、被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。害の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の発生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをを請求することができる。その際、ある行為の抑止し、あるいは軽減しようとしなかったことに限定される場合であってもまた、し得ることもまた当然である。、あるいは軽減しようとしなかったことに限定される場合であってもまた、し得ることもまた当然である。ようとし得ることもまた当然である。なかった当然である。ことに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。定した場合において、法律行為の性質によっても、またされる場合において、法律行為の性質によっても、またであってもまた当然である。、
前に］債務の弁済期が項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者と同様ととする。この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては、第 220 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。［第代えることができる。理人また当然である。は履行を請求することができる。その際、ある行為の補助者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の故のために履行が不能となった場合も、また同様である。但し、意また当然である。は過失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様と］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
規定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の準用する。
-

― 10 ―

第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

第一款 債務不履行

มาตรา ๒๒๔
หนี้เงินนั้น ท่ นให้คิดดอกเบี้ยในระหว่ งเวล ผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้ เจ้ หนี้อ จจะเรียก
ดอกเบี้ยได้สูงกว่ นั้น โดยอ ศัยเหตุอย่ งอื่นอันชอบด้วยกฎหม ย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปต มนั้น
ท่ นห้ มมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่ งผิดนัด

ก รพิสูจน์ค่ เสียห ยอย่ งอื่นนอกกว่ นั้น ท่ นอนุญ ตให้พิสูจน์ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

[405, 419]

* 288, 289

Miscellaneous

第 224 条
I. 金銭債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、履行を請求することができる。その際、ある行為の遅滞の責を負う。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既間に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついては、年率 7 分を行うことを裁判所に請求することができる。半の利息を支払うこととする。他のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ息を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。うこととする。他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
法的な根拠として生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづいて、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがより以後、その物を当該債権債務関係の高率の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ息を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のする権利があを請求することができる。その際、ある行為の有する物するときは、これに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者う。
II. ［第未払うことを要しない。いの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者利があ息に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて、重ねて遅延利息を請求することは、これを禁ずる。ねて遅延利があ息を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることは、これを請求することができる。その際、ある行為の禁ずる。ずる。
III. その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第遅滞の責を負う。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の起こり得ない甚大な損害が生じる虞のあることを債務者が因する］損害がある場合に、それを立証することは妨げられない。する］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者損害がある場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、それを請求することができる。その際、ある行為の立って告知を要する場合において、履行の期日がそ証することは妨げられない。することは妨げない。げられない。
-

มาตรา ๒๒๕
ถ้ ลูกหนี้จำ ต้องใช้ค่ สินไหมทดแทนเพื่อร ค วัตถุอน
ั ได้เสื่อมเสียไประหว่ งผิดนัดก็ดี หรือวัตถุ
อันไม่อ จส่งมอบได้เพร ะเหตุอย่ งใดอย่ งหนึ่งอันเกิดขึ้นระหว่ งผิดนัดก็ดี ท่ นเจ้ หนี้จะเรียก
ดอกเบี้ยในจำ นวนทีจ
่ ะต้องใช้เป็ นค่ สินไหมทดแทน คิดตั้งแต่เวล อันเป็ นฐ นที่ต้ งั แห่งก รกะ
ประม ณร ค นั้นก็ได้ วิธีเดียวกันนี้ ท่ นให้ใช้ตลอดถึงก รที่ลูกหนี้จำ ต้องใช้ค่ สินไหมทดแทน เพื่อ
ก รที่ร ค วัตถุตกตำ่ เพร ะวัตถุน้ น
ั เสื่อมเสียลงในระหว่ งเวล ที่ผิดนัดนั้นด้วย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

[419]

* 290

Miscellaneous

第 225 条
履行を請求することができる。その際、ある行為の遅滞の責を負う。中に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが滅失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とし得ることもまた当然である。た当然である。た当然である。め、また当然である。は、遅滞の責を負う。中に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。事由によって不能となったときは、この限りでに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の引き渡しがき渡しがし得ることもまた当然である。が
不能のもの、または後に至って不能となっとなった当然である。た当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の価額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。し得ることもまた当然である。なければならないときは、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、目的
物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の価額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。評価の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の準となった当然である。時点より以後、その物を当該債権債務関係のより以後、その物を当該債権債務関係の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて利があ息を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる。遅滞の責を負う。中に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが劣化してその価額が低減したために、その損害を賠償しなければならない場合もまた、同様し得ることもまた当然である。てその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の価額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。が低減しようとしなかったことに限定される場合であってもまた、し得ることもまた当然である。た当然である。た当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。し得ることもまた当然である。なければならない場合において、法律行為の性質によっても、またもまた当然である。、同様と
である。
-
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第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

ส่วนที่ ๒
第二款
-

第二款 代位

รับช่วงสิทธิ
代位

มาตรา ๒๒๖
บุคคลผู้ร ับช่วงสิทธิของเจ้ หนี้ ชอบที่จะใช้สิทธิท้ งั หล ยบรรด ที่เจ้ หนี้มีอยู่โดยมูลหนี้ รวมทั้ง
ประกันแห่งหนี้น้ น
ั ได้ในน มของตนเอง

ช่วงทรัพย์ ได้แก่เอ ทรัพย์สินอันหนึ่งเข้ แทนที่ทรัพย์สินอีกอันหนึ่งในฐ นะนิตินัยอย่ งเดียวกัน
กับทรัพย์สินอันก่อน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* [6]

Gr. Code (1898)

[304, 423]

Miscellaneous

第 226 条
I. 債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の地に行われる為替相場に従う。位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すする者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは当然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すを請求することができる。その際、ある行為の含めて、債務者に帰属する金銭その他の全てのめて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが当該債権債務関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづいて有する物す
る全て整い、債権者の受ての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為の権を請求することができる。その際、ある行為の、自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第己の名において行使することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の名において行使することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて行を請求することができる。その際、ある行為の使する。することができる。
II. 物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、また上で、選択代えることができる。位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すとは即ち、通常の状態において、債務不履行の結果、当然に生ずる損害の賠償を請求ち、ある財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。替し得ることもまた当然である。、後者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと同一つのみを選択して履行するべきときは、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の法的価値を担うに至ることをいう。を請求することができる。その際、ある行為の担うに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の至って不能となっることを請求することができる。その際、ある行為のいう。
-

มาตรา ๒๒๗
เมื่อเจ้ หนี้ได้ร ับค่ สินไหมทดแทนคว มเสียห ยเต็มร ค ทรัพย์หรือสิทธิซึ่งเป็ นวัตถุแห่งหนี้น้ น
ั
แล้ว ท่ นว่ ลูกหนี้ยอ
่ มเข้ สู่ฐ นะเป็ นผู้ร ับช่วงสิทธิของเจ้ หนี้ อันเกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธิน้ น
ั ๆ ด้วย
อำ น จกฎหม ย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 422

[255]

Miscellaneous

第 227 条
債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが、損害賠償の請求を妨げない。とし得ることもまた当然である。て、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的である物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またあるいは権利があの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の価額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の全て整い、債権者の受部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。いを請求することができる。その際、ある行為の受けた当然である。と
きは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またあるいは権利があに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて当然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すする。
-

มาตรา ๒๒๘
ถ้ พฤติก รณ์ซึ่งทำ ให้ก รชำ ระหนี้เป็ นอันพ้นวิสัยนั้นเป็ นผลให้ลูกหนี้ได้ม ซึ่งของแทนก็ดี หรือได้
สิทธิเรียกร้องค่ สินไหมทดแทนเพื่อทรัพย์อน
ั จะพึงได้แก่ตนนั้นก็ดี ท่ นว่ เจ้ หนี้จะเรียกให้ส่งมอบ
ของแทนที่ได้ร ับไว้ หรือจะเข้ เรียกเอ ค่ สินไหมทดแทนเสียเองก็ได้
ถ้ เจ้ หนี้มีสิทธิเรียกร้องค่ สินไหมทดแทนเพร ะก รไม่ชำ ระหนี้และถ้ ใช้สิทธิน้ น
ั ดังได้ระบุไว้ใน
วรรคต้นไซร้ ค่ สินไหมทดแทนอันจะพึงใช้แก่เจ้ หนี้น้ น
ั ย่อมลดจำ นวนลงเพียงเสมอร ค แห่งของ
แทนซึ่งลูกหนี้ได้ร ับไว้หรือเสมอจำ นวนค่ สินไหมทดแทนที่ลูกหนี้จะเรียกร้องได้น้ น
ั
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

231 [??] * [281]

第 228 条
I. ある事由によって不能となったときは、この限りでの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のが不能のもの、または後に至って不能となっとなった当然である。結果、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが代えることができる。替物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の取得ることもまた当然である。し得ることもまた当然である。、また当然である。は［第被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。った当然である。］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者財産から債務の弁済を受ける権利を有する。
的損害に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て当然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の受けるべき補償の請求を妨げない。を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のする権利があを請求することができる。その際、ある行為の取得ることもまた当然である。し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、［第債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。
て］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者受け取った当然である。代えることができる。替物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の引き渡しがき渡しがし得ることもまた当然である。を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。、また当然である。は［第債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すし得ることもまた当然である。て直接、補償の請求を妨げない。義務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者
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第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

第二款 代位

補償の請求を妨げない。請求することができる。その際、ある行為の権を請求することができる。その際、ある行為の自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第ら行を請求することができる。その際、ある行為の使する。することができる。
II. 債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが債務不履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の理由によって不能となったときは、この限りでに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害賠償の請求を妨げない。を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の権利があを請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の
使する。し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。は、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが受け取った当然である。代えることができる。替物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の価額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。分を行うことを裁判所に請求することができる。、また当然である。は債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが請求することができる。その際、ある行為のすることの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
できる補償の請求を妨げない。額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。分を行うことを裁判所に請求することができる。だけ減しようとしなかったことに限定される場合であってもまた、額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。される。
-

มาตรา ๒๒๙
ก รรับช่วงสิทธิยอ
่ มมีข้ น
ึ ด้วยอำ น จกฎหม ย และย่อมสำ เร็จเป็ นประโยชน์แก่บค
ุ คลดังกล่ วต่อ
ไปนี้ คือ
(๑)

บุคคลซึ่งเป็ นเจ้ หนี้อยู่เอง และม ใช้หนี้ให้แก่เจ้ หนี้อีกคนหนึ่ง ผู้มีสท
ิ ธิจะได้ร ับใช้หนี้ก่อนตน เพร ะเข มี
บุร ิมสิทธิ หรือมีสิทธิจำ นำ จำ นอง

(๒)

บุคคลผู้ได้ไปซึ่งอสังห ริมทรัพย์ใด และเอ เงินร ค ค่ ซื้ อใช้ให้แก่ผู้ร ับจำ นองทรัพย์น้ น
ั เสร็จไป

(๓)

บุคคลผ้ม
ู ีคว มผูกพันร่วมกับผู้อ่ น
ื หรือเพื่อผู้อ่ น
ื ในอันจะต้องใช้หนี้ มีส่วนได้เสียด้วยในก รใช้หนี้น้ น
ั และเข้
ใช้หนี้น้ น
ั

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
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* Fr.1251; Br.985

第 229 条
次に掲げる者は、法の規定により当然に［債権者に］代位する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の掲げる者は、法の規定により当然に［債権者に］代位する。げる者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、法の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の当然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者代えることができる。位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すする。
(1) 債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その人が、先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権あるいは抵当権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづいて自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第分を行うことを裁判所に請求することができる。より以後、その物を当該債権債務関係の先順位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のある他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、
［第債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。わって］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の。
(2) 不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の買い主が、その不動産上に抵当権を有する債権者に売買代金を支払った場合の、そのい主が、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。上で、選択に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の抵当権を請求することができる。その際、ある行為の有する物する債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の売買い主が、その不動産上に抵当権を有する債権者に売買代金を支払った場合の、その代えることができる。金を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。った当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
買い主が、その不動産上に抵当権を有する債権者に売買代金を支払った場合の、そのい主。
(3) 他の全ての人と連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害をし得ることもまた当然である。て、あるいは他の全ての人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。わって履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでうがた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ害を請求することができる。その際、ある行為の
有する物する者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが、実に履行を提供しなけ際に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者弁済することができる。し得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の。
-

มาตรา ๒๓๐
ถ้ ในก รที่เจ้ หนี้นำ บังคับยึดทรัพย์อันหนึ่งอันใดของลูกหนี้น้ น
ั บุคคลผู้ใดจะต้องเสี่ยงภัยเสีย
สิทธิในทรัพย์อน
ั นั้น เพร ะก รบังคับคดียึดทรัพย์ไซร้ ท่ นว่ บุคคลผู้น้ น
ั มีสิทธิจะเข้ ใช้หนี้เสียแทน
ได้ อนึ่ง ผู้ครองทรัพย์อน
ั หนึ่งอันใด ถ้ จะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิครองทรัพย์น้ น
ั ไป เพร ะก รบังคับยึด
ทรัพย์ ก็ย่อมมีสิทธิจะทำ ได้เช่นเดียวกับที่ว่ ม นั้น
ถ้ บุคคลภ ยนอกผู้ใดม ใช้หนี้แทนจนเป็ นที่พอใจของเจ้ หนี้แล้ว บุคคลผู้น้ น
ั ย่อมเข้ รับช่วงสิทธิ
เรียกร้องของเจ้ หนี้ แต่สิทธิเรียกร้องอันนี้บังคับให้เป็ นที่เสื่อมเสียแก่เจ้ หนี้ห ได้ไม่
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第 230 条
I. 債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の所に請求すること有する物に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の属する。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。する財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て強制執行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の申し立てた場合において、強制執行によっし得ることもまた当然である。立って告知を要する場合において、履行の期日がそてた当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、強制執行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよっ
て当該財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の上で、選択に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の存する権利があを請求することができる。その際、ある行為の失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とう虞のあることを債務者がの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のある者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、［第債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。わって］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。することが
できる。強制執行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって当該財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の占有する物を請求することができる。その際、ある行為の失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とう虞のあることを債務者がの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のある占有する物権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のもまた当然である。、同様とである。
II. 第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが［第債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。わって］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者債務を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、当該債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。て当然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権
者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すする。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。［第その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者、当該債権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不利があ益を与えてはならない。を請求することができる。その際、ある行為の与えてはならない。え債務てはならない。
― 13 ―

第一章 総則
-

第二節 債権の目的の目的効力

第二款 代位

มาตรา ๒๓๑
ถ้ ทรัพย์สินที่จำ นอง จำ นำ หรืออยู่ในบังคับบุร ิมสิทธิประก รอื่นนั้น เป็ นทรัพย์อันได้เอ ประกัน
ภัยไว้ไซร้ ท่ นว่ สิทธิจำ นอง จำ นำ หรือบุร ม
ิ สิทธิอย่ งอื่นนั้นย่อมครอบไปถึงสิทธิที่จะเรียกร้องเอ
แก่ผู้ร ับประกันภัยด้วย
ในกรณีที่เป็ นอสังห ริมทรัพย์ ถ้ ผู้ร ับประกันภัยได้รู้ หรือควรจะได้รู้ว่ มีจำ นองหรือบุร ม
ิ สิทธิ
อย่ งอื่นไซร้ ท่ นยังมิให้ผู้ร ับประกันภัยใช้เงินให้แก่ผู้เอ ประกันภัย จนกว่ จะได้บอกกล่ วเจตน
เช่นนั้นไปยังผู้ร ับจำ นอง หรือเจ้ หนี้มีบุร ิมสิทธิคนอื่นแล้ว และมิได้ร ับคำ คัดค้ นก รที่จะใช้เงินนั้น
ม ภ ยในเดือนหนึ่งนับแต่วันบอกกล่ ว แต่สิทธิอย่ งใดๆ ที่ได้ไปจดทะเบียน ณ หอทะเบียนที่ดิน
นั้น ท่ นให้ถือว่ เป็ นอันรู้ถึงผู้ร ับประกันภัย วิธีเดียวกันนี้ท่ นให้ใช้ตลอดถึงก รจำ นอง
สังห ริมทรัพย์ที่กฎหม ยอนุญ ตให้ทำ ได้น้ น
ั ด้วย

ในกรณีที่เป็ นสังห ริมทรัพย์ ผู้ร ับประกันภัยจะใช้เงินให้แก่ผู้เอ ประกันภัยโดยตรงก็ได้ เว้นแต่ตน
จะได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่ ทรัพย์น้ น
ั ตกอยู่ในบังคับจำ นำ หรือบุร ม
ิ สิทธิอย่ งอื่น
ผู้ร ับประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อเจ้ หนี้ ถ้ ทรัพย์สินอันได้เอ ประกันภัยไว้น้ น
ั ได้คน
ื ม หรือได้จัด
ของแทนให้
วิธีเดียวกันนี้ท่ นให้อนุโลมใช้บังคับแก่กรณีบังคับซื้ อ กับทั้งกรณีที่ต้องใช้ค่ เสียห ยอันควรจะ
ได้แก่เจ้ ของทรัพย์สิน เพร ะเหตุทรัพย์สินทำ ล ยหรือบุบสล ยนั้นด้วย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

Belg.11/June/1874

第 231 条
I. 抵当権、質によっても、また権、あるいはその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の成立って告知を要する場合において、履行の期日がそし得ることもまた当然である。ている財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の、損害保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す険を債務者に警告しなかったこと、また契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的とし得ることもまた当然である。た当然である。とき
は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の抵当権、質によっても、また権、あるいはその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す険を債務者に警告しなかったこと、また者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す険を債務者に警告しなかったこと、また金請求することができる。その際、ある行為の権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の及ぶ。ぶ。
II. 損害保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す険を債務者に警告しなかったこと、また契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的が不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。である場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の上で、選択に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の抵当権あるいはその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の
特権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の成立って告知を要する場合において、履行の期日がそし得ることもまた当然である。ていることを請求することができる。その際、ある行為の、保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す険を債務者に警告しなかったこと、また者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが知しなければならない。っているとき、また当然である。は知しなければならない。り以後、その物を当該債権債務関係の得ることもまた当然である。た当然である。であろうときは、保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す険を債務者に警告しなかったこと、また者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す
険を債務者に警告しなかったこと、また契約の目的としたとき者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す険を債務者に警告しなかったこと、また金を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。うことは、抵当権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のあるいは先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て予め債務者に告げていた場合、または履めその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。いの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意図をを請求することができる。その際、ある行為の
通知しなければならない。し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の後一つのみを選択して履行するべきときは、そのヶ月の期間内に抵当権者あるいは先取り特権者から何らの異義申し立てもないこと月の期間内に抵当権者あるいは先取り特権者から何らの異義申し立てもないことの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既間内に行使するべき場合において、選択権者がその期間に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の抵当権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のあるいは先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のから何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけらの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の異義申し立てた場合において、強制執行によっし得ることもまた当然である。立って告知を要する場合において、履行の期日がそてもないこと
を請求することができる。その際、ある行為の確認められるときは、その当事者に支払うべき損害賠償の範囲は、事情全体の総合判断、なかんずし得ることもまた当然である。た当然である。後でなければ、これを請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。てはならない。［第この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者登記所に請求することに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて登記され
た当然である。権利があに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。ては、保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す険を債務者に警告しなかったこと、また者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、常の状態において、債務不履行の結果、当然に生ずる損害の賠償を請求に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のこれを請求することができる。その際、ある行為の知しなければならない。っていた当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと見なす。なす。なお、法律に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよる許されないが、債務者側から履行することは許されるものと推定さ可の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の下に抵に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の抵
当権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またとされた当然である。動産から債務の弁済を受ける権利を有する。を請求することができる。その際、ある行為の損害保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す険を債務者に警告しなかったこと、また契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的とする場合において、法律行為の性質によっても、またもまた当然である。、同様とである。
III. 損害保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す険を債務者に警告しなかったこと、また契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的が動産から債務の弁済を受ける権利を有する。であるときは、保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す険を債務者に警告しなかったこと、また者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す険を債務者に警告しなかったこと、また金を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す険を債務者に警告しなかったこと、また契約の目的としたとき者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の直接支払うことを要しない。うことができ
る。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、当該動産から債務の弁済を受ける権利を有する。上で、選択に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の質によっても、また権、あるいはその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権が成立って告知を要する場合において、履行の期日がそし得ることもまた当然である。ていることを請求することができる。その際、ある行為の知しなければならない。っているとき、
また当然である。は知しなければならない。り以後、その物を当該債権債務関係の得ることもまた当然である。た当然である。であろうときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
IV. 損害保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す険を債務者に警告しなかったこと、また契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的た当然である。る財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが［第略取あるいは毀損の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の後に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の所に請求すること有する物者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者返還され、あるいは代替され、あるいは代えることができる。替
された当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す険を債務者に警告しなかったこと、また者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、［第当該財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、また上で、選択に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す権を請求することができる。その際、ある行為の有する物する］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て、何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけらの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこも負うべき事由によって不能となったときは、この限りで
わない。
V. 本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、強制収用［第に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおける補償の請求を妨げない。金の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。い］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者、ならび債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任についてに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の滅失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とあるいは損傷に由る損に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の由によって不能となったときは、この限りでる損
害賠償の請求を妨げない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。いに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、これを請求することができる。その際、ある行為の準用する。
-

มาตรา ๒๓๒
ถ้ ต มคว มในม ตร ก่อนนี้เป็ นอันว่ จะเอ เงินจำ นวนหนึ่งให้แทนทรัพย์สินทีท
่ ำ ล ยหรือบุบ
สล ยไซร้ เงินจำ นวนนี้ท่ นยังมิให้ส่งมอบแก่ผู้ร ับจำ นอง ผู้ร ับจำ นำ หรือเจ้ หนี้มบ
ี ุร ิมสิทธิคนอื่น
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第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

第二款 代位

ก่อนที่หนี้ซึ่งได้เอ ทรัพย์น้ เี ป็ นประกันไว้น้ น
ั จะถึงกำ หนด และถ้ คู่กรณีไม่ส ม รถจะตกลงกับลูกหนี้
ได้ไซร้ ท่ นว่ ต่ งฝ่ ยต่ งมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้นำ เงินจำ นวนนั้นไปว งไว้ ณ สำ นักง นว งทรัพย์
เพื่อประโยชน์อันร่วมกัน เว้นแต่ลูกหนี้จะห ประกันให้ไว้ต มสมควร
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

Luxenburg.15/May/1892

第 232 条
第 231 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の滅失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とあるいは損傷に由る損に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する賠償の請求を妨げない。とし得ることもまた当然である。て一つのみを選択して履行するべきときは、その定した場合において、法律行為の性質によっても、また額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の金銭が支払うことを要しない。われるべ
きときは、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の金銭を請求することができる。その際、ある行為の抵当権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、質によっても、また権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、あるいはその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。うことは、当該債務
が弁済することができる。期において既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の至って不能となっらない限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、これを請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。てはならない。［第この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第＝賠償の請求を妨げない。義務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと
担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の間に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第賠償の請求を妨げない。金の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。いに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。て］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者協議が整わなったときは、関係する各が整い、債権者の受わなった当然である。ときは、関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またする各
人は、共同の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ益を与えてはならない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。金を請求することができる。その際、ある行為の供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託所に請求することに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託することを請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが
相当の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すを請求することができる。その際、ある行為の供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
-
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第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

ส่วนที่ ๓
第三款
-

第三款 債権の目的者代位権の目的

การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
債権者代位権

มาตรา ๒๓๓
ถ้ ลูกหนี้ขัดขืนไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้อง หรือเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง เป็ นเหตุให้เจ้ หนี้ต้อง
เสียประโยชน์ไซร้ ท่ นว่ เจ้ หนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องนั้นในน มของตนเองแทนลูกหนี้เพื่อป้ องกันสิทธิ
ของตนในมูลหนี้น้ น
ั ก็ได้ เว้นแต่ในข้อที่เป็ นก รของลูกหนี้ส่วนตัวโดยแท้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 404

Gr. Code (1898)

423 [=423 par.1]

Miscellaneous

Fr.1166

第 233 条
債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第らの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の有する物する債権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。を請求することができる。その際、ある行為の拒んだときは、絶し、あるいは怠っているがために、債権者の利益が害されるし得ることもまた当然である。、あるいは怠っているがために、債権者の利益が害されるっているがた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ益を与えてはならない。が害される
虞のあることを債務者ががあるときは、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権債務関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第らの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ益を与えてはならない。を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す全て整い、債権者の受するた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
代えることができる。わり以後、その物を当該債権債務関係の、自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第己の名において行使することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の名において行使することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。することができる。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その身に専属する事に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の専属する。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。する事
柄に関しては、この限りではない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。ては、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
-

มาตรา ๒๓๔
เจ้ หนี้ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้น้ น
ั จะต้องขอหม ยเรียกลูกหนี้ม ในคดีน้ น
ั ด้วย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

* 405

Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)
Miscellaneous

Plan.II No.292

第 234 条
債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが［第第 233 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづいて］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す行を請求することができる。その際、ある行為の使する。する場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、当該債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の召喚を裁判所を請求することができる。その際、ある行為の裁判所に請求すること
に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。なければならない。
-

มาตรา ๒๓๕
เจ้ หนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้เรียกเงินเต็มจำ นวนที่ยังค้ งชำ ระแก่ลูกหนี้ โดยไม่ต้องคำ นึง
ถึงจำ นวนที่ค้ งชำ ระแก่ตนก็ได้ ถ้ จำ เลยใช้เงินเพียงเท่ จำ นวนที่ลูกหนี้เดิมค้ งชำ ระแก่เจ้ หนี้น้ น
ั คดี
ก็เป็ นเสร็จกันไป แต่ถ้ ลูกหนี้เดิมได้เข้ ชื่อเป็ นโจทก์ด้วย ลูกหนี้เดิมจะขอให้ศ ลพิจ รณ พิพ กษ
ต่อไปในส่วนจำ นวนเงินทีย
่ ังเหลือติดค้ งอยู่ก็ได้
แต่อย่ งไรก็ดี ท่ นมิให้เจ้ หนี้ได้ร ับม กไปกว่ จำ นวนที่ค้ งชำ ระแก่ตนนั้นเลย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 406

Gr. Code (1898)
Miscellaneous

Plan.II No.293

第 235 条
I. 債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが［第第 233 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづいて］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す行を請求することができる。その際、ある行為の使する。する場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、当該債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう
債務額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の如何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関わらず、［第第三債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう債務額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の総額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。て、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のす
ることができる。［第この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。告することができる。［第＝第三債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者が、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう債務額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。
り以後、その物を当該債権債務関係の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為の承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の［第債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおよび債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の間の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者事案は終了する。但は終了し、または債権者する。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。
し得ることもまた当然である。、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第身に専属する事が［第第三債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者訴訟に参加している場合には、第三債務者の債務残額に関に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の参加している場合には、第三債務者の債務残額に関し得ることもまた当然である。ている場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、第三債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務残額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関
し得ることもまた当然である。て訴訟に参加している場合には、第三債務者の債務残額に関審理を請求することができる。その際、ある行為の継続するよう、裁判所に請求することができる。するよう、裁判所に請求することに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる。
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第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

第三款 債権の目的者代位権の目的

II. 債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、如何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけなる場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のいおても、自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第らの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。以て債務の履行とし得ることもまた当然である。上で、選択を請求することができる。その際、ある行為の受領を拒んだときは、することは許されないが、債務者側から履行することは許されるものと推定さされない。
-

มาตรา ๒๓๖
จำ เลยมีข้อต่อสู้ลูกหนี้เดิมอย่อ
ู ย่ งใดๆ ท่ นว่ จะยกขึ้นต่อสู้เจ้ หนี้ได้ท้ ังนั้น เว้นแต่ข้อต่อสู้ซึ่ง
เกิดขึ้นเมื่อยื่นฟ้ องแล้ว
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 408

Gr. Code (1898)
Miscellaneous

Tunis.307

第 236 条
被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。告することができる。［第＝第 235 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおける第三債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者は、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て有する物する抗弁権を請求することができる。その際、ある行為の、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。ても行を請求することができる。その際、ある行為の使する。
することができる。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、［第第三債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者訴え債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の提起こり得ない甚大な損害が生じる虞のあることを債務者が以て債務の履行とし得ることもまた当然である。後に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。事情に鑑みて相当と思われる期間を定めた上で、選択に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづく抗弁権は、
その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
-
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第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

ส่วนที่ ๔
第四款
-

第四款 詐害行為取消権の目的

เพิกถอนการฉ้อฉล
詐害行為取消権

มาตรา ๒๓๗
เจ้ หนี้ชอบที่จะร้องขอให้ศ ลเพิกถอนเสียได้ ซึ่งนิติกรรมใดๆ อันลูกหนี้ได้กระทำ ลงทั้งรู้อยู่ว่ จะ
เป็ นท งให้เจ้ หนี้เสียเปรียบ แต่คว มข้อนี้ท่ นมิให้ใช้บังคับ ถ้ ปร กฏว่ ในขณะที่ทำ นิติกรรมนั้น
บุคคลซึ่งเป็ นผู้ได้ล ภงอกแต่ก รนั้นมิได้รู้เท่ ถึงข้อคว มจริง อันเป็ นท งให้เจ้ หนี้ต้องเสียเปรียบ
นั้นด้วย แต่ห กกรณีเป็ นก รทำ ให้โดยเสน่ห ท่ นว่ เพียงแต่ลูกหนี้เป็ นผู้รู้ฝ่ ยเดียวเท่ นั้นก็พอแล้ว
ที่จะขอเพิกถอนได้
บทบัญญัติดังกล่ วม ในวรรคก่อนนี้ ท่ นมิให้ใช้บังคับแก่นิติกรรมใดอันมิได้มวี ัตถุเป็ นสิทธิใน
ทรัพย์สิน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

409

Gr. Code (1898)

* 424

Miscellaneous

It.1239

第 237 条
I. 債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ益を与えてはならない。を請求することができる。その際、ある行為の害することを請求することができる。その際、ある行為の知しなければならない。り以後、その物を当該債権債務関係のながら行を請求することができる。その際、ある行為のった当然である。法律行を請求することができる。その際、ある行為の為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の取り以後、その物を当該債権債務関係の消しを裁判所に請し得ることもまた当然である。を請求することができる。その際、ある行為の裁判所に請求することに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請
求することができる。その際、ある行為のすることができる。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって利があ益を与えてはならない。を請求することができる。その際、ある行為の得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の時点より以後、その物を当該債権債務関係のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の害
するべき事実に履行を提供しなけを請求することができる。その際、ある行為の知しなければならない。らなかった当然である。ことが判明したときは、その限りではない。［この場合において］当該し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。［第この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者当該
行を請求することができる。その際、ある行為の為のが贈与えてはならない。であるときは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第身に専属する事が［第詐害の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の事実に履行を提供しなけを請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者知しなければならない。ってさえ債務いれば、［第債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の詐害行を請求することができる。その際、ある行為の為の取
り以後、その物を当該債権債務関係の消しを裁判所に請し得ることもまた当然である。］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者請求することができる。その際、ある行為の権を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづけるに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のる。
II. 本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、財産から債務の弁済を受ける権利を有する。権を請求することができる。その際、ある行為の目的とし得ることもまた当然である。ない法律行を請求することができる。その際、ある行為の為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついては、これを請求することができる。その際、ある行為の適用し得ることもまた当然である。ない。
-

มาตรา ๒๓๘
ก รเพิกถอนดังกล่ วม ในบทม ตร ก่อนนั้น ไม่อ จกระทบกระทัง่ ถึงสิทธิของบุคคลภ ยนอก อัน
ได้ม โดยสุจริตก่อนเริ่มฟ้ องคดีขอเพิกถอน
อนึ่ง คว มที่กล่ วม ในวรรคก่อนนี้ ท่ นมิให้ใช้บังคับ ถ้ สิทธิน้ น
ั ได้ม โดยเสน่ห
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

It.1235

第 238 条
I. 第 237 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづく法律行を請求することができる。その際、ある行為の為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の取り以後、その物を当該債権債務関係の消しを裁判所に請し得ることもまた当然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の訴え債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の提起こり得ない甚大な損害が生じる虞のあることを債務者が以て債務の履行とし得ることもまた当然である。前に］債務の弁済期がに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが善意で取得ることもまた当然である。し得ることもまた当然である。た当然である。権利があ
を請求することができる。その際、ある行為の害することはできない。
II. 本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、［第債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のから第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者贈与えてはならない。された当然である。権利があに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついては、これを請求することができる。その際、ある行為の適用し得ることもまた当然である。ない。
-

มาตรา ๒๓๙
ก รเพิกถอนนั้นย่อมได้ประโยชน์แก่เจ้ หนี้หมดทุกคน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 412

Gr. Code (1898)

425

Miscellaneous

第 239 条
法律行を請求することができる。その際、ある行為の為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第第 237 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづく］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者取り以後、その物を当該債権債務関係の消しを裁判所に請し得ることもまた当然である。は、すべての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ益を与えてはならない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをずる。
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第一章 総則
-

第二節 債権の目的の目的効力

第四款 詐害行為取消権の目的

มาตรา ๒๔๐
ก รเรียกร้องขอเพิกถอนนั้น ท่ นห้ มมิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นปี หนึ่งนับแต่เวล ที่เจ้ หนี้ได้รู้ต้นเหตุ
อันเป็ นมูลให้เพิกถอน หรือพ้นสิบปี นับแต่ได้ทำ นิติกรรมนั้น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 413, 414

Gr. Code (1898)

426

Miscellaneous

第 240 条
この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第第 237 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよる法律行を請求することができる。その際、ある行為の為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者取り以後、その物を当該債権債務関係の消しを裁判所に請し得ることもまた当然である。請求することができる。その際、ある行為の権は、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが取り以後、その物を当該債権債務関係の消しを裁判所に請し得ることもまた当然である。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の原因する］損害がある場合に、それを立証することは妨げられない。を請求することができる。その際、ある行為の知しなければならない。った当然である。時か
ら 1 年を請求することができる。その際、ある行為の経過し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、もはや意味を有しないときは、債権者は、その可能部分の履行の受領を拒否した上で、債務全体のこれを請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。することができない。行を請求することができる。その際、ある行為の為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の時から 10 年を請求することができる。その際、ある行為の経過し得ることもまた当然である。た当然である。とき
も、同様ととする。
-
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第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

ส่วนที่ ๕
第五款
-

第五款 留置権の目的

สิทธิยึดหน่วง
留置権

มาตรา ๒๔๑
ผู้ใดเป็ นผู้ครองทรัพย์สินของผู้อ่ น
ื และมีหนี้อันเป็ นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่ง
ครองนั้นไซร้ ท่ นว่ ผู้น้ น
ั จะยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่ จะได้ชำ ระหนี้ก็ได้ แต่คว มที่กล่ วนี้ท่ น
มิให้ใช้บังคับเมื่อหนี้น้ น
ั ยังไม่ถึงกำ หนด

อนึ่ง บทบัญญัติในวรรคก่อนนี้ ท่ นมิให้ใช้บังคับ ถ้ ก รที่เข้ ครอบครองนั้นเริ่มม แต่ทำ ก รอันใด
อันหนึ่งซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหม ย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 295

Gr. Code (1898)

[273 par.1]

Miscellaneous

S.C.895 [=S.C.895 par.1]

第 241 条
I. 他の全ての人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の占有する物者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。て、自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第己の名において行使することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ益を与えてはならない。を請求することができる。その際、ある行為のもた当然である。らすべき債権を請求することができる。その際、ある行為の有する物するときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権
の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の受けるまで、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないときすることができる。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権が未だに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。期において既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のないとき
は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
II. 本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の占有する物が不法な行を請求することができる。その際、ある行為の為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって始まった場合には、これを適用しない。まった当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、これを請求することができる。その際、ある行為の適用し得ることもまた当然である。ない。
-

มาตรา ๒๔๒
สิทธิยึดหน่วงอันใด ถ้ ไม่สมกับลักษณะที่เจ้ หนี้ร ับภ ระในมูลหนี้ก็ดี ไม่สมกับคำ สัง่ อันลูกหนี้ได้
ให้ไว้ก่อน หรือให้ในเวล ที่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นก็ดี หรือเป็ นก รขัดกับคว มสงบเรียบร้อยของ
ประช ชนก็ดี สิทธิยึดหน่วงเช่นนั้นท่ นให้ถือว่ ห มีไม่เลย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

* S.C.896 [=S.C.896 par.2]

第 242 条
この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第第 241 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづく債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき権は、それが当該債権債務関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担し得ることもまた当然である。た当然である。義
務と齟齬するとき、債務者が当該財物の引き渡しに先立ち、あるいはそれと同時に債権者に与えた指するとき、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが当該財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の引き渡しがき渡しがし得ることもまた当然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先立って告知を要する場合において、履行の期日がそち、あるいはそれと同時に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の与えてはならない。え債務た当然である。指
示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の反するとき、また当然である。は公共の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の秩序に反するときは、これを成立しないものとする。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の反するときは、これを請求することができる。その際、ある行為の成立って告知を要する場合において、履行の期日がそし得ることもまた当然である。ないもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとする。
-

มาตรา ๒๔๓
ในกรณีที่ลูกหนี้เป็ นคนหนี้สินล้นพ้นตัวไม่ส ม รถใช้หนี้ เจ้ หนี้มีสิทธิจะยึดหน่วงทรัพย์สินไว้ได้
แม้ท้ งั ที่ยังไม่ถึงกำ หนดเรียกร้อง ถ้ ก รที่ลูกหนี้ไม่ส ม รถใช้หนี้น้ น
ั ได้เกิดเป็ นขึ้น หรือรู้ถึงเจ้ หนี้
ต่อภ ยหลังเวล ที่ได้ส่งมอบทรัพย์สินไซร้ ถึงแม้ว่ จะไม่สมกับลักษณะที่เจ้ หนี้ร ับภ ระในมูลหนี้ไว้
เดิม หรือไม่สมกับคำ สัง่ อันลูกหนี้ได้ให้ไว้ก็ดี เจ้ หนี้ก็อ จจะใช้สิทธิยึดหน่วงได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

* S.C.897

第 243 条
債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。い不能のもの、または後に至って不能となっの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第らの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の占有する物する］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為のすることが
できなくなった当然である。ときは、た当然である。とえ債務弁済することができる。期において既の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の到来の目的物とする。以て債務の履行とし得ることもまた当然である。前に］債務の弁済期がであっても、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは［第第 241 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづく］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき権
を請求することができる。その際、ある行為の有する物する。また当然である。、留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき権が当該債権債務関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおける債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の義務と齟齬するとき、債務者が当該財物の引き渡しに先立ち、あるいはそれと同時に債権者に与えた指する場合において、法律行為の性質によっても、また、あるいは債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
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第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

第五款 留置権の目的

の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の指示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の反する場合において、法律行為の性質によっても、またであっても、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが当該財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の引き渡しがき渡しがし得ることもまた当然である。以て債務の履行とし得ることもまた当然である。後に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。い不能のもの、または後に至って不能となっに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の陥った場合もまた、［事後的った当然である。とき、また当然である。
は債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の受領を拒んだときは、以て債務の履行とし得ることもまた当然である。後に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。い不能のもの、または後に至って不能となっの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の事実に履行を提供しなけを請求することができる。その際、ある行為の知しなければならない。った当然である。ときは、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは［第第 241 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづく］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき権を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。することができる。
-

มาตรา ๒๔๔
ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงจะใช้สิทธิของตนแก่ทรัพย์สินทั้งหมดที่ยึดหน่วงไว้น้ น
ั จนกว่ จะชำ ระหนี้ส้ น
ิ
เชิงก็ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 296

Miscellaneous

第 244 条
留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、［第債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の全て整い、債権者の受部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっを請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。するまで、留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の全て整い、債権者の受部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついてその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の権利があを請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。するこ
とができる。
-

มาตรา ๒๔๕
ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงจะเก็บดอกผลแห่งทรัพย์สินที่ยึดหน่วงไว้ และจัดสรรเอ ไว้เพื่อก รชำ ระหนี้
แก่ตนก่อนเจ้ หนี้คนอื่นก็ได้

ดอกผลเช่นว่ นี้จะต้องจัดสรรเอ ชำ ระดอกเบี้ยแห่งหนี้น้ น
ั ก่อน ถ้ ยังมีเหลือจึงให้จัดสรรใช้ต้นเงิน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)
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第 245 条
I. 留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またから生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじる果実に履行を提供しなけを請求することができる。その際、ある行為の収取し得ることもまた当然である。、他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先立って告知を要する場合において、履行の期日がそって、これを請求することができる。その際、ある行為の自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第己の名において行使することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の充
当することができる。
II. 収取し得ることもまた当然である。た当然である。果実に履行を提供しなけは、まず債権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ息に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の充当し得ることもまた当然である。、なお残余の給付のみに限定して存在する。但し、がある場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のはそれを請求することができる。その際、ある行為の元本に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の充当し得ることもまた当然である。なければな
らない。
-

มาตรา ๒๔๖
ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงจำ ต้องจัดก รดูแลรักษ ทรัพย์สินที่ยึดหน่วงไว้น้ น
ั ต มสมควร เช่นจะพึงค ด
หม ยได้จ กบุคคลในฐ นะเช่นนั้น

อนึ่ง ทรัพย์สินซึ่งยึดหน่วงไว้น้ น
ั ถ้ มิได้ร ับคว มยินยอมของลูกหนี้ ท่ นว่ ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงห
อ จจะใช้สอยหรือให้เช่ หรือเอ ไปทำ เป็ นหลักประกันได้ไม่ แต่คว มที่กล่ วนี้ ท่ นมิให้ใช้บังคับไป
ถึงก รใช้สอยเช่นทีจ
่ ำ เป็ นเพื่อจะรักษ ทรัพย์สินนั้นเอง

ถ้ ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงกระทำ ก รฝ่ ฝื นบทบัญญัติใดที่กล่ วม นี้ ท่ นว่ ลูกหนี้จะเรียกร้องให้ระงับ
สิทธิน้ น
ั เสียก็ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 298

Miscellaneous

第 246 条
I. 留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、同種の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の立って告知を要する場合において、履行の期日がそ場に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のある者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第通常の状態において、債務不履行の結果、当然に生ずる損害の賠償を請求］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者期において既待たずに］直ちに債務を履行可能のもの、または後に至って不能となっな注意義務を請求することができる。その際、ある行為の順守して、留置物を管理しなけれし得ることもまた当然である。て、留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の管理し得ることもまた当然である。なけれ
ばならない。
II. 留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但を請求することができる。その際、ある行為の得ることもまた当然である。なければ、留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の使する。用し得ることもまた当然である。、賃貸し、または担保に供することができし得ることもまた当然である。、また当然である。は担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、することができ
― 21 ―
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ない。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す存に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の必要なあらゆる行為を完了し、または債権者な使する。用を請求することができる。その際、ある行為のすることは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
III. 留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者あるいは第 2 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の違反し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の消しを裁判所に請滅を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のする
ことができる。
-

มาตรา ๒๔๗
ถ้ ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงต้องเสียค่ ใช้จ่ ยไปต มที่จำ เป็ นเกี่ยวด้วยทรัพย์สินอันตนยึดหน่วงไว้น้ น
ั
เพียงใด จะเรียกให้เจ้ ทรัพย์ชดใช้ให้ก็ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 299 par.1

[273 par.2, 1000, 1001]

Miscellaneous

第 247 条
留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて必要なあらゆる行為を完了し、または債権者費を請求することができる。その際、ある行為の支出したときは、その物の所有者に費用の償還をさせることがし得ることもまた当然である。た当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の所に請求すること有する物者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の償の請求を妨げない。還され、あるいは代替を請求することができる。その際、ある行為のさせることが
できる。
-

มาตรา ๒๔๘
ภ ยในบังคับแห่งบทบัญญัตม
ิ ตร ๑๘๙ ก รใช้สิทธิยึดหน่วงห ทำ ให้อ ยุคว มแห่งนี้สะดุดหยุด
ลงไม่
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 300

Miscellaneous

第 248 条
留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき権を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。し得ることもまた当然である。ても、それに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって債権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の消しを裁判所に請滅時効の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の進行を請求することができる。その際、ある行為のが中断することはない。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、第 189 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
規定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の適用を請求することができる。その際、ある行為の妨げない。げない。
-

มาตรา ๒๔๙
ลูกหนี้จะเรียกร้องให้ระงับสิทธิยึดหน่วงด้วยห ประกันให้ไว้ต มสมควรก็ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 301

273 [=273 par.3]

Miscellaneous

第 249 条
債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、相当の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すを請求することができる。その際、ある行為の供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。て、留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の消しを裁判所に請滅を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる。
-

มาตรา ๒๕๐
ก รครองทรัพย์สินสูญสิ้นไป สิทธิยึดหน่วงก็เป็ นอันระงับสิ้นไปด้วย แต่คว มที่กล่ วนี้ท่ นมิให้ใช้
บังคับแก่กรณีที่ทรัพย์สินอันยึดหน่วงไว้น้ น
ั ได้ให้เช่ ไปหรือจำ นำ ไว้ด้วยคว มยินยอมของลูกหนี้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 302

Miscellaneous

第 250 条
留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき権は、［第留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の占有する物を請求することができる。その際、ある行為の失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とうことに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって、消しを裁判所に請滅する。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の同意を請求することができる。その際、ある行為の得ることもまた当然である。て
留置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の賃貸し、または担保に供することができし得ることもまた当然である。、また当然である。は質によっても、また入れしたときは、この限りではない。れし得ることもまた当然である。た当然である。ときは、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
-
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第一章 総則

-

第二節 債権の目的の目的効力

ส่วนที่ ๖

บุริมสิทธิ

第六款

先取り特権特権

第六款 先取り特権特権の目的

มาตรา ๒๕๑
ผู้ทรงบุร ิมสิทธิยอ
่ มทรงไว้ซึ่งสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในก รที่จะได้ร ับชำ ระหนี้อันค้ งชำ ระ
แก่ตน จ กทรัพย์สินนั้นก่อนเจ้ หนี้อ่ น
ื ๆ โดยนัยดังบัญญัติไว้ในประมวลกฎหม ยนี้ หรือบท
กฎหม ยอื่น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

375, 379

Gr. Code (1898)

* [303]

Miscellaneous

第 251 条
先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の法典その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の法律の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者い、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の財産から債務の弁済を受ける権利を有する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて、他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先
立って告知を要する場合において、履行の期日がそって自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第己の名において行使することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の受ける権利があを請求することができる。その際、ある行為の有する物する。
-

มาตรา ๒๕๒
บทบัญญัติแห่งม ตร ๒๔๔ นั้น ท่ นให้ใช้บังคับตลอดถึงบุร ิมสิทธิดว้ ยต มแต่กรณี
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 305

Miscellaneous

第 252 条
第 244 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、これを請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の準用する。
-

๑.
第一目
-

บุริมสิทธิสามัญ
一般の先取り特権の目的先取り特権特権

มาตรา ๒๕๓
ถ้ หนี้มอ
ี ยู่เป็ นคุณแก่บุคคลผู้ใดในมูลอย่ งหนึ่งอย่ งใด ดังจะกล่ วต่อไปนี้ บุคคลผู้น้ น
ั ย่อมมี
บุร ิมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้ คือ
(๑)

ค่ ใช้จ่ ยเพื่อประโยชน์อันร่วมกัน

(๒)

ค่ ปลงศพ

(๓)

ค่ ภ ษีอ กร

(๔)

ค่ จ้ งเสมียน คนใช้ และคนง น

(๕)

ค่ เครื่องอุปโภคบริโภคอันจำ เป็ นประจำ วัน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

[396]

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

* 306

Miscellaneous

第 253 条
次に掲げる者は、法の規定により当然に［債権者に］代位する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の掲げる者は、法の規定により当然に［債権者に］代位する。げる原因する］損害がある場合に、それを立証することは妨げられない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよる債権を請求することができる。その際、ある行為の有する物する者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の総財産から債務の弁済を受ける権利を有する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて［第一つのみを選択して履行するべきときは、その般の］先取り特権を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権を請求することができる。その際、ある行為の有する物する。
(1) 共益を与えてはならない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用
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第一章 総則

(2)
(3)
(4)
(5)
-

第二節 債権の目的の目的効力

第六款 先取り特権特権の目的

葬式の費用の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用
国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。税
事務員、奉公人、および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について人夫の俸給の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の俸給
日が暦に従って確定されている場合において、その期日到来後も履行しないときは、債務者用消しを裁判所に請費財の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用

มาตรา ๒๕๔
บุร ิมสิทธิในมูลค่ ใช้จ่ ยเพื่อประโยชน์อันร่วมกันนั้น ใช้สำ หรับเอ ค่ ใช้จ่ ยอันได้เสียไปเพื่อ
ประโยชน์ของเจ้ หนี้หมดทุกคนร่วมกัน เกี่ยวด้วยก รรักษ ก รชำ ระบัญชี หรือก รเฉลี่ยทรัพย์สิน
ของลูกหนี้
ถ้ ค่ ใช้จ่ ยนั้นมิได้เสียไปเพื่อประโยชน์ของเจ้ หนี้หมดทุกคนไซร้ บุร ิมสิทธิย่อมจะใช้ได้แต่
เฉพ ะต่อเจ้ หนี้ผูท
้ ี่ได้ร ับประโยชน์จ กก รนั้น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 307

Miscellaneous

第 254 条
I. 共益を与えてはならない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の財産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す存、清算は、履行の時にその履行地に行われる為替相場に従う。また当然である。は配当に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の当た当然である。り以後、その物を当該債権債務関係の、各債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の共同の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ益を与えてはならない。
の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支出したときは、その物の所有者に費用の償還をさせることがされた当然である。費用に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて存在する。但し、する。
II. 本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用が［第実に履行を提供しなけ際に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者すべての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の有する物益を与えてはならない。でなかった当然である。ときは、［第当該費用に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者
先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって利があ益を与えてはならない。を請求することができる。その際、ある行為の受けた当然である。債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。ての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみ存在する。但し、する。
-

มาตรา ๒๕๕
บุร ิมสิทธิในมูลค่ ปลงศพนั้น ใช้สำ หรับเอ ค่ ใช้จ่ ยในก รปลงศพต มควรแก่ฐ น นุรูปของลูก
หนี้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

[397]

Gr. Code (1898)

* 308 par.1

Miscellaneous

Arg.3914

第 255 条
葬式の費用の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の身に専属する事分を行うことを裁判所に請求することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の応じて行った葬式の費用について存在する。じて行を請求することができる。その際、ある行為のった当然である。葬式の費用の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて存在する。但し、する。
-

มาตรา ๒๕๖
บุร ิมสิทธิในมูลค่ ภ ษีอ กรนั้น ใช้สำ หรับเอ บรรด ค่ ภ ษีอ กรในที่ดิน ทรัพย์สินหรือค่ ภ ษี
อ กรอย่ งอื่นที่ลูกหนี้ยังค้ งชำ ระอยู่ในปี ปั จจุบันและก่อนนั้นขึ้นไปอีกปี หนึ่ง
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

Bankrupt.57

第 256 条
国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。税の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、今年および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について前に］債務の弁済期が年の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の地に行われる為替相場に従う。租、財産から債務の弁済を受ける権利を有する。税および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任についてその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。税の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のうち、未納分を行うことを裁判所に請求することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて存
在する。但し、する。
-

มาตรา ๒๕๗
บุร ิมสิทธิในมูลค่ จ้ งเสมียนหรือคนใช้เพื่อก รง นที่ทำ ให้แก่ลูกหนี้น้ น
ั ใช้สำ หรับเอ ค่ จ้ งนับ
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第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

第六款 先取り特権特権の目的

ถอยหลังขึ้นไปสี่เดือน แต่ไม่ให้เกินส มร้อยบ ทต่อเสมียนหรือคนใช้คนหนึ่งๆ

บุร ิมสิทธิในมูลค่ จ้ งคนง นนั้น ใช้สำ หรับเอ ค่ จ้ งนับถอยหลังขึ้นไปสองเดือน แต่ไม่ให้เกิน
ร้อยห้ สิบบ ทต่อคนง นคนหนึ่งๆ
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 398

Gr. Code (1898)

309

Miscellaneous

Bankrupt.57

第 257 条
I. 債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の提供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。た当然である。労務に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する、事務員あるいは奉公人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の俸給に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関する先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、過去 4 か月の期間内に抵当権者あるいは先取り特権者から何らの異義申し立てもないことに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者事し得ることもまた当然である。た当然である。労務に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する報酬の請求権について存在する。但しその額は、事務員あるいは奉公人一人にの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為の権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて存在する。但し、する。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。は、事務員あるいは奉公人一つのみを選択して履行するべきときは、その人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
つき 300 バーツを越えてはならない。を請求することができる。その際、ある行為の越えてはならない。え債務てはならない。
II. 債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の提供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。た当然である。労務に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する、人夫の俸給の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の俸給に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関する先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、過去 2 か月の期間内に抵当権者あるいは先取り特権者から何らの異義申し立てもないことに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者事し得ることもまた当然である。た当然である。労務に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。
する報酬の請求権について存在する。但しその額は、事務員あるいは奉公人一人にの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為の権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて存在する。但し、する。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。は、人夫の俸給一つのみを選択して履行するべきときは、その人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のつき 150 バーツを越えてはならない。を請求することができる。その際、ある行為の越えてはならない。え債務てはならな
い。
-

มาตรา ๒๕๘
บุร ิมสิทธิในมูลค่ เครื่องอุปโภคบริโภคอันจำ เป็ นประจำ วันนั้น ใช้สำ หรับเอ ค่ เครื่องอุปโภค
บริโภค ซึ่งยังค้ งชำ ระอยู่นับถอยหลังขึ้นไปหกเดือน เช่น ค่ อ ห ร เครื่องดื่ม โคมไฟ ฟื น ถ่ น อัน
จำ เป็ นเพื่อก รทรงชีพของลูกหนี้และบุคคลในสกุลซึ่งอยู่กับลูกหนี้และซึ่งลูกหนี้จำ ต้องอุปก ระ กับ
ทั้งคนใช้ของลูกหนี้ด้วย
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日が暦に従って確定されている場合において、その期日到来後も履行しないときは、債務者用消しを裁判所に請費財費の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、過去 6 か月の期間内に抵当権者あるいは先取り特権者から何らの異義申し立てもないこと間に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおける債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第身に専属する事、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の扶養するべき同居親族、およするべき同居親族、およ
び債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任についてその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の家事使する。用人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めを活に必要な飲食品、電気および燃料などの日用消費財の代価のうち、未払分にに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の必要なあらゆる行為を完了し、または債権者な飲食品、電気および燃料などの日用消費財の代価のうち、未払分におよび債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について燃料などの日用消費財の代価のうち、未払分になどの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の日が暦に従って確定されている場合において、その期日到来後も履行しないときは、債務者用消しを裁判所に請費財の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。価の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のうち、未払うことを要しない。分を行うことを裁判所に請求することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
ついて存在する。但し、する。
-

๒.
第二目
(ก)
(イ)
-

บุริมสิทธิพิเศษ
特別の先取り特権の目的先取り特権特権

บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์
動産の先取り特権の目的先取り特権特権

มาตรา ๒๕๙
ถ้ หนี้มอ
ี ยู่เป็ นคุณแก่บุคคลผู้ใดในมูลอย่ งหนึ่งอย่ งใดดัง่ จะกล่ วต่อไปนี้ บุคคลผู้น้ น
ั ย่อมมี
บุร ิมสิทธิเหนือสังห ริมทรัพย์เฉพ ะอย่ งของลูกหนี้ คือ
(๑)

เช่ อสังห ริมทรัพย์

(๒)

พักอ ศัยในโรงแรม

(๓)

รับขนคนโดยส ร หรือของ

(๔)

รักษ สังห ริมทรัพย์

(๕)

ซื้ อข ยสังห ริมทรัพย์
― 25 ―

第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

(๖)

ค่ เมล็ดพันธ์ุ ไม้พันธ์ุ หรือปุ ุย

(๗)

ค่ แรงง นกสิกรรม หรืออุตส หกรรม

第六款 先取り特権特権の目的

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

380

Gr. Code (1898)

* 311

Miscellaneous

第 259 条
次に掲げる者は、法の規定により当然に［債権者に］代位する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の掲げる者は、法の規定により当然に［債権者に］代位する。げる原因する］損害がある場合に、それを立証することは妨げられない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづく債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の利があ益を与えてはならない。を請求することができる。その際、ある行為の受ける者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の特定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の動産から債務の弁済を受ける権利を有する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権を請求することができる。その際、ある行為の有する物
する。
(1) 不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賃貸し、または担保に供することができ借
(2) 旅館の宿泊の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の宿泊
(3) 旅客また当然である。は荷物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の運輸
(4) 動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す存
(5) 動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の売買い主が、その不動産上に抵当権を有する債権者に売買代金を支払った場合の、その
(6) 種苗または肥料の代価また当然である。は肥料などの日用消費財の代価のうち、未払分にの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。価
(7) 農業または工業の労務また当然である。は工業または工業の労務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の労務
-

มาตรา ๒๖๐
บุร ิมสิทธิในมูลเช่ อสังห ริมทรัพย์น้ น
ั ใช้สำ หรับเอ ค่ เช่ อสังห ริมทรัพย์และหนี้อย่ งอื่นของผู้
เช่ อันเกิดจ กคว มเกี่ยวพันในเรื่องเช่ และมีอยู่เหนือสังห ริมทรัพย์ของผู้เช่ ซึ่งอยู่ในหรือบน
อสังห ริมทรัพย์น้ น
ั
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不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賃貸し、または担保に供することができの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賃料などの日用消費財の代価のうち、未払分にその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賃貸し、または担保に供することができ借関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またから生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。債務に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。、当該不
動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の内に行使するべき場合において、選択権者がその期間部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっあるいはその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の上で、選択に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないときかれた当然である。賃借人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の動産から債務の弁済を受ける権利を有する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて存在する。但し、する。
-

มาตรา ๒๖๑
บุร ิมสิทธิของผู้ให้เช่ ที่ดินนั้น มีอยู่เหนือสังห ริมทรัพย์ท้ งั หล ยอันผู้เช่ ได้นำ เข้ ม ไว้บนที่ดินที่
ให้เช่ หรือนำ เข้ ม ไว้ในเรือนโรงอันใช้ประกอบกับที่ดินนั้น และมีอยู่เหนือสังห ริมทรัพย์เช่น
สำ หรับที่ใช้ในที่ดินนั้น กับทั้งเหนือดอกผลอันเกิดจ กที่ดินซึ่งอยู่ในครอบครองของผู้เช่ นั้นด้วย
บุร ิมสิทธิของผู้ให้เช่ เรือนโรงย่อมมีอยู่เหนือสังห ริมทรัพย์ ซึ่งผู้เช่ นำ เข้ ม ไว้ในเรือนโรงนั้น
ด้วย
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I. 土地に行われる為替相場に従う。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賃貸し、または担保に供することができ人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、賃借人がその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の土地に行われる為替相場に従う。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、また当然である。はその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の土地に行われる為替相場に従う。とともに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ用に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、された当然である。建物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
持ち込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果ち込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果んだ動産から債務の弁済を受ける権利を有する。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の土地に行われる為替相場に従う。上で、選択で利があ用するた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、された当然である。動産から債務の弁済を受ける権利を有する。、および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について賃借人が占有する物するその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の土地に行われる為替相場に従う。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の果
実に履行を提供しなけに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて存在する。但し、する。
II. 建物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賃貸し、または担保に供することができ人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、賃借人がその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の建物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の持ち込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果ち込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果んだ動産から債務の弁済を受ける権利を有する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて存在する。但し、する。
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第一章 総則
-

第二節 債権の目的の目的効力

第六款 先取り特権特権の目的

มาตรา ๒๖๒
ถ้ ก รเช่ อสังห ริมทรัพย์ได้โอนไปก็ดี หรือได้ให้เช่ ช่วงก็ดี บุร ม
ิ สิทธิของผู้ให้เช่ เดิมย่อมครอบ
ไปถึงสังห ริมทรัพย์ซึ่งผู้ร ับโอนหรือผู้เช่ ช่วงได้นำ เข้ ม ไว้ในทรัพย์สินนั้นด้วย คว มที่กล่ วนี้ท่ น
ให้ใช้ได้ตลอดถึงเงินอันผ้โู อนหรือผู้ให้เช่ ช่วงจะพึงได้ร ับจ กผู้ร ับโอนหรือผู้เช่ ช่วงนั้นด้วย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

[386 par.1]

Gr. Code (1898)

* 314

Miscellaneous

第 262 条
不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賃借権が譲渡しがされ、また当然である。は転する。貸し、または担保に供することができされた当然である。ときは、賃貸し、または担保に供することができ人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、譲受人また当然である。は転する。借人
が当該不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の持ち込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果ち込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果んだ動産から債務の弁済を受ける権利を有する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のも及ぶ。ぶ。譲渡しが人また当然である。は転する。貸し、または担保に供することができ人が譲受人また当然である。は転する。借人から受けるべき
金銭に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついても、同様ととする。
-

มาตรา ๒๖๓
ในกรณีที่ผู้เช่ ต้องชำ ระบัญชีเฉลี่ยทรัพย์สินทัว่ ไปนั้น บุร ม
ิ สิทธิของผู้ให้เช่ ย่อมมีอยู่แต่เฉพ ะ
สำ หรับเอ ใช้ค่ เช่ และหนี้อย่ งอื่นเท่ ทีม
่ ีในระยะกำ หนดส่งค่ เช่ เพียงส มระยะ คือปั จจุบน
ั ระยะ
หนึ่ง ก่อนนั้นขึ้นไประยะหนึ่ง และต่อไปภ ยหน้ อีกระยะหนึ่งเท่ นั้น และใช้สำ หรับเอ ค่ เสียห ยซึ่ง
เกิดขึ้นในระยะกำ หนดส่งค่ เช่ ปั จจุบน
ั และก่อนนั้นขึ้นไปอีกระยะหนึ่งด้วย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 315

Miscellaneous

第 263 条
賃借人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の財産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のすべてを請求することができる。その際、ある行為の清算は、履行の時にその履行地に行われる為替相場に従う。する場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、賃貸し、または担保に供することができ人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、前に］債務の弁済期が期において既、当期において既および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について次に掲げる者は、法の規定により当然に［債権者に］代位する。期において既の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の 3 期において既分を行うことを裁判所に請求することができる。
の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賃料などの日用消費財の代価のうち、未払分にその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務、ならび債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任についてに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の前に］債務の弁済期が期において既および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について当期において既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。損害の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。請求することができる。その際、ある行為の権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみ存在する。但し、する。
-

มาตรา ๒๖๔
ในก รเรียกร้องของผู้ให้เช่ ถ้ ผู้ให้เช่ ได้ร ับเงินประกันไว้ ผู้ให้เช่ ย่อมมีบุร ิมสิทธิแต่เพียงใน
ส่วนที่ไม่มีเงินประกัน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 316

Miscellaneous

第 264 条
賃貸し、または担保に供することができ人が敷金を請求することができる。その際、ある行為の受け取っているときは、賃貸し、または担保に供することができ人はその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為の権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のうち、敷金で弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の受けない部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっ分を行うことを裁判所に請求することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。
めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみ先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権を請求することができる。その際、ある行為の有する物する。
-

มาตรา ๒๖๕
บุร ิมสิทธิในมูลพักอ ศัยในโรงแรมนั้น ใช้สำ หรับเอ เงินบรรด ที่ค้ งชำ ระแก่เจ้ สำ นักเพื่อก รพัก
อ ศัยและก รอื่นๆ อันได้จัดให้สำ เร็จคว มปร รถน แก่คนเดินท งหรือแขกอ ศัย รวมทั้งก รชดใช้
เงินทั้งหล ยที่ได้ออกแทนไป และมีอยู่เหนือเครื่องเดินท ง หรือทรัพย์สินอย่ งอื่นของคนเดินท ง
หรือแขกอ ศัยอันเอ ไว้ในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถ นที่เช่นนั้น
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第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

第六款 先取り特権特権の目的

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

317

Miscellaneous

Bk.III.679

第 265 条
旅館の宿泊の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の宿泊の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、旅客あるいは宿泊客が負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担すべき宿泊料などの日用消費財の代価のうち、未払分に、客の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の希望により供されたサーに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、された当然である。サー
ビスの費用などその他の料金、および立て替え代金に関し、その旅館、ホテルあるいはそれに類似のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用などその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の料などの日用消費財の代価のうち、未払分に金、および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について立って告知を要する場合において、履行の期日がそて替え債務代えることができる。金に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の旅館の宿泊、ホテルあるいはそれに類似のあるいはそれに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、また似のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
施設に持ち込まれた客の手荷物およびその他の財物について存在する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の持ち込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果ち込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果まれた当然である。客の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の手荷物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またおよび債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任についてその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて存在する。但し、する。
-

มาตรา ๒๖๖
ผู้ให้เช่ อสังห ริมทรัพย์ หรือเจ้ สำ นักโรงแรม โฮเต็ล หรือสถ นที่เช่นนั้น จะใช้บุร ิมสิทธิของตน
บังคับทำ นองเดียวกับผู้ร ับจำ นำ ก็ได้ บทบัญญัตท
ิ ้ งั หล ยแห่งประมวลกฎหม ยนี้ว่ ด้วยก รบังคับ
จำ นำ นั้น ท่ นให้นำ ม ใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

559, 704

第 266 条
不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賃貸し、または担保に供することができ主、および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について旅館の宿泊、ホテルあるいはそれに類似のあるいはそれに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、また似のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の施設に持ち込まれた客の手荷物およびその他の財物について存在する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の営業または工業の労務主は、質によっても、また権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと同様との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の方に対する意思表示によってこれを行使する。法に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
よってその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。することができる。［第この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者質によっても、また権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関する本法典その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の全て整い、債権者の受て
の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の準用する。
-

มาตรา ๒๖๗
บุร ิมสิทธิในมูลรับขนนั้น ใช้สำ หรับเอ ค่ ระว งพ หนะในก รรับขนคนโดยส รหรือของ กับทั้งค่
ใช้จ่ ยอันเป็ นอุปกรณ์ และเป็ นบุร ิมสิทธิมีอยู่เหนือของและเครื่องเดินท งทั้งหมดอันอยู่ในมือของผู้
ขนส่ง
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 318

Miscellaneous

第 267 条
運輸の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、旅客また当然である。は荷物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の運送賃、および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について付しなければならない。随的な費用に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。、運送人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の占有する物する全て整い、債権者の受て
の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の積み荷および手荷物について存在する。み荷および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について手荷物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて存在する。但し、する。
-

มาตรา ๒๖๘
ในกรณีดังได้ปร รภไว้ในคว มแปดม ตร ก่อนนี้น้ น
ั ผู้ให้เช่ อสังห ริมทรัพย์ก็ดี เจ้ สำ นักโรงแรม
ก็ดี หรือผู้ขนส่งก็ดี จะใช้บุร ิมสิทธิของตนเหนือสังห ริมทรัพย์อันเป็ นของบุคคลภ ยนอกก็ได้ เว้น
แต่ตนจะได้รู้ในเวล อันควรรู้ได้ว่ ทรัพย์สินเหล่ นั้นเป็ นของบุคคลภ ยนอก
ถ้ สังห ริมทรัพย์น้ น
ั ถูกลักหรือสูญห ย ท่ นให้บังคับต มบทกฎหม ยว่ ด้วยก รแสวงคืนครอง
ทรัพย์
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第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

第六款 先取り特権特権の目的

第 268 条
I. 前に］債務の弁済期が 8 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。［第＝第 260 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。から第 267 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。まで］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の事案は終了する。但に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賃貸し、または担保に供することができ主、ホテルあるいはそれに類似のなどの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の営業または工業の労務主、あ
るいは運送人は、［第本来の目的物とする。は］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の所に請求すること有する物に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またる動産から債務の弁済を受ける権利を有する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。ても、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。することが
できる。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが、然である。るべき時点より以後、その物を当該債権債務関係のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の動産から債務の弁済を受ける権利を有する。が第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の所に請求すること有する物に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またることを請求することができる。その際、ある行為の知しなければならない。っ
ていた当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
II. この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおける］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者動産から債務の弁済を受ける権利を有する。が盗品また当然である。は遺失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様と物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またである場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、占有する物回収の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の訴え債務に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関する規定した場合において、法律行為の性質によっても、また
を請求することができる。その際、ある行為の適用する。
-

มาตรา ๒๖๙
บุร ิมสิทธิในมูลรักษ สังห ริมทรัพย์น้ น
ั ใช้สำ หรับเอ ค่ ใช้จ่ ยเพื่อรักษ สังห ริมทรัพย์ และมีอยู่
เหนือสังห ริมทรัพย์อน
ั นั้น
อนึ่ง บุร ิมสิทธิน้ ย
ี ังใช้สำ หรับเอ ค่ ใช้จ่ ยที่จำ เป็ นอันได้เสียไปเพื่อที่จะสงวนสิทธิ หรือรับสภ พ
สิทธิ หรือบังคับสิทธิ อันเกี่ยวด้วยสังห ริมทรัพย์น้ น
ั อีกด้วย
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第 269 条
I. 動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す存の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す存の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の要なあらゆる行為を完了し、または債権者し得ることもまた当然である。た当然である。費用に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の動産から債務の弁済を受ける権利を有する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて存在する。但し、する。
II. この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおける］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、動産から債務の弁済を受ける権利を有する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関する権利があの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す存、追認められるときは、その当事者に支払うべき損害賠償の範囲は、事情全体の総合判断、なかんず、あるいは実に履行を提供しなけ行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
要なあらゆる行為を完了し、または債権者し得ることもまた当然である。た当然である。費用に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。てもまた当然である。、存在する。但し、する。
-

มาตรา ๒๗๐
บุร ิมสิทธิในมูลซื้ อข ยสังห ริมทรัพย์น้ น
ั ใช้สำ หรับเอ ร ค ซื้ อข ยและดอกเบี้ยในร ค นั้น และมี
อยู่เหนือสังห ริมทรัพย์อน
ั นั้น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)
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第 270 条
動産から債務の弁済を受ける権利を有する。売買い主が、その不動産上に抵当権を有する債権者に売買代金を支払った場合の、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の売買い主が、その不動産上に抵当権を有する債権者に売買代金を支払った場合の、その代えることができる。金および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任についてその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ息に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の動産から債務の弁済を受ける権利を有する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて存在する。但し、する。
-

มาตรา ๒๗๑
บุร ิมสิทธิในมูลค่ เมล็ดพันธ์ุ ไม้พันธ์ุ หรือปุ ย
ุ นั้น ใช้สำ หรับเอ ร ค ค่ เมล็ดพันธ์ุ ไม้พน
ั ธ์ุ หรือ
ปุ ุย และดอกเบี้ยในร ค นั้น และมีอยู่เหนือดอกผลอันเกิดงอกในที่ดน
ิ เพร ะใช้สิ่งเหล่ นั้นภ ยในปี
หนึ่งนับแต่เวล ที่ใช้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)
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第 271 条
種苗または肥料の代価肥料などの日用消費財の代価のうち、未払分にの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。価の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、種苗または肥料の代価また当然である。は肥料などの日用消費財の代価のうち、未払分にの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。価および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任についてその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ息に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の種苗または肥料の代価また当然である。は肥料などの日用消費財の代価のうち、未払分に
を請求することができる。その際、ある行為の用いた当然である。後 1 年以て債務の履行とし得ることもまた当然である。内に行使するべき場合において、選択権者がその期間に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、それを請求することができる。その際、ある行為の用いた当然である。土地に行われる為替相場に従う。から生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。果実に履行を提供しなけに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて存在する。但し、する。
-
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第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

第六款 先取り特権特権の目的

มาตรา ๒๗๒
บุร ิมสิทธิในมูลค่ แรงง นเพื่อกสิกรรมและอุตส หกรรมนั้น ในส่วนบุคคลที่ได้ทำ ก รง นกสิกรรม
ใช้สำ หรับเอ ค่ จ้ งนับถอยหลังขึ้นไปปี หนึ่ง และในส่วนบุคคลที่ได้ทำ ก รง นอุตส หกรรม ใช้
สำ หรับเอ ค่ จ้ งนับถอยหลังขึ้นไปส มเดือน และเป็ นบุร ิมสิทธิมอ
ี ยู่เหนือดอกผลหรือสิ่งของที่
ประดิษฐ์ข้ น
ึ อันเกิดแต่แรงง นของบุคคลนั้นๆ
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
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第 272 条
農工業または工業の労務労賃の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、農業または工業の労務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の労役者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついては最後の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の 1 年間の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賃金に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。、工業または工業の労務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の労役者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のつ
いては最後の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の 3 か月の期間内に抵当権者あるいは先取り特権者から何らの異義申し立てもないこと間の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賃金に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。て、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の労役に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって得ることもまた当然である。られた当然である。果実に履行を提供しなけあるいは製作物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の上で、選択に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の存在する。但し、す
る。
-

(ข)
(ロ)
-

บุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์
不動産の先取り特権の目的先取り特権特権

มาตรา ๒๗๓
ถ้ หนี้มอ
ี ยู่เป็ นคุณแก่บุคคลผู้ใดในมูลอย่ งหนึ่งอย่ งใดดังจะกล่ วต่อไปนี้ บุคคลผู้น้ น
ั ย่อมมี
บุร ิมสิทธิเหนืออสังห ริมทรัพย์เฉพ ะอย่ งของลูกหนี้ คือ
(๑)

รักษ อสังห ริมทรัพย์

(๒)

จ้ งทำ ของเป็ นก รง นทำ ขึ้นบนอสังห ริมทรัพย์

(๓)

ซื้ อข ยอสังห ริมทรัพย์
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
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第 273 条
次に掲げる者は、法の規定により当然に［債権者に］代位する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の掲げる者は、法の規定により当然に［債権者に］代位する。げる原因する］損害がある場合に、それを立証することは妨げられない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづく債権債務関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて利があ益を与えてはならない。を請求することができる。その際、ある行為の受ける立って告知を要する場合において、履行の期日がそ場に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のある者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の特定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。
に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権を請求することができる。その際、ある行為の有する物する。
(1) 不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す存
(2) 不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。上で、選択に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおける工事請け負うべき事由によって不能となったときは、この限りでい
(3) 不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の売買い主が、その不動産上に抵当権を有する債権者に売買代金を支払った場合の、その
-

มาตรา ๒๗๔
บุร ิมสิทธิในมูลรักษ อสังห ริมทรัพย์น้ น
ั ใช้สำ หรับเอ ค่ ใช้จ่ ยเพื่อรักษ อสังห ริมทรัพย์ และมี
อยู่เหนืออสังห ริมทรัพย์อันนั้น
อนึ่ง บทบัญญัติแห่งม ตร ๒๖๙ วรรคสองนั้น ท่ นให้นำ ม ใช้บังคับแก่กรณีที่กล่ วม ในวรรค
ก่อนนี้ดว้ ย
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第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

第六款 先取り特権特権の目的

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

382

Gr. Code (1898)

* 326

Miscellaneous

第 274 条
I. 不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す存の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す存の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の要なあらゆる行為を完了し、または債権者し得ることもまた当然である。た当然である。費用に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて存在する。但し、す
る。
II. 第 269 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 2 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者は、本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のこれを請求することができる。その際、ある行為の準用する。
-

มาตรา ๒๗๕
บุร ิมสิทธิในมูลจ้ งทำ ของเป็ นก รง นทำ ขึ้นบนอสังห ริมทรัพย์น้ น
ั ใช้สำ หรับเอ สินจ้ ง ค่ ทำ
ของเป็ นก รง นอันผู้ก่อสร้ ง สถ ปนิก หรือผู้ร ับจ้ งได้ทำ บนอสังห ริมทรัพย์ของลูกหนี้ และมีอยู่
เหนืออสังห ริมทรัพย์อันนั้น

อนึ่ง บุร ิมสิทธิน้ ย
ี อ
่ มเกิดมีข้ น
ึ ต่อเมื่ออสังห ริมทรัพย์น้ น
ั มีร ค เพิ่มขึ้นในปั จจุบัน เพร ะก รที่ได้
ทำ ขึ้นนั้น และมีเพียงเหนือร ค ที่เพิม
่ ขึ้นเท่ นั้น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

383 [=383 par.2]

Gr. Code (1898)

* 327

Miscellaneous

第 275 条
I. 不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。上で、選択に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおける工事請け負うべき事由によって不能となったときは、この限りでいの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、施行を請求することができる。その際、ある行為の業または工業の労務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、建築技師、あるいは請負うべき事由によって不能となったときは、この限りで人がその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。
上で、選択で行を請求することができる。その際、ある行為のった当然である。作業または工業の労務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の報酬の請求権について存在する。但しその額は、事務員あるいは奉公人一人におよび債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について費用に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。上で、選択に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の存在する。但し、する。
II. この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおける］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、行を請求することができる。その際、ある行為のわれた当然である。作業または工業の労務に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の価格の増価額が現存するの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の増価額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。が現存する
場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の増価額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみ存在する。但し、する。
-

มาตรา ๒๗๖
บุร ิมสิทธิในมูลซื้ อข ยอสังห ริมทรัพย์น้ น
ั ใช้สำ หรับเอ ร ค อสังห ริมทรัพย์และดอกเบี้ยในร ค
นั้น และมีอยู่เหนืออสังห ริมทรัพย์อันนั้น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

387

Gr. Code (1898)

* 328

Miscellaneous

第 276 条
不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の売買い主が、その不動産上に抵当権を有する債権者に売買代金を支払った場合の、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取特り以後、その物を当該債権債務関係の権は、不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。価及ぶ。び債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任についてその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ息に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて存在する。但し、する。
-

๓.
第三目
-

ลำาดับแห่งบุริมสิทธิ
先取り特権特権の目的順位

มาตรา ๒๗๗
เมื่อมีบุร ิมสิทธิส มัญหล ยร ยแย้งกัน ท่ นให้ถือว่ บุร ิมสิทธิท้ งั หล ยนั้นมีลำ ดับที่จะให้ผลก่อน
หลัง ดังที่ได้เรียงลำ ดับไว้ในม ตร ๒๕๓
เมื่อมีบุร ิมสิทธิส มัญแย้งกับบุร ิมสิทธิพิเศษ ท่ นว่ บุร ม
ิ สิทธิพิเศษย่อมอยู่ในลำ ดับก่อน แต่
บุร ิมสิทธิในมูลค่ ใช้จ่ ยเพื่อประโยชน์ร่วมกันนั้น ย่อมอยู่ในลำ ดับก่อน ในฐ นที่จะใช้สิทธิน้ น
ั ต่อเจ้
หนี้ผู้ได้ร ับประโยชน์จ กก รนั้นหมดทุกคนด้วยกัน
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第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

第六款 先取り特権特権の目的

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

399

Gr. Code (1898)

* 329

Miscellaneous

第 277 条
I. 一つのみを選択して履行するべきときは、その般の］先取り特権を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権が複数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、その存在する。但し、し得ることもまた当然である。互いに競合する場合には、その優先順位は、第いに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の競合において、法律行為の性質によっても、またする場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の優先順位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すは、第 253 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の掲げる者は、法の規定により当然に［債権者に］代位する。げる順序に反するときは、これを成立しないものとする。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者うもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとする。
II. 一つのみを選択して履行するべきときは、その般の］先取り特権を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権が特別の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権と競合において、法律行為の性質によっても、またする場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、特別の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権が当然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の優先する。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。
し得ることもまた当然である。、共益を与えてはならない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の出したときは、その物の所有者に費用の償還をさせることが捐から利益を得たすべての債権者に対して行使し得るが故をから利があ益を与えてはならない。を請求することができる。その際、ある行為の得ることもまた当然である。た当然である。すべての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て行を請求することができる。その際、ある行為の使する。し得ることもまた当然である。得ることもまた当然である。るが故のために履行が不能となった場合も、また同様である。但し、を請求することができる。その際、ある行為の
もって、［第その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係ので、受益を与えてはならない。債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の特別の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者優先する。
-

มาตรา ๒๗๘
เมื่อมีบุร ิมสิทธิแย้งกันหล ยร ยเหนือสังห ริมทรัพย์อันหนึ่งอันเดียวกัน ท่ นให้ถือลำ ดับก่อน
หลังดังที่เรียงไว้ต่อไปนี้ คือ
(๑)

บุร ิมสิทธิในมูลเช่ อสังห ริมทรัพย์ พักอ ศัยในโรงแรมและรับขน

(๒)

บุร ิมสิทธิในมูลรักษ สังห ริมทรัพย์ แต่ถ้ มีบุคคลหล ยคนเป็ นผู้ร ักษ ท่ นว่ ผู้ที่ร ักษ ภ ยหลังอยู่ในลำ ดับ
ก่อนผู้ที่ได้ร ักษ ม ก่อน

(๓)

บุร ิมสิทธิในมูลซื้ อข ยสังห ริมทรัพย์ ค่ เมล็ดพันธ์ุ ไม้พันธ์ุ หรือปุ ุย และค่ แรงง นกสิกรรมและอุตส หกรรม

ถ้ บุคคลผู้ใดมีบุร ิมสิทธิอยู่ในลำ ดับเป็ นที่หนึ่ง และรู้อยู่ในขณะที่ตนได้ประโยชน์แห่งหนี้ม นั้น ว่
ยังมีบค
ุ คลอื่นซึ่งมีบุร ม
ิ สิทธิอยู่ในลำ ดับที่สองหรือที่ส มไซร้ ท่ นห้ มมิให้บุคคลผู้น้ น
ั ใช้สิทธิในก รที่
ตนอยู่ในลำ ดับก่อนนั้นต่อบุคคลอื่นเช่นว่ ม และท่ นห้ มมิให้ใช้สิทธิน้ ต
ี ่อผู้ที่ได้ร ักษ ทรัพย์ไว้เพื่อ
ประโยชน์แก่บุคคลผู้มีบุร ิมสิทธิในลำ ดับที่หนึ่งนั้นเองด้วย
ในส่วนดอกผล ท่ นให้บุคคลผู้ได้ทำ ก รง นกสิกรรมอยู่ในลำ ดับที่หนึ่ง ผู้ส่งเมล็ดพันธ์ุ ไม้พันธ์ุ
หรือปุ ุย อยู่ในลำ ดับที่สอง และผู้ให้เช่ ที่ดินอยู่ในลำ ดับที่ส ม
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

400

Gr. Code (1898)

* 330

Miscellaneous

第 278 条
I. 同一つのみを選択して履行するべきときは、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の動産から債務の弁済を受ける権利を有する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて互いに競合する場合には、その優先順位は、第いに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の競合において、法律行為の性質によっても、またする複数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第特別の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権が存在する。但し、する場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の優先順位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す
は、以て債務の履行とし得ることもまた当然である。下に抵に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の掲げる者は、法の規定により当然に［債権者に］代位する。げる順序に反するときは、これを成立しないものとする。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者う。
(1) 不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賃貸し、または担保に供することができ、旅館の宿泊の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の宿泊、および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について運輸の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権。
(2) 動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す存の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、複数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す存者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがいるときは、後の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す存者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが前に］債務の弁済期がの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す存者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の優先
する。
(3) 動産から債務の弁済を受ける権利を有する。売買い主が、その不動産上に抵当権を有する債権者に売買代金を支払った場合の、その、種苗または肥料の代価肥料などの日用消費財の代価のうち、未払分にの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。価、および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について農工業または工業の労務労賃の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権。
II. 第一つのみを選択して履行するべきときは、その順位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権を請求することができる。その際、ある行為の有する物する者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権を請求することができる。その際、ある行為の取得ることもまた当然である。し得ることもまた当然である。た当然である。当時、第二順位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すあるいは第三順位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の
特権を請求することができる。その際、ある行為の有する物する者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが他の全てのに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のいることを請求することができる。その際、ある行為の［第既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者知しなければならない。っていた当然である。ときは、第一つのみを選択して履行するべきときは、その順位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、これら後
順位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。てその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。することができない。第一つのみを選択して履行するべきときは、その順位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ益を与えてはならない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。め
に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す存を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為のった当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。ても、また当然である。同様とである。
III. ［第収穫された］果実に関しては、第一順位は農業労役者に、第二順位は種苗あるいは肥料の供給者された当然である。］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者果実に履行を提供しなけに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。ては、第一つのみを選択して履行するべきときは、その順位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すは農業または工業の労務労役者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、第二順位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すは種苗または肥料の代価あるいは肥料などの日用消費財の代価のうち、未払分にの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、給者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、第三順位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すは土地に行われる為替相場に従う。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賃貸し、または担保に供することができ者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の与えてはならない。え債務られる。
-
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第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

第六款 先取り特権特権の目的

มาตรา ๒๗๙
เมื่อมีบุร ิมสิทธิพิเศษ แย้งกันหล ยร ยเหนืออสังห ริมทรัพย์อันหนึ่งอันเดียวกัน ท่ นให้ถือลำ ดับ
ก่อนหลังดังที่ได้เรียงลำ ดับไว้ในม ตร ๒๗๓
ถ้ ได้ซอข
ื้
ยอสังห ริมทรัพย์น้ น
ั สืบต่อกันไปอีกไซร้ ลำ ดับก่อนหลังในระหว่ งผู้ข ยด้วยกันนั้น
ท่ นให้เป็ นไปต มลำ ดับที่ได้ซอข
ื้
ยก่อนและหลัง
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

[402]

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

* 331

Miscellaneous

第 279 条
I. 同一つのみを選択して履行するべきときは、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて互いに競合する場合には、その優先順位は、第いに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の競合において、法律行為の性質によっても、またする複数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の特別の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権が存在する。但し、する場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の優先順位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す
は、第 273 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の掲げる者は、法の規定により当然に［債権者に］代位する。げる順序に反するときは、これを成立しないものとする。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者う。
II. この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第同一つのみを選択して履行するべきときは、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。が順次に掲げる者は、法の規定により当然に［債権者に］代位する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の売買い主が、その不動産上に抵当権を有する債権者に売買代金を支払った場合の、そのされた当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、売主相互いに競合する場合には、その優先順位は、第間に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおける優先順位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すは、売買い主が、その不動産上に抵当権を有する債権者に売買代金を支払った場合の、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の前に］債務の弁済期が後に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
よる。
-

มาตรา ๒๘๐
เมื่อบุคคลหล ยคนมีบุร ิมสิทธิในลำ ดับเสมอกันเหนือทรัพย์อันหนึ่งอันเดียวกัน ท่ นให้ต่ งคนต่ ง
ได้ร ับชำ ระหนี้เฉลี่ยต มส่วนม กน้อยแห่งจำ นวนที่ตนเป็ นเจ้ หนี้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

403

Gr. Code (1898)

* 332

Miscellaneous

第 280 条
同一つのみを選択して履行するべきときは、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて同一つのみを選択して履行するべきときは、その順位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権を請求することができる。その際、ある行為の有する物する複数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の個人がいる場合において、法律行為の性質によっても、または、各人は、各々の債権額のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
割合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の応じて行った葬式の費用について存在する。じてその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の受ける。
-

-

๔.

ผลแห่งบุริมสิทธิ

第四目

先取り特権特権の目的効力

มาตรา ๒๘๑
บุร ิมสิทธิอันมีอยู่เหนือสังห ริมทรัพย์น้ น
ั ท่ นห้ มมิให้ใช้ เมื่อบุคคลภ ยนอกได้ทรัพย์น้ น
ั จ กลูก
หนี้และได้ส่งมอบทรัพย์ให้กันไปเสร็จแล้ว
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
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第 281 条
動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の上で、選択に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の存在する。但し、する先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の動産から債務の弁済を受ける権利を有する。を請求することができる。その際、ある行為の債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のから譲り以後、その物を当該債権債務関係の受け、かつ、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の引き渡しがき渡しがし得ることもまた当然である。も
完了し、または債権者し得ることもまた当然である。ているときは、もはや意味を有しないときは、債権者は、その可能部分の履行の受領を拒否した上で、債務全体の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。することができない。
-

มาตรา ๒๘๒
เมื่อมีบุร ิมสิทธิแย้งกับสิทธิจำ นำ สังห ริมทรัพย์ ท่ นว่ ผู้ร ับจำ นำ ย่อมมีสิทธิเป้ นอย่ งเดียวกันกับ
ผู้ทรงบุร ิมสิทธิในลำ ดับที่หนึ่งดัง่ ที่เรียงไว้ในม ตร ๒๗๘ นั้น
― 33 ―

第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

第六款 先取り特権特権の目的
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第 282 条
先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権と動産から債務の弁済を受ける権利を有する。質によっても、また権とが競合において、法律行為の性質によっても、またする場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、動産から債務の弁済を受ける権利を有する。質によっても、また権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、第 278 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の掲げる者は、法の規定により当然に［債権者に］代位する。げられる第一つのみを選択して履行するべきときは、その順位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取
り以後、その物を当該債権債務関係の特権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと同様との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の権利があを請求することができる。その際、ある行為の有する物する。
-

มาตรา ๒๘๓
บุคคลผ้ม
ู ีบุร ิมสิทธิส มัญต้องรับชำ ระหนี้เอ จ กสังห ริมทรัพย์ของลูกหนี้ก่อน ต่อเมื่อยังไม่พอจึง
ให้เอ ชำ ระหนี้จ กอสังห ริมทรัพย์ได้
ในส่วนอสังห ริมทรัพย์น้ น
ั ก็ต้องรับชำ ระหนี้เอ จ กอสังห ริมทรัพย์อันมิได้ตกอยู่ในฐ นเป็ น
หลักประกันพิเศษเสียก่อน

ถ้ บุคคลใดมีบุร ิมสิทธิส มัญและละเลยด้วยคว มประม ทเลินเล่อไม่สอดเข้ แย้งขัดในก รแบ่ง
เฉลี่ยทรัพย์ ต มคว มที่กล่ วม ในวรรคทั้งสองข้ งบนนี้ไซร้ อันบุคคลนั้นจะใช้บุร ิมสิทธิของตนต่อ
บุคคลภ ยนอกผู้ได้จดทะเบียนสิทธิไว้แล้วเพื่อจะเอ ใช้จนถึงขน ดเช่นที่ตนจะห กได้ร ับเพร ะได้
สอดเข้ แย้งขัดนั้น ท่ นว่ ห อ จจะใช้ได้ไม่

อนึ่ง บทบัญญัติที่กล่ วม ในวรรคทั้งส มข้ งต้นนี้ ท่ นมิให้ใช้บังคับ ห กเงินที่ข ย
อสังห ริมทรัพย์ได้น้ น
ั จะพึงต้องเอ ม แบ่งเฉลี่ยก่อนเงินที่ข ยทรัพย์สินอย่ งอื่นก็ดี หรือห กว่ เงิน
ที่ข ยอสังห ริมทรัพย์อันตกอยู่ในฐ นเป็ นหลักประกันพิเศษนั้นจะพึงต้องเอ ม แบ่งเฉลี่ยก่อนเงินที่
ข ยอสังห ริมทรัพย์อย่ งอื่นก็ดุจกัน
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第 283 条
I. 一つのみを選択して履行するべきときは、その般の］先取り特権を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、まず債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の動産から債務の弁済を受ける権利を有する。から弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の受けなければならず、なお不足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のがあるときは、
その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。から弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の受けることができる。
II. 不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついては、［第一つのみを選択して履行するべきときは、その般の］先取り特権を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者まず特別担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的とされていないもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のから弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の
受けなければならない。
III. 一つのみを選択して履行するべきときは、その般の］先取り特権を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について第 2 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者って［第債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者財産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の配当に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の加している場合には、第三債務者の債務残額に関入れしたときは、この限りではない。する
ことを請求することができる。その際、ある行為の怠っているがために、債権者の利益が害されるった当然である。ときは、［第適時に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の配当に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の加している場合には、第三債務者の債務残額に関入れしたときは、この限りではない。し得ることもまた当然である。ていた当然である。ならば弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の受けることができた当然である。額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のつい
ては、登記を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。てその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。することができない。
IV. 本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者から第 3 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。を請求することができる。その際、ある行為の売却して得た代価をそれ以外の財産の代価に先立ってを配し得ることもまた当然である。て得ることもまた当然である。た当然である。代えることができる。価を請求することができる。その際、ある行為のそれ以て債務の履行とし得ることもまた当然である。外の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の財産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。価に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先立って告知を要する場合において、履行の期日がそってを請求することができる。その際、ある行為の配
当するべき場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、これを請求することができる。その際、ある行為の適用し得ることもまた当然である。ない。特別担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的である不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。価を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。価に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
先立って告知を要する場合において、履行の期日がそって配当するべき場合において、法律行為の性質によっても、またもまた当然である。、同様とである。
-

มาตรา ๒๘๔
บุร ิมสิทธิส มัญนั้น ถึงแม้จะมิได้ไปลงทะเบียนเกี่ยวด้วยอสังห ริมทรัพย์ก็ดี ย่อมจะยกขึ้นเป็ นข้อ
ต่อสู้เจ้ หนี้ใดๆ ที่ไม่มีหลักประกันพิเศษนั้นได้ แต่คว มที่กล่ วนี้ท่ นมิให้ใช้ไปถึงก รต่อสู้บุคคล
ภ ยนอกผู้ได้ไปลงทะเบียนสิทธิไว้
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第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

第六款 先取り特権特権の目的

第 284 条
一つのみを選択して履行するべきときは、その般の］先取り特権を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、た当然である。とえ債務不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて登記を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。ていなくても、特別担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すを請求することができる。その際、ある行為の有する物し得ることもまた当然である。ない［第他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけ
れの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。ても、対する意思表示によってこれを行使する。抗することができる。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第分を行うことを裁判所に請求することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の権利があを請求することができる。その際、ある行為の登記し得ることもまた当然である。た当然である。第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。ては、こ
の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
-

มาตรา ๒๘๕
บุร ิมสิทธิในมูลรักษ อสังห ริมทรัพย์น้ น
ั ถ้ ห กว่ เมื่อทำ ก รเพื่อบำ รุงรักษ นั้นสำ เร็จแล้ว ไป
บอกลงทะเบียนไว้โดยพลันไซร้ บุร ิมสิทธิก็คงให้ผลต่อไป
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

390 par.2

Gr. Code (1898)
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Miscellaneous

第 285 条
不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す存の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す存の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の為のが完了し、または債権者し得ることもまた当然である。た当然である。時点より以後、その物を当該債権債務関係ので直ちに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の登記し得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の維持ち込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果することができる。
-

มาตรา ๒๘๖
บุร ิมสิทธิในมูลจ้ งทำ ของเป็ นก รง นทำ ขึ้นบนอสังห ริมทรัพย์น้ น
ั ห กทำ ร ยก รประม ณร ค
ชัว่ คร วไปบอกลงทะเบียนไว้ก่อนเริ่มลงมือทำ ก รไซร้ บุร ม
ิ สิทธิก็คงให้ผลต่อไป แต่ถ้ ร ค ทีท
่ ำ จริง
นั้นลำ้ ร ค ที่ได้ประม ณไว้ชว
ั ่ คร ว ท่ นว่ บุร ิมสิทธิในส่วนจำ นวนที่ล้ ำ อยู่น้ น
ั ห มีไม่

ส่วนก รที่จะวินิจฉัยว่ อสังห ริมทรัพย์น้ น
ั มีร ค เพิ่มขึ้นเพร ะก รอันได้ทำ ขึ้นบนอสังห ริมทรัพย์
ม กน้อยเพียงใดนั้น ท่ นให้ศ ลตั้งแต่งผู้เชี่ยวช ญขึ้นเป็ นผู้กะประม ณ ในเวล ทีม
่ ีแย้งขัดในก ร
แบ่งเฉลี่ย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

383 par.2

Gr. Code (1898)
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Miscellaneous

第 286 条
I. 不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。上で、選択に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおける工事請け負うべき事由によって不能となったときは、この限りでいの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、着工する前に］債務の弁済期がに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のまずその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の見なす。積み荷および手荷物について存在する。もり以後、その物を当該債権債務関係のを請求することができる。その際、ある行為の作成し得ることもまた当然である。、そ
れを請求することができる。その際、ある行為の登記し得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の維持ち込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果することができる。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、実に履行を提供しなけ際の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用が見なす。積み荷および手荷物について存在する。額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の超えたとえ債務た当然である。と
きは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、超えたと過額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。ては行を請求することができる。その際、ある行為の使する。することができない。
II. 工事に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の増価額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の評価は、［第先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者配当に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の加している場合には、第三債務者の債務残額に関入れしたときは、この限りではない。し得ることもまた当然である。た当然である。時点より以後、その物を当該債権債務関係のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて裁判
所に請求することが鑑みて相当と思われる期間を定めた上で、選択定した場合において、法律行為の性質によっても、また人を請求することができる。その際、ある行為の選任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこし得ることもまた当然である。、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがこれを請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為のわなければならない。
-

มาตรา ๒๘๗
บุร ิมสิทธิใดได้ไปจดทะเบียนแล้วต มบทบัญญัติแห่งม ตร ทั้งสองข้ งบนนี้ บุร ิมสิทธิน้ น
ั ท่ นว่
อ จจะใช้ได้ก่อนสิทธิจำ นอง
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)
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Miscellaneous

第 287 条
第 285 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。あるいは第 286 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者って登記を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけれの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権も、抵当権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先立って告知を要する場合において、履行の期日がそってこれを請求することができる。その際、ある行為の
行を請求することができる。その際、ある行為の使する。することができる。
-
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第一章 総則

第二節 債権の目的の目的効力

第六款 先取り特権特権の目的

มาตรา ๒๘๘
บุร ิมสิทธิในมูลซื้ อข ยอสังห ริมทรัพย์น้ น
ั ห กว่ เมื่อไปลงทะเบียนสัญญ ซื้ อข ยนั้น บอกลง
ทะเบียนไว้ด้วยว่ ร ค หรือดอกเบี้ยในร ค นั้นยังมิได้ชำ ระไซร้ บุร ม
ิ สิทธิน้ น
ั ก็คงให้ผลต่อไป
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

392

Gr. Code (1898)
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第 288 条
不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の売買い主が、その不動産上に抵当権を有する債権者に売買代金を支払った場合の、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の売買い主が、その不動産上に抵当権を有する債権者に売買代金を支払った場合の、その契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の登記を請求することができる。その際、ある行為のするときに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。価また当然である。はその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ息の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁
済することができる。がなされていない旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のもまた当然である。登記を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の維持ち込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果する。
-

มาตรา ๒๘๙
ว่ ถึงผลแห่งบุร ิมสิทธิ นอกจ กที่ได้บัญญัติไว้ในม ตร ๒๘๑ ถึง ๒๘๘ นี้แล้ว ท่ นให้นำ
บทบัญญัตท
ิ ้ งั หล ยแห่งลักษณะจำ นองม ใช้บังคับด้วยต มแต่กรณี
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

395

Gr. Code (1898)

* 341

Miscellaneous

第 289 条
先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついては、第 281 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。から第 288 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。までの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のほか、事案は終了する。但に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の応じて行った葬式の費用について存在する。じて、抵当権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関
する［第第三編第十二］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者章の規定を適用［＝準用］する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の適用［第＝準用］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者する。
-
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第一章 総則

-

第三節 多数当事者の目的債権の目的および債務債務

หมวด ๓

ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายตน

第三節

多数当事者の目的債権および債務債務

มาตรา ๒๙๐
ถ้ ก รชำ ระหนี้เป็ นก รอันจะแบ่งกันชำ ระได้ และมีบค
ุ คลหล ยคนเป็ นเจ้ หนี้ก็ดี เมื่อกรณีเป็ นที่
สงสัย ท่ นว่ ลูกหนี้แต่ละคนจะต้องรับผิดเพียงเป็ นส่วนเท่ ๆ กัน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

220, 221, 222

Gr. Code (1898)

[427]

Miscellaneous

* 420

第 290 条
債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のが分を行うことを裁判所に請求することができる。割可能のもの、または後に至って不能となっであり以後、その物を当該債権債務関係の、かつ、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の側からもまた［履行の請求を待たずに］直ちに債務を履行当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のあるいは債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の側からもまた［履行の請求を待たずに］直ちに債務を履行当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが複数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の個人より以後、その物を当該債権債務関係のなる
場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、［第解釈に］なお疑念の余地があるときは、各債務者は平等の割合についてのみ債務をに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者なお疑念の余地があるときは、各債務者は平等の割合についてのみ債務をの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の余の給付のみに限定して存在する。但し、地に行われる為替相場に従う。があるときは、各債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは平等の品質を有する物の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の割合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみ債務を請求することができる。その際、ある行為の
負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担し得ることもまた当然である。、各債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは平等の品質を有する物の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の割合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみ請求することができる。その際、ある行為の権を請求することができる。その際、ある行為の有する物するもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとする。
-

มาตรา ๒๙๑
ถ้ บุคคลหล ยคนจะต้องทำ ก รชำ ระหนี้โดยทำ นองซึ่งแต่ละคนจำ ต้องชำ ระหนี้ส้ น
ิ เชิงไซร้ แม้
ถึงว่ เจ้ หนี้ชอบที่จะได้ร ับชำ ระหนี้ส้ น
ิ เชิงได้แต่เพียงครั้งเดียว (กล่ วคือลูกหนี้ร่วมกัน) ก็ดี เจ้ หนี้
จะเรียกชำ ระหนี้จ กลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งสิ้นเชิง หรือแต่โดยส่วนก็ได้ต มแต่จะเลือก แต่ลูกหนี้ท้ ัง
ปวงก็ยังคงต้องผูกพันอย่ท
ู ว
ั ่ ทุกคนจนกว่ หนี้น้ น
ั จะได้ชำ ระเสร็จสิ้นเชิง
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

225, 245

Gr. Code (1898)

432

Miscellaneous

* 421

第 291 条
複数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の個人が［第同一つのみを選択して履行するべきときは、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者債務を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担する場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の各人が債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の全て整い、債権者の受部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の義務を請求することができる。その際、ある行為の
負うべき事由によって不能となったときは、この限りでうが、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは全て整い、債権者の受部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為のた当然である。だ一つのみを選択して履行するべきときは、その度に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の請求することができる。その際、ある行為のすることができるときは（この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の
「連帯債務者」と呼ぶ）、債権者は各債務者から、その選択に従い、全部の履行を請求するか、ある連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の」と呼ぶ）、債権者は各債務者から、その選択に従い、全部の履行を請求するか、あるぶ）、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは各債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のから、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の選択して履行するべきときは、そのに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者い、全て整い、債権者の受部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のするか、ある
いはその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっ分を行うことを裁判所に請求することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる。この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、全て整い、債権者の受部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のが
完了し、または債権者するまで、連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害をし得ることもまた当然である。てその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の義務を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう。
-

มาตรา ๒๙๒
ก รที่ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งชำ ระหนี้น้ น
ั ย่อมได้เป็ นประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆ ด้วย วิธีเดียวกันนี้
ท่ นให้ใช้บังคับแก่ก รใดๆ อันพึงกระทำ แทนชำ ระหนี้ ว งทรัพย์สินแทนชำ ระหนี้ และหักกลบลบ
หนี้ด้วย

ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งมีสิทธิเรียกร้องอย่ งไร ลูกหนี้คนอื่นๆ จะเอ สิทธิอันนั้นไปใช้หักกลบลบหนี้
ห ได้ไม่
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

247, 248

Gr. Code (1898)

[436, 442]

Miscellaneous

* 422

第 292 条
I. 連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その人がする債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとっても当然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじる。代えることができる。物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、また弁済することができる。、
供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託、および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について相殺の場合もまた、同様とする。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またもまた当然である。、同様ととする。
― 37 ―

第一章 総則

第三節 多数当事者の目的債権の目的および債務債務

II. 連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の属する。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。する請求することができる。その際、ある行為の権は、他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがこれを請求することができる。その際、ある行為の相殺の場合もまた、同様とする。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、することはできない。
-

มาตรา ๒๙๓
ก รปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งนั้น ย่อมเป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆ เพียงเท่
ส่วนของลูกหนี้ที่ได้ปลดให้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็ นอย่ งอื่น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

254

Gr. Code (1898)

* 437

Miscellaneous

423

第 293 条
連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。てし得ることもまた当然である。た当然である。債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の免除は、特段の合意がある場合にはその限りではない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の合において、法律行為の性質によっても、また意の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のない限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっ分を行うことを裁判所に請求することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
ついての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみ、他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ益を与えてはならない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のも、当然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじる。
-

มาตรา ๒๙๔
ก รที่เจ้ หนี้ผิดนัดต่อลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งนั้นย่อมได้เป็ นคุณประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆ ด้วย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

252

Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 424

Miscellaneous

第 294 条
連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の遅滞の責を負う。は、他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。ても当然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじる。
-

มาตรา ๒๙๕
ข้อคว มจริงอื่นใด นอกจ กที่ระบุไว้ในม ตร ๒๙๒ ถึง ๒๙๔ นั้น เมื่อเป็ นเรื่องเท้ ถึงตัวลูกหนี้
ร่วมกันคนใดก็ย่อมเป็ นไปเพื่อคุณและโทษแต่เฉพ ะแก่ลูกหนี้คนนั้น เว้นแต่จะปร กฏว่ ขัดกับสภ พ
แห่งหนี้น้ น
ั เอง
คว มทีว่ ่ ม นี้ เมื่อจะกล่ วโดยเฉพ ะก็คือว่ ให้ใช้แก่ก รให้คำ บอกกล่ ว ก รผิดนัด ก รที่หยิบยก
อ้ งคว มผิด ก รชำ ระหนี้อันเป็ นพ้นวิสัยแก่ฝ่ ยลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่ง กำ หนดอ ยุคว มหรือก รที่
อ ยุคว มสะดุดหยุดลง และก รที่สิทธิเรียกร้องเกลื่อนกลืนกันไปกับหนี้สิน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

246 - 260 [??] [257]

Gr. Code (1898)

[440]

Miscellaneous

* 425

第 295 条
I. 第 292 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。乃至って不能となっ第 294 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の掲げる者は、法の規定により当然に［債権者に］代位する。げられる事項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者以て債務の履行とし得ることもまた当然である。外の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為ので、専ら連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関する事実に履行を提供しなけは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ益を与えてはならない。あるいは不利があ益を与えてはならない。とし得ることもまた当然である。ての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみ、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじる。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、当該債権債務関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
反するときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のでない。
II. この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、とり以後、その物を当該債権債務関係のわけ告することができる。知しなければならない。、遅滞の責を負う。、［第故のために履行が不能となった場合も、また同様である。但し、意また当然である。は過失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者帰責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで、当該債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の個人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
おける履行を請求することができる。その際、ある行為の不能のもの、または後に至って不能となっ、消しを裁判所に請滅時効あるいはその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の中断、および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について債権と債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の混同に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のこれを請求することができる。その際、ある行為の適用する。
-

มาตรา ๒๙๖
ในระหว่ งลูกหนี้ร่วมกันทั้งหล ยนั้น ท่ นว่ ต่ งคนต่ งต้องรับผิดเป็ นส่วนเท่ ๆ กัน เว้นแต่จะได้
กำ หนดไว้เป็ นอย่ งอื่น ถ้ ส่วนที่ลูกหนี้ร่วมกันคนใดคนหนึ่งจะพึงชำ ระนั้น เป็ นอันจะเรียกเอ จ กคน
นั้นไม่ได้ไซร้ ยังข ดจำ นวนอยู่เท่ ไร ลูกหนี้คนอื่นๆ ซึ่งจำ ต้องออกส่วนด้วยนั้นก็ต้องรับใช้ แต่ถ้ ลูก
― 38 ―

第一章 総則

第三節 多数当事者の目的債権の目的および債務債務

หนี้ร่วมกันคนใดเจ้ หนี้ได้ปลดให้หลุดพ้นจ กหนี้อันร่วมกันนั้นแล้ว ส่วนที่ลูกหนี้คนนั้นจะพึงต้อง
ชำ ระหนี้ก็ตกเป็ นพับแก่เจ้ หนี้ไป
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

258, 259

Gr. Code (1898)

[444], 445

Miscellaneous

* 426 par.1

第 296 条
連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の各人は、別段の合意がある場合にはその限りではない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の定した場合において、法律行為の性質によっても、まための債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のない限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、相互いに競合する場合には、その優先順位は、第に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の平等の品質を有する物の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の割合において、法律行為の性質によっても、またで責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう。連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その人か
ら、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担分を行うことを裁判所に請求することができる。を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができないときは、なお不足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のがある限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう他の全ての
の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが補填の義務を引き受けなければならない。但し、債権者が［既に他の］連帯債務者の一人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の義務を請求することができる。その際、ある行為の引き渡しがき受けなければならない。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが［第既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その人
に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の免除［第＝連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害をの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の免除］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者を請求することができる。その際、ある行為の与えてはならない。え債務ていた当然である。ときは、［第不足りる。このような場合には、債務者の告知は履行の分を行うことを裁判所に請求することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の補填の義務を引き受けなければならない。但し、債権者が［既に他の］連帯債務者の一人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のつき］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担分を行うことを裁判所に請求することができる。は、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。ても消しを裁判所に請滅する。
-

มาตรา ๒๙๗
ถ้ ในสัญญ อันหนึ่งอันใดมีบค
ุ คลหล ยคนร่วมกันผูกพันตนในอันจะกระทำ ก รชำ ระหนี้ไซร้ ห ก
กรณีเป็ นที่สงสัย ท่ นว่ บุคคลเหล่ นั้นจะต้องรับผิดเช่นอย่ งเป็ นลูกหนี้ร่วมกัน แม้ถึงว่ เป็ นก รอัน
จะแบ่งกันชำ ระหนี้ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

227

Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 427

Miscellaneous

第 297 条
複数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の個人が共同し得ることもまた当然である。て債務を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のすべき旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の契約の目的としたときを請求することができる。その際、ある行為の締結し得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、た当然である。とえ債務その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のが分を行うことを裁判所に請求することができる。割可
能のもの、または後に至って不能となっなの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のもであっても、［第解釈に］なお疑念の余地があるときは、各債務者は平等の割合についてのみ債務をに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者なお疑念の余地があるときは、各債務者は平等の割合についてのみ債務をの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の余の給付のみに限定して存在する。但し、地に行われる為替相場に従う。があるときは、それらの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の個人は連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとし得ることもまた当然である。ての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
義務を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでうもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと見なす。なす。
-

มาตรา ๒๙๘
ถ้ บุคคลหล ยคนมีสิทธิเรียกร้องก รชำ ระหนี้ โดยทำ นองซึ่งแต่ละคนอ จจะเรียกให้ชำ ระหนี้ส้ น
ิ
เชิงได้ไซร้ แม้ถึงว่ ลูกหนี้จำ ต้องชำ ระหนี้ส้ น
ิ เชิงแต่เพียงครั้งเดียว (กล่ วคือเจ้ หนี้ร่วมกัน) ก็ดี ท่ น
ว่ ลูกหนี้จะชำ ระหนี้ให้แก่เจ้ หนี้แต่คนใดคนหนึ่งก็ได้ต มแต่จะเลือก คว มข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ แม้ท้ งั
ที่เจ้ หนี้คนหนึ่งจะได้ย่ น
ื ฟ้ องเรียกชำ ระหนี้ไว้แล้ว
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

229 - 232

Gr. Code (1898)

* 428

Miscellaneous

第 298 条
複数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の個人が［第同一つのみを選択して履行するべきときは、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者債権を請求することができる。その際、ある行為の有する物する場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の各人が債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の全て整い、債権者の受部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のする
ことができるが、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の全て整い、債権者の受部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっを請求することができる。その際、ある行為のた当然である。だ一つのみを選択して履行するべきときは、その度に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の履行を請求することができる。その際、ある行為のすれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のり以後、その物を当該債権債務関係のるときは（この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
を請求することができる。その際、ある行為の「連帯債務者」と呼ぶ）、債権者は各債務者から、その選択に従い、全部の履行を請求するか、ある連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の」と呼ぶ）、債権者は各債務者から、その選択に従い、全部の履行を請求するか、あるぶ）、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の選択して履行するべきときは、そのに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者って債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけれか一つのみを選択して履行するべきときは、その人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の全て整い、債権者の受部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為のするこ
とができる。債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その人が既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の訴え債務を請求することができる。その際、ある行為の提起こり得ない甚大な損害が生じる虞のあることを債務者がし得ることもまた当然である。ている場合において、法律行為の性質によっても、またでも、また当然である。同様とである。
-

มาตรา ๒๙๙
ก รที่เจ้ หนี้ร่วมกันคนหนึ่งผิดนัดนั้น ย่อมเป็ นโทษแก่เจ้ หนี้คนอื่นๆ ด้วย

ถ้ สิทธิเรียกร้อง และหนี้สินนั้นเป็ นอันเกลื่อนกลืนกันไปในเจ้ หนี้ร่วมกันคนหนึ่ง สิทธิของเจ้ หนี้
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第三節 多数当事者の目的債権の目的および債務債務

คนอื่นๆ อันมีตอ
่ ลูกหนี้ก็ย่อมเป็ นอันระงับสิ้นไป

นอกจ กนี้ ท่ นให้นำ บทบัญญัติแห่งม ตร ๒๙๒, ๒๙๓ และ ๒๙๕ ม ใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
กล่ วโดยเฉพ ะก็คือ แม้เจ้ หนี้ร่วมกันคนหนึ่งจะโอนสิทธิเรียกร้องให้แก่บุคคลอื่นไป ก็ห กระทบ
กระทัง่ ถึงสิทธิของเจ้ หนี้คนอื่นๆ ด้วยไม่
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

238, [243]

Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 429

Miscellaneous

第 299 条
I. 連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。遅滞の責を負う。は、他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。てもその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじる。
II. 連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいてその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権と債務とが混同を請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。ときは、他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権もまた当然である。当
然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の消しを裁判所に請滅する。
III. その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全ての、［第連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債務に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関する］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者第 292 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。、第 293 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。、および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について第 295 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、これを請求することができる。その際、ある行為の［第連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債権
に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者準用する。とり以後、その物を当該債権債務関係のわけ、連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その人がその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権を請求することができる。その際、ある行為の第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の譲渡しがする場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいても、他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の連
帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の妨げない。げられない。
-

มาตรา ๓๐๐
ในระหว่ งเจ้ หนี้ร่วมกันนั้น ท่ นว่ ต่ งคนชอบที่จะได้ร ับชำ ระหนี้เป็ นส่วนเท่ ๆ กัน เว้นแต่จะได้
กำ หนดไว้เป็ นอย่ งอื่น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

[230]

Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 430

Miscellaneous

第 300 条
連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の各人は、別段の合意がある場合にはその限りではない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の定した場合において、法律行為の性質によっても、まための債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のない限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、相互いに競合する場合には、その優先順位は、第に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の平等の品質を有する物の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の割合において、法律行為の性質によっても、またで履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の受領を拒んだときは、する権利があを請求することができる。その際、ある行為の有する物する。
-

มาตรา ๓๐๑
ถ้ บุคคลหล ยคนเป็ นหนี้อันจะแบ่งกันชำ ระมิได้ ท่ นว่ บุคคลเหล่ นั้นต้องรับผิดเช่นอย่ งลูกหนี้
ร่วมกัน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

265, 266 [??]

Gr. Code (1898)

* 431

Miscellaneous

第 301 条
複数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の個人が不可分を行うことを裁判所に請求することができる。債務を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担するときは、それらの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の個人は、連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとし得ることもまた当然である。ての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでうもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと
する。
-

มาตรา ๓๐๒
ถ้ ก รชำ ระหนี้เป็ นก รอันจะแบ่งกันชำ ระมิได้ และมีบุคคลหล ยคนเป็ นเจ้ หนี้ ถ้ บุคคลเหล่ นั้น
มิได้เป็ นเจ้ หนี้ร่วมกันไซร้ ท่ นว่ ลูกหนี้ได้แต่จะชำ ระหนี้ให้ได้ประโยชน์ แก่บุคคลเหล่ นั้นทั้งหมด
ด้วยกัน และเจ้ หนี้แต่ละคนจะเรียกชำ ระหนี้ได้ก็แต่เพื่อได้ประโยชน์ด้วยกันหมดทุกคนเท่ นั้น อนึ่ง
เจ้ หนี้แต่ละคนจะเรียกให้ลูกหนี้ว งทรัพย์ที่เป็ นหนี้น้ น
ั ไว้เพื่อประโยชน์แห่งเจ้ หนี้หมดทุกคนด้วย
กันก็ได้ หรือถ้ ทรัพย์น้ น
ั ไม่ควรแก่ก รจะว งไว้ ก็ให้ส่งแก่ผู้พิทักษ์ทรัพย์ซึ่งศ ลจะได้ต้ งั แต่งขึ้น
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นอกจ กนี้ ข้อคว มจริงใดที่เท้ ถึงเจ้ หนี้คนหนึ่งเท่ นั้น ห เป็ นไปเพื่อคุณหรือโทษแก่เจ้ หนี้คน
อื่นๆ ด้วยไม่
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

265

Gr. Code (1898)

* 432

Miscellaneous

第 302 条
I. 不可分を行うことを裁判所に請求することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のつき債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが複数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、そのいる場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、それらの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の個人が連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害を債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のでないときは、債務
者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の全て整い、債権者の受員の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみ履行を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。なければならず、各債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の全て整い、債権者の受員の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみ履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為の
を請求することができる。その際、ある行為のすることができる。また当然である。各債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て、債権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の全て整い、債権者の受員の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託する
ことを請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の適し得ることもまた当然である。ない場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、裁判所に請求することの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の選任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこする管理者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の引き渡しがき渡しがすことを請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のす
ることができる。
II. その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全ての、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけれか一つのみを選択して履行するべきときは、その人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関する事実に履行を提供しなけは、他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとって利があ益を与えてはならない。あるいは不利があ益を与えてはならない。となるべ
き如何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけなる効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とも生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじない。
-
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第一章 総則

第四節 債権の目的の目的譲渡

หมวด ๔
第四節
-

โอนสิทธิเรียกร้อง
債権の目的譲渡

มาตรา ๓๐๓
ได้

สิทธิเรียกร้อยนั้นท่ นว่ จะพึงโอนกันได้ เว้นไว้แต่สภ พแห่งสิทธิน้ น
ั เองจะไม่เปิ ดช่องให้โอนกัน

คว มที่กล่ วม นี้ยอ
่ มไม่ใช้บังคับ ห กคู่กรณีได้แสดงเจตน เป็ นอย่ งอื่น ก รแสดงเจตน เช่นว่
นี้ ท่ นห้ มมิให้ยกขึ้นเป็ นข้อต่อสู้บุคคลภ ยนอกผู้กระทำ ก รโดยสุจริต
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

266, 267

Gr. Code (1898)

* 466

Miscellaneous

[S.O.164]

第 303 条
I. 債権は、当然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のこれを請求することができる。その際、ある行為の譲渡しがすることができる。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、それ自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第体のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の性質によっても、またが譲渡しがを請求することができる。その際、ある行為の許されないが、債務者側から履行することは許されるものと推定ささない場合において、法律行為の性質によっても、または、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
II. この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが別段の合意がある場合にはその限りではない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を請求することができる。その際、ある行為の表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。し得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、これを請求することができる。その際、ある行為の適用し得ることもまた当然である。ない。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、
その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。は、善意の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。抗することができない。
-

มาตรา ๓๐๔
ไม่

สิทธิเรียกร้องเช่นใด ต มกฎหม ยศ ลจะสัง่ ยึดไม่ได้ สิทธิเรียกร้องเช่นนั้น ท่ นว่ จะโอนกันห ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

* 400

第 304 条
如何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけなる債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のせよ、法の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の、それが裁判所に請求することの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の命令によって差し押えすることのできないもに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって差し押えすることのできないもし得ることもまた当然である。押えすることのできないもえ債務することの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のできないも
の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のである限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、これを請求することができる。その際、ある行為の譲渡しがすることはできない。
-

มาตรา ๓๐๕
เมื่อโอนสิทธิเรียกร้องไป สิทธิจำ นองหรือจำ นำ ที่มอ
ี ยู่เกี่ยวพันกับสิทธิเรียกร้องนั้นก็ดี สิทธิอน
ั เกิด
ขึ้นแต่ก รคำ้ ประกันที่ให้ไว้เพื่อสิทธิเรียกร้องนั้นก็ดี ย่อมตกไปได้แก่ผู้ร ับโอนด้วย
อนึ่ง ผู้ร ับโอนจะใช้บุร ิมสุทธิใดๆ ที่ตนมีอยู่เกี่ยวด้วยสิทธิเรียกร้อง ในกรณีบังคับยึดทรัพย์หรือล้ม
ละล ยนั้นก็ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

* 401

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

[S.O.170 par.1]

第 305 条
I. 債権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の譲渡しがに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の伴い、その債権を担保するために設定された抵当権あるいは質権も、譲受人に移転すい、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権を請求することができる。その際、ある行為の担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すするた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の設に持ち込まれた客の手荷物およびその他の財物について存在する。定した場合において、法律行為の性質によっても、またされた当然である。抵当権あるいは質によっても、また権も、譲受人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の移転する。す
る。その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の設に持ち込まれた客の手荷物およびその他の財物について存在する。定した場合において、法律行為の性質によっても、またされた当然である。保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す証することは妨げられない。［第契約の目的としたとき］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者より以後、その物を当該債権債務関係の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじる権利があもまた当然である。、同様とである。
II. なお、債権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の譲受人は、強制執行を請求することができる。その際、ある行為のあるいは破産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す障される先取り特権もまた、行使することされる先取り以後、その物を当該債権債務関係の特権もまた当然である。、行を請求することができる。その際、ある行為の使する。すること
ができる。
-
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第一章 総則

第四節 債権の目的の目的譲渡

มาตรา ๓๐๖
ก รโอนหนี้อันจะพึงต้องชำ ระแก่เจ้ หนี้คนหนึ่งโดยเฉพ ะเจ ะจงนั้น ถ้ ไม่ทำ เป็ นหนังสือ ท่ นว่
ไม่สมบูรณ์ อนึ่งก รโอนหนี้น้ น
ั ท่ นว่ จะยกขึ้นเป็ นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภ ยนอกได้ แต่เมื่อได้
บอกกล่ วก รโอนไปยังลูกหนี้ หรือลูกหนี้จะได้ยินยอมด้วยในก รโอนนั้น คำ บอกกล่ วหรือคว ม
ยินยอมเช่นว่ นี้ท่ นว่ ต้องทำ เป็ นหนังสือ

ถ้ ลูกหนี้ทำ ให้พอแก่ใจผู้โอนด้วยก รใช้เงิน หรือด้วยประก รอื่นเสียแต่ก่อนได้ร ับบอกกล่ ว หรือ
ก่อนได้ตกลงให้โอนไซร้ ลูกหนี้น้ น
ั ก็เป็ นอันหลุดพ้นจ กหนี้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 271

Gr. Code (1898)

467

Miscellaneous

S.O.165 [=S.O.165 par.1] [, 167]

第 306 条
I. 指名において行使することができる。債権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の譲渡しがは、証することは妨げられない。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよってこれを請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為のうの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のでなければ、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじない。なお、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の指名において行使することができる。債
権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の譲渡しがは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の事実に履行を提供しなけを請求することができる。その際、ある行為の通知しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。、また当然である。は債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のでなければ、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全ての
の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。抗することができない。［第この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のへの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通知しなければならない。また当然である。は債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但は、
書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債面によって行わなければならない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって行を請求することができる。その際、ある行為のわなければならない。
II. 債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが［第前に］債務の弁済期が項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者通知しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為の受け取り以後、その物を当該債権債務関係の、あるいは譲渡しがを請求することができる。その際、ある行為の承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但するに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先立って告知を要する場合において、履行の期日がそって、譲渡しが人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の金銭を請求することができる。その際、ある行為の払うことを要しない。い渡しが
し得ることもまた当然である。、また当然である。はその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すを請求することができる。その際、ある行為の提供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。て既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務を請求することができる。その際、ある行為の完済することができる。し得ることもまた当然である。ていた当然である。ときは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、［第譲受人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者
その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務を請求することができる。その際、ある行為の免除される。
-

มาตรา ๓๐๗
ถ้ พิพ ทอ้ งสิทธิในก รโอนต่ งร ย โอนร ยใดได้บอกกล่ วหรือตกลงกันก่อน โอนร ยนั้นมีสิทธิ
ดีกว่ โอนร ยอื่น ๆ
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 272

Gr. Code (1898)

408 [=408 par.1]

Miscellaneous

Tun.207

第 307 条
［第指名において行使することができる。債権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者譲渡しがが複数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、その回［第並行を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。て］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者なされた当然である。た当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、権利があに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関する争いがあるときは、早期にいがあるときは、早期において既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
［第第 306 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者通知しなければならない。あるいは承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但がなされた当然である。譲渡しがが、他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のそれに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の優先する。
-

มาตรา ๓๐๘
ถ้ ลูกหนี้ได้ให้คว มยินยอมดังกล่ วม ในม ตร ๓๐๖ โดยมิได้อิดเอื้ อน ท่ นว่ จะยกข้อต่อสู้ทม
ี่ ี
ต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้ร ับโอนนั้นห ได้ไม่ แต่ถ้ เพื่อจะระงับหนี้น้ น
ั ลูกหนี้ได้ใช้เงินให้แก่ผู้โอนไปไซร้ ลูก
หนี้จะเรียกคืนเงินนั้นก็ได้ หรือถ้ เพื่อก รเช่นกล่ วม นั้นลูกหนี้ร ับภ ระเป็ นหนี้อย่ งใดอย่ งหนึ่งขึ้น
ใหม่ตอ
่ ผู้โอน จะถือเสมือนหนึ่งว่ หนี้น้ น
ั มิได้ก่อขึ้นเลยก็ได้
ถ้ ลูกหนี้เป็ นแต่ได้ร ับคำ บอกกล่ วก รโอน ท่ นว่ ลูกหนี้มีขอ
้ ต่อสู้ผู้โอนก่อนเวล ที่ได้ร ับคำ บอก
กล่ วนั้นฉันใด ก็จะยกขึ้นเป็ นข้อต่อสู้แก่ผู้ร ับโอนได้ฉันนั้น ถ้ ลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจ กผู้โอน แต่
สิทธิน้ น
ั ยังไม่ถึงกำ หนดในเวล บอกกล่ วไซร้ ท่ นว่ จะเอ สิทธิเรียกร้องนั้นม หักกลบลบกันก็ได้
ห กว่ สิทธิน้ น
ั จะได้ถึงกำ หนดไม่ช้ กว่ เวล ถึงกำ หนดแห่งสิทธิเรียกร้องอันได้โอนไปนั้น
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第一章 総則

第四節 債権の目的の目的譲渡
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)
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Gr. Code (1898)

[404, 406, 407]

* 468

Miscellaneous

S.O.169 par.2 [??] [=S.O.169]

第 308 条
I. 債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが躊躇なく［＝異議を留めず］第なく［第＝異議が整わなったときは、関係する各を請求することができる。その際、ある行為の留めず］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者第 306 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。ときは、譲渡しが人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。抗することができた当然である。
事由によって不能となったときは、この限りでがあっても、これを請求することができる。その際、ある行為のもって譲受人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。抗することができない。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務を請求することができる。その際、ある行為の消しを裁判所に請滅さ
せるた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の譲渡しが人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の払うことを要しない。い渡しがし得ることもまた当然である。た当然である。金銭があるときはこれを請求することができる。その際、ある行為の取り以後、その物を当該債権債務関係の戻し、また同様の目的のために譲渡人にし得ることもまた当然である。、また当然である。同様との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の譲渡しが人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て新たに負担した債務があるときはこれを成立しないものと見なすことができる。た当然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担し得ることもまた当然である。た当然である。債務があるときはこれを請求することができる。その際、ある行為の成立って告知を要する場合において、履行の期日がそし得ることもまた当然である。ないもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと見なす。なすことができる。
II. 譲渡しが人が譲渡しがの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通知しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとどまるときは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通知しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為の受けるまでに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の譲渡しが人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めを
じた当然である。事由によって不能となったときは、この限りでを請求することができる。その際、ある行為のもって譲受人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。抗することができる。［第また当然である。、］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが債権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の譲渡しが人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て、譲渡しが
の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通知しなければならない。［第を請求することができる。その際、ある行為の受けた当然である。］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者時点より以後、その物を当該債権債務関係のでは未だ弁済することができる。期において既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の至って不能となっっていない債権を請求することができる。その際、ある行為の有する物し得ることもまた当然である。ている場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権が
譲渡しがされた当然である。債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先立って告知を要する場合において、履行の期日がそって弁済することができる。期において既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の至って不能となっる場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権を請求することができる。その際、ある行為の［第譲渡しがされた当然である。債権と］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者相
殺の場合もまた、同様とする。することができる。
-

มาตรา ๓๐๙
ก รโอนหนี้อันพึงต้องชำ ระต มเข สัง่ นั้น ท่ นว่ จะยกขึ้นเป็ นข้อต่อสู้ลูกหนี้ หรือบุคคลภ ยนอก
คนอื่นได้แต่เฉพ ะเมื่อก รโอนนั้นได้สลักหลังไว้ในตร ส ร และตัวตร ส รนั้นได้ส่งมอบให้แก่ผู้ร ับ
โอนไปด้วย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 469

Miscellaneous

第 309 条
指図を債権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の譲渡しがは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の証することは妨げられない。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の譲渡しがの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の裏書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。て譲受人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の交付しなければならない。し得ることもまた当然である。なければ、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
対する意思表示によってこれを行使する。抗することができない。
-

มาตรา ๓๑๐
ในมูลหนี้อันพึงต้องชำ ระต มเข สัง่ นั้น ลูกหนี้มีสิทธิที่จะสอบสวนถึงตัวผู้ทรงตร ส ร หรือ
สอบสวนคว มถูกต้องแท้จริงแห่งล ยมือชื่อหรือดวงตร ของผู้ทรงได้ แต่ก็ห มีคว มผูกพันทีจ
่ ะต้อง
ทำ ถึงเพียงนั้นไม่ แต่ถ้ ลูกหนี้ทำ ก รโดยทุจริตหรือประม ทเลินเล่ออย่ งร้ ยแรงไซร้ ก รชำ ระหนี้
นั้นก็ไม่เป็ นอันสมบูรณ์
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 470

Miscellaneous

第 310 条
指図を債権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第譲渡しがの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の証することは妨げられない。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の所に請求すること持ち込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の人物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて、ならび債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任についてに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
署名において行使することができる。および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について押えすることのできないも印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。但し、債務者に悪意またはの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。但し、債務者に悪意またはを請求することができる。その際、ある行為の調査する権利を有するが、その義務を負わない。但し、債務者に悪意またはする権利があを請求することができる。その際、ある行為の有する物するが、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の義務を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでわない。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の悪意また当然である。は
重ねて遅延利息を請求することは、これを禁ずる。大な損害が生じる虞のあることを債務者がな過失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とがあるときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第過った当然である。人物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者弁済することができる。は効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじない。
-

มาตรา ๓๑๑
บทบัญญัติแห่งม ตร ก่อนนี้ ท่ นให้ใช้บังคับตลอดถึงกรณีที่มีกำ หนดตัวเจ้ หนี้ระบุไว้ในตร ส ร
ซึ่งมีข้อคว มจดไว้ดว้ ยว่ ให้ชำ ระหนี้แก่ผู้ทรงตร ส ร
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第一章 総則

第四節 債権の目的の目的譲渡
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 471

Miscellaneous

第 311 条
第 310 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関する証することは妨げられない。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の指名において行使することができる。する記載がされているが、その証書の所持人にがされているが、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の証することは妨げられない。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の所に請求すること持ち込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為のすべき旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のが付しなければならない。記されている場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、これを請求することができる。その際、ある行為の準用する。
-

มาตรา ๓๑๒
ในมูลหนี้อันพึงต้องชำ ระต มเข สัง่ นั้น ลูกหนี้จะยกข้อต่อสู้ซึ่งมีต่อเจ้ หนี้เดิมขึ้นเป็ นข้อต่อสู้ผู้ร ับ
โอนโดยสุจริตนั้นห ได้ไม่ เว้นแต่ที่ปร กฏในตัวตร ส รนั้นเอง หรือทีม
่ ีข้ น
ึ เป็ นธรรมด สืบจ ก
ลักษณะแห่งตร ส รนั้น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 472

Miscellaneous

第 312 条
指図を債権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第譲渡しがの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、譲渡しが前に］債務の弁済期がの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。抗することができた当然である。事由によって不能となったときは、この限りでを請求することができる。その際、ある行為の
もって善意の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の譲受人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。抗することができない。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の証することは妨げられない。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第体のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の記載がされているが、その証書の所持人にされた当然である。［第事項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者、ならび債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について
に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の証することは妨げられない。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の性質によっても、またから当然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の帰結する［第事項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついては、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
-

มาตรา ๓๑๓
บทบัญญัติแห่งม ตร ก่อนนี้ ท่ นให้ใช้บังคับตลอดถึงหนี้อน
ั พึงต้องชำ ระแก่ผู้ถือนั้นด้วย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 473

Miscellaneous

第 313 条
第 312 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、これを請求することができる。その際、ある行為の無くとも遅滞の責めを負う。履行に先立って告知を要する場合において、履行の期日がそ記名において行使することができる。債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の準用する。
-
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第一章 総則

第五節 債権の目的債務関係の消滅の目的消滅

หมวด ๕
第五節

ส่วนที่ ๑
第一款
-

第一款 弁済（債務履行）

ความระงับหนี้
債権債務関係の目的消滅

การชำาระหนี้
弁済（債務履行）

มาตรา ๓๑๔
อันก รชำ ระหนี้น้ น
ั ท่ นว่ บุคคลภ ยนอกจะเป็ นผู้ชำ ระก็ได้ เว้นแต่สภ พแห่งหนี้จะไม่เปิ ดช่องให้
บุคคลภ ยนอกชำ ระ หรือจะขัดกับเจตน อันคู่กรณีได้แสดงไว้
บุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียด้วยในก รชำ ระหนี้น้ น
ั จะเข้ ชำ ระหนี้โดยขืนใจลูกหนี้ห ได้ไม่
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

289

Gr. Code (1898)

* 474

Miscellaneous

267

第 314 条
I. 債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。は、第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のもこれを請求することができる。その際、ある行為のすることができる。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の性質によっても、またがそれを請求することができる。その際、ある行為の許されないが、債務者側から履行することは許されるものと推定ささないとき、また当然である。は
それが当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。し得ることもまた当然である。た当然である。意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の反するときは、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
II. 債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけらの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ害関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またも有する物し得ることもまた当然である。ない［第第三］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の反し得ることもまた当然である。て弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為のすること
ができない。
-

มาตรา ๓๑๕
อันก รชำ ระหนี้น้ น
ั ต้องทำ ให้แก่ตัวเจ้ หนี้หรือแก่บุคคลผู้มอ
ี ำ น จรับชำ ระหนี้แทนเจ้ หนี้ ก ร
ชำ ระหนี้ทำ ให้แก่บุคคลผู้ไม่มอ
ี ำ น จรับชำ ระหนี้น้ น
ั ถ้ เจ้ หนี้ให้สัตย บันก็นับว่ สมบูรณ์
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

291, [292 par.1 No1]

Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

[362]

Miscellaneous

* Fr.1239

第 315 条
債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。は、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第身に専属する事に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て、また当然である。は債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の受領を拒んだときは、する権限りではない。を請求することができる。その際、ある行為の与えてはならない。え債務られて者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。
て、これを請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為のわなければならない。受領を拒んだときは、する権限りではない。を請求することができる。その際、ある行為の有する物し得ることもまた当然である。ない者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。てなされた当然である。弁済することができる。は、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがこ
れを請求することができる。その際、ある行為の承認められるときは、その当事者に支払うべき損害賠償の範囲は、事情全体の総合判断、なかんずし得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじる。
-

มาตรา ๓๑๖
ถ้ ก รชำ ระหนี้น้ น
ั ได้ทำ ให้แก่ผู้ครองต มปร กฏแห่งสิทธิในมูลหนี้ ท่ นว่ ก รชำ ระหนี้น้ น
ั จะ
สมบูรณ์ก็แต่เมื่อบุคคลผู้ชำ ระหนี้ได้กระทำ ก รโดยสุจริต
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

293

Gr. Code (1898)

* 478

Miscellaneous

第 316 条
債権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の準占有する物者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。てし得ることもまた当然である。た当然である。弁済することができる。は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが［第弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の当時］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者善意であった当然である。ときに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、
その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の有する物する。
-
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第一章 総則

第五節 債権の目的債務関係の消滅の目的消滅

第一款 弁済（債務履行）

มาตรา ๓๑๗
นอกจ กกรณีที่กล่ วไว้ในม ตร ก่อน ก รชำ ระหนี้แก่บุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะได้ร ับนั้น ท่ นว่ ย่อม
สมบูรณ์เพียงเท่ ที่ตวั เจ้ หนี้ได้ล ภงอกขึ้นแต่ก รนั้น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

291 [??], 292 [=292 par.1 No.2, par.2]

Gr. Code (1898)

* 479

Miscellaneous

[362 par.2]

第 317 条
第 316 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の除き、弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の受領を拒んだときは、する権限りではない。を請求することができる。その際、ある行為の有する物し得ることもまた当然である。ない者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。てし得ることもまた当然である。た当然である。弁済することができる。は、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがこれに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよっ
て利があ益を与えてはならない。を請求することができる。その際、ある行為の受けた当然である。限りではない。度に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみ、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の有する物する。
-

มาตรา ๓๑๘
บุคคลผู้ถือใบเสร็จเป็ นสำ คัญ ท่ นนับว่ เป็ นผ้ม
ู ีสิทธิจะได้ร ับชำ ระหนี้ แต่คว มที่กล่ วนี้ท่ นมิให้
ใช้ ถ้ บุคคลผู้ชำ ระหนี้รู้ว่ สิทธิเช่นนั้นห มีไม่ หรือไม่รู้เท่ ถึงสิทธิน้ น
ั เพร ะคว มประม ทเลินเล่อของ
ตน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)
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Gr. Code (1898)

* 480
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第 318 条
受取証することは妨げられない。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の持ち込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果参人は、弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の受領を拒んだときは、する権限りではない。があるもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと見なす。なす。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが持ち込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果参人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
権限りではない。がないことを請求することができる。その際、ある行為の知しなければならない。っていた当然である。とき、また当然である。は過失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって知しなければならない。らなかった当然である。ときは、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のでない。
-

มาตรา ๓๑๙
ถ้ ศ ลสัง่ ให้ลูกหนี้คนที่ส มงดเว้นทำ ก รชำ ระหนี้แล้ว ยังขืนชำ ระหนี้ให้แก่เจ้ หนี้ของตนเองไซร้
ท่ นว่ เจ้ หนี้ผู้ที่ร้องขอให้ยึดทรัพย์จะเรียกให้ลูกหนี้คนที่ส มนั้นทำ ก รชำ ระหนี้อีกให้คุ้มกับคว ม
เสียห ยอันตนได้ร ับก็ได้
อนึ่ง ข้อคว มซึ่งกล่ วม ในวรรคข้ งต้นนี้ห เป็ นข้อขัดขว งในก รที่ลูกหนี้คนที่ส มจะใช้สิทธิไล่
เบี้ยเอ แก่เจ้ หนี้ของตนเองนั้นไม่
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)
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Gr. Code (1898)
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第 319 条
I. 裁判所に請求することより以後、その物を当該債権債務関係の［第債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者支払うことを要しない。いの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の差し押えすることのできないも止し、あるいは軽減しようとしなかったことに限定される場合であってもまた、めを請求することができる。その際、ある行為の受けた当然である。第三債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが、自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第己の名において行使することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第＝債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。ときは、差し押えすることのできないも押えすることのできないもえ債務債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、更に弁済をして自らが受けた損害を補填すべき旨を第三債務者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。て自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第らが受けた当然である。損害を請求することができる。その際、ある行為の補填の義務を引き受けなければならない。但し、債権者が［既に他の］連帯債務者の一人すべき旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のを請求することができる。その際、ある行為の第三債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる。
II. 本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、第三債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のから自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第己の名において行使することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第＝債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する求することができる。その際、ある行為の償の請求を妨げない。権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。を請求することができる。その際、ある行為の妨げない。げない。
-

มาตรา ๓๒๐
อันจะบังคับให้เจ้ หนี้ร ับชำ ระหนี้แต่เพียงบ งส่วนหรือให้ร ับชำ ระหนี้เป็ นอย่ งอื่นผิดไปจ กทีจ
่ ะ
ต้องชำ ระแก่เจ้ หนี้น้ น
ั ท่ นว่ ห อ จจะบังคับได้ไม่

― 47 ―

第一章 総則

第五節 債権の目的債務関係の消滅の目的消滅

第一款 弁済（債務履行）

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

* [296], 299

Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

[363]

Miscellaneous

Fr.1243 [, 1244 par.1]

第 320 条
債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て、一つのみを選択して履行するべきときは、その部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっ分を行うことを裁判所に請求することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。、また当然である。はその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全ての、負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担し得ることもまた当然である。た当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと異なる種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為の［第債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁
済することができる。とし得ることもまた当然である。て］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者受領を拒んだときは、するよう強制することはできない。
-

มาตรา ๓๒๑
ถ้ เจ้ หนี้ยอมรับก รชำ ระหนี้อย่ งอื่นแทนก รชำ ระหนี้ได้ตกลงกันไว้ ท่ นว่ หนี้น้ น
ั ก็เป็ นอันระงับ
สิ้นไป
ถ้ เพื่อที่จะทำ ให้พอแก่ใจเจ้ หนี้น้ น
ั ลูกหนี้ร ับภ ระเป็ นหนี้อย่ งใดอย่ งหนึ่งขึ้นใหม่ตอ
่ เจ้ หนี้ไซร้
เมื่อกรณีเป็ นที่สงสัย ท่ นมิให้สันนิษฐ นว่ ลูกหนี้ได้ก่อหนี้น้ น
ั ขึ้นแทนก รชำ ระหนี้
ถ้ ชำ ระหนี้ด้วยออก- ด้วยโอน- หรือด้วยสลักหลังตัว๋ เงิน หรือประทวนสินค้ ท่ นว่ หนี้น้ น
ั จะ
ระงับสิ้นไปต่อเมื่อตัว๋ เงินหรือประทวนสินค้ นั้นได้ใช้เงินแล้ว
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

[297, 298]

Gr. Code (1898)

[482]

Miscellaneous

* [364]

第 321 条
I. 債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担し得ることもまた当然である。た当然である。給付しなければならない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。え債務て他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為の［第債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。とし得ることもまた当然である。て］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者することに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但し得ることもまた当然である。て
その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為の受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務は消しを裁判所に請滅する。
II. 債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の目的とし得ることもまた当然である。て、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て新たに負担した債務があるときはこれを成立しないものと見なすことができる。た当然である。な義務を請求することができる。その際、ある行為の引き渡しがき受けた当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいても、なお疑
念の余地があるときは、各債務者は平等の割合についてのみ債務をの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の余の給付のみに限定して存在する。但し、地に行われる為替相場に従う。が残る限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担し得ることもまた当然である。た当然である。給付しなければならない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。え債務て新たに負担した債務があるときはこれを成立しないものと見なすことができる。た当然である。な義務を請求することができる。その際、ある行為の引き渡しがき受けた当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとは推定した場合において、法律行為の性質によっても、またし得ることもまた当然である。ない。
III. 有する物価証することは妨げられない。券［第＝手形および小切手］あるいは倉庫証券の振出し、譲渡、あるいは裏書によって給付がなおよび債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について小切手］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者あるいは倉庫証することは妨げられない。券の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の振出したときは、その物の所有者に費用の償還をさせることがし得ることもまた当然である。、譲渡しが、あるいは裏書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって給付しなければならない。がな
された当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、実に履行を提供しなけ際に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の証することは妨げられない。券の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。いがなされて初めからこれのみが［当該債権債務関係の］目的物であっめて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務は消しを裁判所に請滅する。
-

มาตรา ๓๒๒
ถ้ เอ ทรัพย์ก็ดี สิทธิเรียกร้องจ กบุคคลภ ยนอกก็ดี หรือสิทธิอย่ งอื่นก็ดี ให้แทนก รชำ ระหนี้
ท่ นว่ ลูกหนี้จะต้องรับผิดเพื่อชำ รุดบกพร่องและเพื่อก รรอนสิทธิทำ นองเดียวกับผู้ข ย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

297 [??]

Gr. Code (1898)

* 365

Miscellaneous

第 322 条
負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担し得ることもまた当然である。た当然である。給付しなければならない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。え債務て、［第何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけらかの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、また、第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のから得ることもまた当然である。た当然である。［第＝に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者請求することができる。その際、ある行為の権、あるいはその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
権利があが提供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、された当然である。ときは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、［第その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またあるいは権利があの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者瑕疵、並び債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任についてに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の権利があ侵害に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のつき、売り以後、その物を当該債権債務関係の
主と同様との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう。
-

มาตรา ๓๒๓
ถ้ วัตถุแห่งหนี้เป็ นอันให้ส่งมอบทรัพย์เฉพ ะสิ่ง ท่ นว่ บุคคลผู้ชำ ระหนี้จะต้องส่งมอบทรัพย์ต ม
สภ พที่เป็ นอยู่ในเวล ที่จะพึงส่งมอบ
ลูกหนี้จำ ต้องรักษ ทรัพย์น้ น
ั ไว้ดว้ ยคว มระมัดระวังเช่นอย่ งวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของ
ตนเอง จนกว่ จะได้ส่งมอบทรัพย์น้ น
ั
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第一章 総則

第五節 債権の目的債務関係の消滅の目的消滅

第一款 弁済（債務履行）

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 483, 400

Miscellaneous

Fr.1245

第 323 条
I. 債権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的が特定した場合において、法律行為の性質によっても、また物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の引き渡しが渡しがし得ることもまた当然である。であるときは、弁済することができる。する者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の引き渡しが渡しがし得ることもまた当然である。を請求することができる。その際、ある行為のすべき時の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の現状でその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の
引き渡しがき渡しがさなければならない。
II. 債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の引き渡しが渡しがし得ることもまた当然である。を請求することができる。その際、ある行為のするまで、良識ある個人が自らの財産を管理するのと同様の注意ある個人が自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第らの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の財産から債務の弁済を受ける権利を有する。を請求することができる。その際、ある行為の管理するの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと同様との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の注意
を請求することができる。その際、ある行為のもって、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す存し得ることもまた当然である。なければならない。
-

มาตรา ๓๒๔
เมื่อมิได้มีแสดงเจตน ไว้โดยเฉพ ะเจ ะจงว่ จะพึงชำ ระหนี้ ณ สถ นที่ใดไซร้ ห กจะต้องส่งมอบ
ทรัพย์เฉพ ะสิ่ง ท่ นว่ ต้องส่งมอบกัน ณ สถ นที่ซึ่งทรัพย์น้ น
ั ได้อยู่ในเวล เมื่อก่อให้เกิดหนี้น้ น
ั
ส่วนก รชำ ระหนี้โดยประก รอื่น ท่ นว่ ต้องชำ ระหนี้ ณ สถ นที่ซึ่งเป็ นภูมิลำ เน ปั จจุบน
ั ของเจ้ หนี้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

313 [=313 par.2]

Gr. Code (1898)

[269, 270 par.1]

* 484

Miscellaneous

S.O.74 [; Fr.1247]

第 324 条
弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為のすべき場所に請求することに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて別段の合意がある場合にはその限りではない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。がないときは、特定した場合において、法律行為の性質によっても、また物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の引き渡しが渡しがし得ることもまた当然である。は債権発生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の時に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが
存在する。但し、し得ることもまた当然である。た当然である。場所に請求することに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。は債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の現在する。但し、の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の住所に請求することに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、それぞれし得ることもまた当然である。なければならな
い。
-

มาตรา ๓๒๕
เมื่อมิได้มีแสดงเจตน ไว้ในข้อค่ ใช้จ่ ยในก รชำ ระหนี้ ท่ นว่ ฝ่ ยลูกหนี้พึงเป็ นผ้อ
ู อกค่ ใช้จ่ ย
แต่ถ้ ค่ ใช้จ่ ยนั้นมีจำ นวนเพิ่มขึ้นเพร ะเจ้ หนี้ย้ ยภูมิลำ เน ก็ดี หรือเพร ะก รอื่นใดอันเจ้ หนี้ได้
กระทำ ก็ดี ค่ ใช้จ่ ยเพิ่มขึ้นเท่ ใดเจ้ หนี้ต้องเป็ นผู้ออก
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

311

Gr. Code (1898)

* 485

Miscellaneous

[270 par.2, 448]

第 325 条
弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて別段の合意がある場合にはその限りではない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。がないときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用は、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担とする。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
が住所に請求することの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の移転する。その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用を請求することができる。その際、ある行為の増加している場合には、第三債務者の債務残額に関させた当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の増加している場合には、第三債務者の債務残額に関額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。は、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担と
する。
-

มาตรา ๓๒๖
บุคคลผู้ชำ ระหนี้ชอบที่จะได้ร ับใบเสร็จเป็ นสำ คัญจ กผู้ร ับชำ ระหนี้น้ น
ั และถ้ หนี้น้ น
ั ได้ชำ ระหนี้ส้ น
ิ
เชิงแล้ว ผู้ชำ ระหนี้ชอบที่จะได้ร ับเวนคืนเอกส รอันเป็ นหลักฐ นแห่งหนี้ หรือให้ขีดฆ่ เอกส รนั้น
เสีย ถ้ และเอกส รนั้นสูญห ย บุคคลผู้ชำ ระหนี้ชอบที่จะให้จดแจ้งคว มข้อระงับหนี้ลงไว้ในใบเสร็จ
หรือในเอกส รอีกฉบับหนึ่งต่ งห กก็ได้
ถ้ หนี้น้ น
ั ได้ชำ ระแต่บ งส่วนก็ดี หรือถ้ เอกส รนั้นยังให้สิทธิอย่ งอื่นใดแก่เจ้ หนี้อยู่ก็ดี ท่ นว่
ลูกหนี้ชอบแต่ที่จะได้ร ับใบเสร็จไว้เป็ นคู่มอ
ื และให้จดแจ้งก รชำ ระหนี้น้ น
ั ลงไว้ในเอกส ร
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第一章 総則

第五節 債権の目的債務関係の消滅の目的消滅

第一款 弁済（債務履行）

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

[304 - 307]

Gr. Code (1898)

[368, 371]

Jp. Code (1896,98)

[486, 487]

Miscellaneous

* [S.O.88]

第 326 条
I. 弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て受取証することは妨げられない。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の交付しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる。全て整い、債権者の受部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の
し得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債権証することは妨げられない。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替あるいは失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様と効を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる。また当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の証することは妨げられない。
書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債が紛失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とし得ることもまた当然である。た当然である。［第た当然である。め、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替あるいは失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様と効が不可能のもの、または後に至って不能となっな］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者ときは、弁済することができる。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の消しを裁判所に請滅し得ることもまた当然である。た当然である。ことを請求することができる。その際、ある行為の
弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の受取証することは妨げられない。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の付しなければならない。記し得ることもまた当然である。、あるいは別途の書面をもって証することを請求することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債面によって行わなければならない。を請求することができる。その際、ある行為のもって証することは妨げられない。することを請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる。
II. 弁済することができる。がなお部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっ分を行うことを裁判所に請求することができる。的な場合において、法律行為の性質によっても、また、あるいは債権証することは妨げられない。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債中に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の受領を拒んだときは、する権利があ以て債務の履行とし得ることもまた当然である。外に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
権利があの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の存することが証することは妨げられない。されている場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、弁済することができる。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、受取証することは妨げられない。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の交付しなければならない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全ての、受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。た当然である。弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のつき債
権証することは妨げられない。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債中に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の付しなければならない。記することの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみを請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる。
-

มาตรา ๓๒๗
ในกรณีชำ ระดอกเบี้ย หรือชำ ระหนี้อย่ งอื่นอันมีกำ หนดชำ ระหนี้เป็ นระยะเวล นั้น ถ้ เจ้ หนี้ออก
ใบเสร็จให้เพื่อระยะหนึ่งแล้วโดยมิได้อิดเอื้ อน ท่ นให้สันนิษฐ นไว้ก่อนว่ เจ้ หนี้ได้ร ับชำ ระหนี้เพื่อ
ระยะก่อนๆ นั้นด้วยแล้ว

ถ้ เจ้ หนี้ออกใบเสร็จให้เพื่อก รชำ ระต้นเงิน ท่ นให้สันนิษฐ นไว้ก่อนว่ เจ้ หนี้ได้ร ับดอกเบี้ยแล้ว

ถ้ เอกส รอันเป็ นหลักฐ นแห่งหนี้ได้เวนคืนแล้วไซร้ ท่ นให้สันนิษฐ นไว้ก่อนว่ หนี้น้ น
ั เป็ นอัน
ระงับสิ้นไปแล้ว
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

308, 309, 310

Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)
Miscellaneous

* S.O.89

第 327 条
I. 債権が利があ息の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。いあるいはその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の定した場合において、法律行為の性質によっても、また期において既的な給付しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為の目的とする場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがある時期において既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
つき躊躇なく［＝異議を留めず］第なく［第＝異義を請求することができる。その際、ある行為の留めず］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者受取証することは妨げられない。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債を請求することができる。その際、ある行為の交付しなければならない。し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の時期において既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先立って告知を要する場合において、履行の期日がそって満期において既と
なった当然である。給付しなければならない。もまた当然である。［第全て整い、債権者の受て］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。ているもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと推定した場合において、法律行為の性質によっても、またする。
II. 元本の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のつき受取証することは妨げられない。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債が交付しなければならない。された当然である。ときは、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは利があ息もまた当然である。受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。た当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと推定した場合において、法律行為の性質によっても、またする。
III. 債権証することは妨げられない。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債が［第債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者返還され、あるいは代替された当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権債務関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、または既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の消しを裁判所に請滅し得ることもまた当然である。た当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと推定した場合において、法律行為の性質によっても、またする。
-

มาตรา ๓๒๘
ถ้ ลูกหนี้ต้องผูกพันต่อเจ้ หนี้ในอันจะกระทำ ก รเพื่อชำ ระหนี้เป็ นก รอย่ งเดียวกันโดยมูลหนี้
หล ยร ย และถ้ ก รที่ลูกหนี้ชำ ระหนี้น้ น
ั ไม่เพียงพอจะเปลื้ องหนี้สินได้หมดทุกร ยไซร้ เมื่อทำ ก ร
ชำ ระหนี้ ลูกหนี้ระบุว่ ชำ ระหนี้สินร ยใด ก็ให้หนี้สินร ยนั้นเป็ นอันได้เปลื้ องไป

ถ้ ลูกหนี้ไม่ระบุ ท่ นว่ หนี้สินร ยไหนถึงกำ หนด ก็ให้ร ยนั้นเป็ นอันได้เปลื้ องไปก่อน ในระหว่ ง
หนี้สินหล ยร ยที่ถึงกำ หนดนั้น ร ยใดเจ้ หนี้มีประกันน้อยที่สุด ก็ให้ร ยนั้นเป็ นอันได้เปลื้ องไปก่อน
ในระหว่ งหนี้สินหล ยร ยทีม
่ ีประกันเท่ ๆ กัน ให้ร ยที่ตกหนักที่สุดแก่ลูกหนี้เป็ นอันได้เปลื้ องไป
ก่อน ในระหว่ งหนี้สินหล ยร ยที่ตกหนักแก่ลูกหนี้เท่ ๆ กัน ให้หนี้สินร ยเก่ ที่สุดเป็ นอันได้เปลื้ อง
ไปก่อน และถ้ มีหนี้สินหล ยร ยเก่ เท่ ๆ กัน ก็ให้หนี้ทุกร ยเป็ นอันได้เปลื้ องไปต มส่วนม กและ
น้อย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

317 - 320, [321]

Gr. Code (1898)

488, 489

Miscellaneous

― 50 ―

* 366

第一章 総則

第五節 債権の目的債務関係の消滅の目的消滅

第一款 弁済（債務履行）

第 328 条
I. 債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが［第同一つのみを選択して履行するべきときは、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て複数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権債務関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづき、同種の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為の［第複数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、その］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者行を請求することができる。その際、ある行為のう義務を請求することができる。その際、ある行為の
負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のなし得ることもまた当然である。た当然である。給付しなければならない。がそれら全て整い、債権者の受ての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。するに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のり以後、その物を当該債権債務関係のないときは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが
給付しなければならない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の際し得ることもまた当然である。て充当すべき債務を請求することができる。その際、ある行為の指定した場合において、法律行為の性質によっても、またし得ることもまた当然である。ていれば、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の指定した場合において、法律行為の性質によっても、またされた当然である。債務が弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の消しを裁判所に請滅し得ることもまた当然である。た当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとす
る。
II. 債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが［第本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。ていないときは、既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。期において既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のある債務があれば、それを請求することができる。その際、ある行為の他の全てのに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先
立って告知を要する場合において、履行の期日がそって充当すべき債務とする。弁済することができる。期において既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のある債務が複数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、そのある場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のうち担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の最も乏しいもし得ることもまた当然である。いも
の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の他の全てのに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先立って告知を要する場合において、履行の期日がそって充当すべき債務とする。担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の程度を請求することができる。その際、ある行為の同じくする債務が複数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、そのある場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のう
ち債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとって負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の最も重ねて遅延利息を請求することは、これを禁ずる。いもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の他の全てのに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先立って告知を要する場合において、履行の期日がそって充当すべき債務とする。債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担が
同程度である債務が複数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、そのある場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のうち最も古いものを他に先立って充当すべき債務とすいもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の他の全てのに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先立って告知を要する場合において、履行の期日がそって充当すべき債務とす
る。同じように基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の古いものを他に先立って充当すべき債務とすい債務が複数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、そのある場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の割合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者って各債務に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の充当する。
-

มาตรา ๓๒๙
ถ้ นอกจ กก รชำ ระหนี้อันเป็ นประธ น ลูกหนี้ยังจะต้องชำ ระดอกเบี้ยและเสียค่ ฤช ธรรมเนียม
อีกด้วยไซร้ ห กก รชำ ระหนี้ในครั้งหนึ่งๆ ไม่ได้ร ค เพียงพอจะเปลื้ องหนี้สินได้ท้ งั หมด ท่ นให้เอ
จัดใช้เป็ นค่ ฤช ธรรมเนียมเสียก่อนแล้วจึงใช้ดอกเบี้ย และในที่สุดให้ใช้ในก รชำ ระหนี้อันเป็ น
ประธ น
ถ้ ลูกหนี้ระบุให้จัดใช้เป็ นประก รอื่น ท่ นว่ เจ้ หนี้จะบอกปั ดไม่ยอมรับชำ ระหนี้ก็ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

322

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

491

Miscellaneous

* 367

第 329 条
I. 債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが元本の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ息および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について費用を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。うべき場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、一つのみを選択して履行するべきときは、その回の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。がその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の全て整い、債権者の受てを請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。するに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のり以後、その物を当該債権債務関係のないときは、まず費用に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、次に掲げる者は、法の規定により当然に［債権者に］代位する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ息に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、そし得ることもまた当然である。て最後に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の元本に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の充当し得ることもまた当然である。なければならない。
II. 債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがそれと異なる充当方に対する意思表示によってこれを行使する。法を請求することができる。その際、ある行為の指定した場合において、法律行為の性質によっても、またし得ることもまた当然である。た当然である。ときは、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の受領を拒んだときは、を請求することができる。その際、ある行為の拒んだときは、否した上で、債務不履行による損害賠償を求めることができる。することができ
る。
-

มาตรา ๓๓๐
เมื่อขอปฏิบัติก รชำ ระหนี้โดยชอบแล้ว บรรด คว มรับผิดชอบ อันเกิดแต่ก รไม่ชำ ระหนี้ก็เป็ น
อันปลดเปลื้ องไป นับแต่เวล ที่ขอปฏิบัติก รชำ ระหนี้น้ น
ั
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 492 [, 493]

[294, 295, 300]

Miscellaneous

第 330 条
債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の本旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者って提供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の提供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の時から債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不履行を請求することができる。その際、ある行為の
に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをずべき一つのみを選択して履行するべきときは、その切の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の免れる。
-

มาตรา ๓๓๑
ถ้ เจ้ หนี้บอกปั ดไม่ยอมรับชำ ระหนี้ก็ดี หรือไม่ส ม รถจะรับชำ ระหนี้ได้ ห กบุคคลผู้ชำ ระหนี้ว ง
ทรัพย์อน
ั เป็ นวัตถุแห่งหนี้ไว้เพื่อประโยชน์แก่เจ้ หนี้แล้ว ก็ย่อมจะเป็ นอันหลุดพ้นจ กหนี้ได้ คว ม
ข้อนี้ท่ นให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่บุคคลผู้ชำ ระหนี้ไม่ส ม รถจะหยัง่ รู้ถึงสิทธิ หรือไม่รู้ตัวเจ้ หนี้ได้
แน่นอนโดยมิใช่เป็ นคว มผิดของตน
― 51 ―

第一章 総則

第五節 債権の目的債務関係の消滅の目的消滅

第一款 弁済（債務履行）

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

361

Gr. Code (1898)

372

* 494

Miscellaneous

[S.O.92, 96]

第 331 条
債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の受領を拒んだときは、を請求することができる。その際、ある行為の拒んだときは、む旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のを請求することができる。その際、ある行為の言明したときは、その限りではない。［この場合において］当該し得ることもまた当然である。、また当然である。はこれを請求することができる。その際、ある行為の受領を拒んだときは、することができないときは、弁済することができる。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債
権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ益を与えてはならない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託することに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の、当然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務を請求することができる。その際、ある行為の免れることができる。弁
済することができる。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが権利があ［第＝充当すべき債務］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者を請求することができる。その際、ある行為の明したときは、その限りではない。［この場合において］当該確に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の判別できないとき、あるいは債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の人物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の同定した場合において、法律行為の性質によっても、またできない
ときもまた当然である。、弁済することができる。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでめに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の帰すべき事由によって不能となったときは、この限りでがない限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、これと同様ととする。
-

มาตรา ๓๓๒
ถ้ ลูกหนี้จำ ต้องชำ ระหนี้ต่อเมื่อเจ้ หนี้จะต้องชำ ระหนี้ตอบแทนด้วยไซร้ ท่ นว่ ลูกหนี้จะกำ หนดว่
ต่อเมื่อเจ้ หนี้ชำ ระหนี้ตอบแทนจึงให้มีสิทธิร ับเอ ทรัพย์ที่ว งไว้น้ น
ั ก็ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

[498]

* 373

Miscellaneous

第 332 条
債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のからの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の反対する意思表示によってこれを行使する。給付しなければならない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。ての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみ弁済することができる。すべき場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の受け
取る権利があに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。、反対する意思表示によってこれを行使する。給付しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。なければその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の権利があを請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。することができない旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為のすることがで
きる。
-

มาตรา ๓๓๓
ก รว งทรัพย์น้ น
ั ต้องว ง ณ สำ นักง นว งทรัพย์ประจำ ตำ บลที่จะต้องชำ ระหนี้

ถ้ ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหม ย หรือกฎข้อบังคับเฉพ ะก รในเรื่องสำ นักง นว งทรัพย์ เมื่อ
บุคคลผู้ชำ ระหนี้ร้องขอ ศ ลจะต้องกำ หนดสำ นักง นว งทรัพย์ และตั้งแต่งผู้พิทักษ์ทรัพย์ที่ว งนั้น
ขึ้น
ผู้ว งต้องบอกกล่ วให้เจ้ หนี้ทร บก รที่ได้ว งทรัพย์น้ น
ั โดยพลัน

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

362, 363

Gr. Code (1898)

* 495

Miscellaneous

374

第 333 条
I. ［第弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託は、債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為の地に行われる為替相場に従う。が位に代位する者は当然に、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないときする行を請求することができる。その際、ある行為の政区の供託所でこれをしなければならない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託所に請求することでこれを請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。なければならない。
II. 供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託所に請求することに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて法令によって差し押えすることのできないもに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の特別の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の定した場合において、法律行為の性質によっても、まためがない場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、裁判所に請求することは、弁済することができる。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の、供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託所に請求することの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の指定した場合において、法律行為の性質によっても、またな
らび債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任についてに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す管者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の選任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。なければならない。
III. 供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、遅滞の責を負う。なく、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通知しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。なければならない。
-

มาตรา ๓๓๔
ลูกหนี้มีสิทธิจะถอนทรัพย์ที่ว งนั้นได้ ถ้ ลูกหนี้ถอนทรัพย์น้ น
ั ท่ นให้ถือเสมือนว่ มิได้ว งทรัพย์
ไว้เลย
สิทธิถอนทรัพย์น้ เี ป็ นอันข ดในกรณีต่อไปนี้

(๑)

ถ้ ลูกหนี้แสดงต่อสำ นักง นว งทรัพย์ว่ ตนยอมสละสิทธิจะถอน

(๒)

ถ้ เจ้ หนี้แสดงต่อสำ นักง นว งทรัพย์ว่ จะรับเอ ทรัพย์น้ น
ั
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第一章 総則

(๓)

第五節 債権の目的債務関係の消滅の目的消滅

第一款 弁済（債務履行）

ถ้ ก รว งทรัพย์น้ น
ั ได้เป็ นไปโดยคำ สัง่ หรืออนุมัติของศ ล และได้บอกกล่ วคว มนั้นแก่สำ นักง นว งทรัพย์
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Jp. Code (1896,98)

365, 366

Gr. Code (1898)

[496 par.1]

Miscellaneous

* 376, 379 [=379 par.3]

第 334 条
I. 債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の取り以後、その物を当該債権債務関係の戻し、また同様の目的のために譲渡人にすことができる。この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては、供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託はなかった当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと見なす。なす。
II. 次に掲げる者は、法の規定により当然に［債権者に］代位する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の掲げる者は、法の規定により当然に［債権者に］代位する。げる場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の取り以後、その物を当該債権債務関係の戻し、また同様の目的のために譲渡人にすことはできないもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとする。
(1) 債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託所に請求することに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て、供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の取り以後、その物を当該債権債務関係の戻し、また同様の目的のために譲渡人にす権利があを請求することができる。その際、ある行為の放棄する旨を表明した場合。する旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のを請求することができる。その際、ある行為の表明したときは、その限りではない。［この場合において］当該し得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、また。
(2) 債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託所に請求することに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て、供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の受け取る［第＝供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託を請求することができる。その際、ある行為の受諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但する］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のを請求することができる。その際、ある行為の表明したときは、その限りではない。［この場合において］当該し得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、また。
(3) 裁判所に請求することの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の命令によって差し押えすることのできないもあるいは承認められるときは、その当事者に支払うべき損害賠償の範囲は、事情全体の総合判断、なかんずの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の下に抵に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託がなされ、且つ、将来のために適当な処分を行うことを裁判所に請求することができる。つその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のことが供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託所に請求することに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通知しなければならない。された当然である。場合において、法律行為の性質によっても、また。
-

มาตรา ๓๓๕
สิทธิถอนทรัพย์น้ น
ั ต มกฎหม ย ศ ลจะสัง่ ยึดห ได้ไม่

เมื่อได้ฟ้องคดีล้มละล ยเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้แล้ว ท่ นห้ มมิให้ใช้สิทธิถอนทรัพย์ใน
ระหว่ งพิจ รณ คดีล้มละล ย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

* 377

第 335 条
I. 裁判所に請求することがこの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者取り以後、その物を当該債権債務関係の戻し、また同様の目的のために譲渡人にし得ることもまた当然である。権を請求することができる。その際、ある行為の差し押えすることのできないもし得ることもまた当然である。押えすることのできないもさえ債務ることは、法律に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって禁ずる。止し、あるいは軽減しようとしなかったことに限定される場合であってもまた、される。
II. 債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の財産から債務の弁済を受ける権利を有する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて破産から債務の弁済を受ける権利を有する。手続するよう、裁判所に請求することができる。きが開始まった場合には、これを適用しない。された当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の審理の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既間中、［第供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者取り以後、その物を当該債権債務関係の戻し、また同様の目的のために譲渡人にし得ることもまた当然である。権
を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。することができない。
-

มาตรา ๓๓๖
ถ้ ทรัพย์อันเป็ นวัตถุแห่งก รชำ ระหนี้ไม่ควรแก่ก รจะว งไว้ก็ดี หรือเป็ นที่พึงวิตกว่ ทรัพย์น้ น
ั
เกลือกจะเสื่อมเสียหรือทำ ล ย หรือบุบสล ยได้ก็ดี เมื่อได้ร ับอนุญ ตจ กศ ล บุคคลผู้ชำ ระหนี้จะเอ
ทรัพย์น้ น
ั ออกข ยทอดตล ด แล้วเอ เงินที่ได้แต่ก รข ยว งแทนทรัพย์น้ น
ั ก็ได้ คว มข้อนี้ท่ นให้ใช้
ตลอดถึงกรณีที่ค่ รักษ ทรัพย์จะแพงเกินควรนั้นด้วย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

368, 369

Gr. Code (1898)

* 497

Miscellaneous

[383 par.1]

第 336 条
弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の適し得ることもまた当然である。ないとき、また当然である。はその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて劣化してその価額が低減したために、その損害を賠償しなければならない場合もまた、同様、滅失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様と、あるいは損傷に由る損の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおそれがあ
るときは、弁済することができる。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、裁判所に請求することの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の許されないが、債務者側から履行することは許されるものと推定さ可を請求することができる。その際、ある行為の得ることもまた当然である。て、これを請求することができる。その際、ある行為の競売に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の付しなければならない。し得ることもまた当然である。、物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。え債務てその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。金を請求することができる。その際、ある行為の供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託すること
ができる。その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す存に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて過分を行うことを裁判所に請求することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用を請求することができる。その際、ある行為の要なあらゆる行為を完了し、または債権者するときも、同様ととする。
-

มาตรา ๓๓๗
ท่ นไม่อนุญ ตให้เอ ทรัพย์ออกข ยทอดตล ดจนกว่ จะได้บอกให้เจ้ หนี้รู้ตัวก่อน ก รบอกนี้จะ
งดเสียก็ได้ ถ้ ทรัพย์น้ น
ั อ จเสื่อมทร มลง หรือภัยมีอยู่ในก รที่จะหน่วงก รข ยทอดตล ดไว้
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第一章 総則

第五節 債権の目的債務関係の消滅の目的消滅

第一款 弁済（債務履行）

ในก รที่จะข ยทอดตล ดนั้น ท่ นให้ลูกหนี้บอกกล่ วแก่เจ้ หนี้โดยไม่ชักช้ ถ้ ละเลยเสียไม่บอก
กล่ ว ลูกหนี้จะต้องรับผิดใช้ค่ สินไหมทดแทน
ก รบอกให้รู้ตัวและบอกกล่ วนี้ ถ้ ไม่เป็ นอันจะทำ ได้ จะงดเสียก็ได้

เวล และสถ นที่ทจ
ี่ ะข ยทอดตล ด กับทั้งคำ พรรณน ลักษณะแห่งทรัพย์น้ น
ั ท่ นให้ประก ศ
โฆษณ ให้ประช ชนทร บ
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

* 384, 368 [??]

第 337 条
I. ［第弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者競売は、予め債務者に告げていた場合、または履め債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のを請求することができる。その際、ある行為の警告することができる。し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の後でなければ、これを請求することができる。その際、ある行為のすることがで
きない。［第但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが［第現実に履行を提供しなけに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者劣化してその価額が低減したために、その損害を賠償しなければならない場合もまた、同様に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の曝され、あるいは競売が遅延した際には［そうした］され、あるいは競売が遅延し得ることもまた当然である。た当然である。際に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは［第そうし得ることもまた当然である。た当然である。］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者
危険を債務者に警告しなかったこと、またがある場合において、法律行為の性質によっても、または、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
II. 競売が実に履行を提供しなけ施される場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、遅滞の責を負う。なくその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のことを請求することができる。その際、ある行為の債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の報告することができる。し得ることもまた当然である。なければならない。債務
者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の報告することができる。［第義務］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者を請求することができる。その際、ある行為の怠っているがために、債権者の利益が害されるった当然である。ときは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、損害賠償の請求を妨げない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう。
III. 債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する競売の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の警告することができる。および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について報告することができる。は、それを請求することができる。その際、ある行為の実に履行を提供しなけ行を請求することができる。その際、ある行為のすることができない場合において、法律行為の性質によっても、または、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の義務を請求することができる。その際、ある行為の免じ
る。
IV. 競売の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既日が暦に従って確定されている場合において、その期日到来後も履行しないときは、債務者と場所に請求すること、ならび債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任についてに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の仕様とは、これを請求することができる。その際、ある行為の公示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。し得ることもまた当然である。なければならない。
-

มาตรา ๓๓๘
ค่ ฤช ธรรมเนียมในก รว งทรัพย์หรือข ยทอดตล ดนั้น ให้ฝ่ ยเจ้ หนี้เป็ นผู้ออก เว้นแต่ลูกหนี้
จะได้ถอนทรัพย์ทวี่ ง
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

* 371

Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

381, 386

Miscellaneous

第 338 条
［第弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託あるいは競売の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用は、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担し得ることもまた当然である。なければならない。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが
供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の取り以後、その物を当該債権債務関係の戻し、また同様の目的のために譲渡人にし得ることもまた当然である。た当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
-

มาตรา ๓๓๙
สิทธิของเจ้ หนี้เหนือทรัพย์ทวี่ งไว้น้ น
ั เป็ นอันระงับสิ้นไปเมื่อพ้นเวล สิบปี นับแต่ได้ร ับคำ บอก
กล่ วก รว งทรัพย์

อนึ่ง เมื่อสิทธิของเจ้ หนี้ระงับสิ้นไปแล้ว ถึงแม้ลูกหนี้จะได้ละสิทธิถอนทรัพย์ ก็ยังชอบที่จะถอน
ทรัพย์น้ น
ั ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

364, [365], 367

Gr. Code (1898)

* 382

Miscellaneous

第 339 条
I. 供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の受領を拒んだときは、する債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の権利があは、供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通知しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為の受け取った当然である。時点より以後、その物を当該債権債務関係のから 10 年を請求することができる。その際、ある行為の経過し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、消しを裁判所に請滅し得ることもまた当然である。
た当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとする。
II. 債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の権利があが消しを裁判所に請滅し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、た当然である。とえ債務取り以後、その物を当該債権債務関係の戻し、また同様の目的のために譲渡人にし得ることもまた当然である。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の権利があを請求することができる。その際、ある行為の放棄する旨を表明した場合。し得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またであっても、供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、託
物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の取り以後、その物を当該債権債務関係の戻し、また同様の目的のために譲渡人にすことができる。
-
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第一章 総則

第五節 債権の目的債務関係の消滅の目的消滅

ส่วนที่ ๒
第二款
-

第二款 免除

ปลดหนี้
免除

มาตรา ๓๔๐
ถ้ เจ้ หนี้แสดงเจตน ต่อลูกหนี้ว่ จะปลดหนี้ให้ ท่ นว่ หนี้น้ น
ั ก็เป็ นอันระงับสิ้นไป

ถ้ หนี้มีหนังสือเป็ นหลักฐ น ก รปลดหนี้ก็ต้องทำ เป็ นหนังสือด้วย หรือต้องเวนคืนเอกส รอัน
เป็ นหลักฐ นแห่งหนี้ให้แก่ลูกหนี้ หรือขีดฆ่ เอกส รนั้นเสีย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

416

Gr. Code (1898)

397 [=397 par.1]

* 519

Miscellaneous

Hals. VII No.927

第 340 条
I. 債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て債務を請求することができる。その際、ある行為の免除する意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を請求することができる。その際、ある行為の表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権債務関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、または、消しを裁判所に請滅する。
II. ［第債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者債権証することは妨げられない。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債が交付しなければならない。されている場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の消しを裁判所に請滅もまた当然である。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債面によって行わなければならない。で証することは妨げられない。し得ることもまた当然である。、また当然である。はその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権証することは妨げられない。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債
を請求することができる。その際、ある行為の債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替し得ることもまた当然である。、あるいは失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様と効させなければならない。
-
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第一章 総則

第五節 債権の目的債務関係の消滅の目的消滅

ส่วนที่ ๓
第三款
-

第三款 相殺

หักกลบลบหนี้
相殺

มาตรา ๓๔๑
ถ้ บุคคลสองคนต่ งมีคว มผูกพันซึ่งกันและกัน โดยมูลหนี้อน
ั มีวัตถุเป็ นอย่ งเดียวกัน และหนี้
ทั้งสองร ยนั้นถึงกำ หนดจะชำ ระไซร้ ท่ นว่ ลูกหนี้ฝ่ ยใดฝ่ ยหนึ่งย่อมจะหลุดพ้นจ กหนี้ของตนด้วย
หักกลบลบหนี้กันได้เพียงเท่ จำ นวนที่ตรงกันในมูลหนี้ท้ งั สองฝ่ ยนั้น เว้นแต่สภ พแห่งหนี้ฝ่ ยหนึ่ง
จะไม่เปิ ดช่องให้หักกลบลบหนี้กันได้
บทบัญญัติดงั ่ กล่ วม ในวรรคก่อนนี้ ท่ นมิให้ใช้บังคับ ห กเป็ นก รขัดกับเจตน อันคู่กรณีได้
แสดงไว้ แต่เจตน เช่นนี้ท่ นห้ มมิให้ยกขึ้นเป็ นข้อต่อสู้บุคคลภ ยนอกผู้กระทำ ก รโดยสุจริต
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

417

Gr. Code (1898)

* 505

Miscellaneous

387

第 341 条
I. 二人が互いに競合する場合には、その優先順位は、第いに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の同種の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的を請求することができる。その際、ある行為の有する物する債務を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担する場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、双方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務とも弁済することができる。期において既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のあるとき
は、各債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。当額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて相殺の場合もまた、同様とする。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよってその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務を請求することができる。その際、ある行為の免れることができる。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、どちらか
一つのみを選択して履行するべきときは、その方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の性質によっても、またがこれを請求することができる。その際、ある行為の許されないが、債務者側から履行することは許されるものと推定ささないときは、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のでない。
II. 本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、それが当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。し得ることもまた当然である。た当然である。意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の反する場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、これを請求することができる。その際、ある行為の適用し得ることもまた当然である。ない。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、そ
の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。は、善意の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。抗することができない。
-

มาตรา ๓๔๒
หักกลบลบหนี้น้ น
ั ทำ ได้ด้วยคู่กรณีฝ่ ยหนึ่งแสดงเจตน แก่อีกฝ่ ยหนึ่ง ก รแสดงเจตน เช่นนี้
ท่ นว่ จะมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวล เริ่มต้นหรือเวล สิ้นสุดอีกด้วยห ได้ไม่

ก รแสดงเจตน ดัง่ กล่ วม ในวรรคก่อนนี้ ท่ นว่ มีผลย้อนหลังขึ้นไปจนถึงเวล ซึ่งหนี้ท้ งั สองฝ่ ย
นั้นจะอ จหักกลบลบกันได้เป็ นครั้งแรก
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

418, 419

Gr. Code (1898)

* 506

Miscellaneous

388, 389

第 342 条
I. 相殺の場合もまた、同様とする。は、当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その方に対する意思表示によってこれを行使する。から相手方に対する意思表示によってこれを行使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって行を請求することができる。その際、ある行為のうことができる。この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、
その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。件、また当然である。は開始まった場合には、これを適用しない。期において既限りではない。あるいは終止し、あるいは軽減しようとしなかったことに限定される場合であってもまた、期において既限りではない。を請求することができる。その際、ある行為の付しなければならない。することができない。
II. 本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。は、双方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務が互いに競合する場合には、その優先順位は、第いに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の相殺の場合もまた、同様とする。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の適するように基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のなった当然である。最初めからこれのみが［当該債権債務関係の］目的物であっの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の時に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の遡ってその効力ってその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様と
を請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをずる。
-

มาตรา ๓๔๓
ก รหักกลบลบหนี้น้ น
ั ถึงแม้ว่ สถ นทีซ
่ ึ่งจะต้องชำ ระหนี้ท้ งั สอง[ฝ่ ย]จะต่ งกัน ก็หักกันได้ แต่
ฝ่ ยผู้ขอหักหนี้จะต้องใช้ค่ เสียห ยให้แก่อีกฝ่ ยหนึ่ง เพื่อคว มเสียห ยอย่ งหนึ่งอย่ งใดอันเกิดแต่
ก รนั้น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 422

Gr. Code (1898)

507

Miscellaneous
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391 [=391 par.1]

第一章 総則

第五節 債権の目的債務関係の消滅の目的消滅

第三款 相殺

第 343 条
相殺の場合もまた、同様とする。は、双方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為の地に行われる為替相場に従う。が異なるときであっても、これを請求することができる。その際、ある行為のすることができる。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。［第この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
おいて］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者、相殺の場合もまた、同様とする。を請求することができる。その際、ある行為の申し立てた場合において、強制執行によっし得ることもまた当然である。出したときは、その物の所有者に費用の償還をさせることがた当然である。当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。、これに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。損害を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。し得ることもまた当然である。なければなら
ない。
-

มาตรา ๓๔๔
สิทธิเรียกร้องใดยังมีข้อต่อสู้อยู่ สิทธิเรียกร้องนั้น ท่ นว่ ห อ จจะเอ ม หักกลบลบหนี้ได้ไม่ อนึ่ง
อ ยุคว มย่อมไม่ตัดรอนก รหักกลบลบหนี้ แม้สิทธิเรียกร้องข ดอ ยุคว มแล้ว แต่ว่ ในเวล ที่อ จ
จะหักกลบลบกับสิทธิเรียกร้องฝ่ ยอื่นได้น้ น
ั สิทธิยังไม่ข ด
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

508

* 390

Miscellaneous

第 344 条
［第相手方に対する意思表示によってこれを行使する。より以後、その物を当該債権債務関係の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけらかの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の抗弁を請求することができる。その際、ある行為の申し立てた場合において、強制執行によっし得ることもまた当然である。立って告知を要する場合において、履行の期日がそてられている債権は、［第その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の相手方に対する意思表示によってこれを行使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者これを請求することができる。その際、ある行為の相殺の場合もまた、同様とする。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、
することができない。なお、た当然である。とえ債務時効に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の消しを裁判所に請滅し得ることもまた当然である。ている債権であっても、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
相殺の場合もまた、同様とする。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の適するように基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のなった当然である。時点より以後、その物を当該債権債務関係のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては未だ時効に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のかかっていなかった当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、消しを裁判所に請滅時効［第の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の抗
弁］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者は、相殺の場合もまた、同様とする。を請求することができる。その際、ある行為の妨げない。げない。
-

มาตรา ๓๔๕
หนี้ร ยใดเกิดแต่ก รอันมิชอบด้วยกฎหม ยเป็ นมูล ท่ นห้ มมิให้ลูกหนี้ถือเอ ประโยชน์แห่งหนี้
ร ยนั้น เพื่อหักกลบลบหนี้กับเจ้ หนี้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 509

Gr. Code (1898)

393

Miscellaneous

Fr.1293

第 345 条
債務が不法な行を請求することができる。その際、ある行為の為の［第がなされた当然である。こと］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者を請求することができる。その際、ある行為の原因する］損害がある場合に、それを立証することは妨げられない。とし得ることもまた当然である。て生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務を請求することができる。その際、ある行為の以て債務の履行とし得ることもまた当然である。て債
権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の相殺の場合もまた、同様とする。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、することはできない。
-

มาตรา ๓๔๖
สิทธิเรียกร้องร ยใด ต มกฎหม ย ศ ลจะสัง่ ยึดมิได้ สิทธิเรียกร้องร ยนั้นห อ จจะเอ ไปหักกลบ
ลบหนี้ได้ไม่
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 510

394 par.1 [=394 sent.1]

Miscellaneous

第 346 条
如何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけなる債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のせよ、法の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の、それが裁判所に請求することの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の命令によって差し押えすることのできないもに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって差し押えすることのできないもし得ることもまた当然である。押えすることのできないもえ債務することの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のできないも
の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のである限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、これを請求することができる。その際、ある行為の相殺の場合もまた、同様とする。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、することはできない。
-

มาตรา ๓๔๗
ลูกหนี้คนที่ส มห กได้ร ับคำ สัง่ ศ ลห้ มมิให้ใช้เงินแล้ว จะยกเอ หนี้ซึ่งตนได้ม ภ ยหลังแต่น้ น
ั ขึ้น
เป็ นข้อต่อสู้เจ้ หนี้ผู้ที่ขอให้ยึดทรัพย์น้ น
ั ท่ นว่ ห อ จจะยกได้ไม่
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第一章 総則

第五節 債権の目的債務関係の消滅の目的消滅

第三款 相殺

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

421

Gr. Code (1898)

* 511

Miscellaneous

392

第 347 条
裁判所に請求することより以後、その物を当該債権債務関係の［第債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者支払うことを要しない。いの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の差し押えすることのできないも止し、あるいは軽減しようとしなかったことに限定される場合であってもまた、めを請求することができる。その際、ある行為の命ぜられた当然である。第三債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の後に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の取得ることもまた当然である。し得ることもまた当然である。た当然である。債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
よる相殺の場合もまた、同様とする。を請求することができる。その際、ある行為のもって差し押えすることのできないも押えすることのできないもえ債務債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。抗することができない。
-

มาตรา ๓๔๘
ถ้ คู่กรณีต่ งฝ่ ยต่ งมีสิทธิเรียกร้องหล ยร ยอันควรแก่ก รที่จะใช้หักกลบลบหนี้ได้ไซร้ ฝ่ ยผ้ท
ู ี่
ขอหักหนี้จะระบุก็ได้ว่ พึงเอ สิทธิเรียกร้องร ยใดบ้ งเข้ หักกลบลบกัน ถ้ ก รหักกลบลบหนี้ได้
แสดงโดยมิได้ระบุเช่นนั้นก็ดี หรือถ้ ระบุ แต่อีกฝ่ ยหนึ่งท้วงขัดข้องโดยไม่ชักช้ ก็ดี ท่ นให้นำ
บทบัญญัติแห่งม ตร ๓๒๘ วรรค ๒ ม ใช้บังคับโดยอนุโลม

ถ้ ฝ่ ยที่ขอหักกลบลบหนี้ยังเป็ นหนี้ค่ ดอกเบี้ยและค่ ฤช ธรรมเนียมแก่อีกฝ่ ยหนึ่งอยู่ นอกจ ก
ก รชำ ระหนี้อันเป็ นประธ นนั้นด้วยไซร้ ท่ นให้นำ บทบัญญัติแห่งม ตร ๓๒๙ ม ใช้บังคับโดย
อนุโลม
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

423 [=423-> 317 - 320]

Gr. Code (1898)

[512-> 488 - 491]; 513 [??]

Miscellaneous

* 396

第 348 条
I. 当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その方に対する意思表示によってこれを行使する。が相殺の場合もまた、同様とする。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の適する債権を請求することができる。その際、ある行為の複数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、その有する物するときは、相殺の場合もまた、同様とする。を請求することができる。その際、ある行為の申し立てた場合において、強制執行によっし得ることもまた当然である。出したときは、その物の所有者に費用の償還をさせることがる当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが相殺の場合もまた、同様とする。されるべき債権
を請求することができる。その際、ある行為の指定した場合において、法律行為の性質によっても、またすることができる。その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為のせずに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の相殺の場合もまた、同様とする。が申し立てた場合において、強制執行によっし得ることもまた当然である。出したときは、その物の所有者に費用の償還をさせることがされた当然である。場合において、法律行為の性質によっても、また、また当然である。は、なされた当然である。指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。
て相手方に対する意思表示によってこれを行使する。が遅滞の責を負う。なく異義を請求することができる。その際、ある行為の申し立てた場合において、強制執行によっし得ることもまた当然である。立って告知を要する場合において、履行の期日がそてた当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、第 328 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 2 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の準用する。
II. 相殺の場合もまた、同様とする。を請求することができる。その際、ある行為の申し立てた場合において、強制執行によっし得ることもまた当然である。出したときは、その物の所有者に費用の償還をさせることがる当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが元本の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ息および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について費用を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。うべき場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、第 329 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の準用す
る。
-
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第一章 総則

第五節 債権の目的債務関係の消滅の目的消滅

ส่วนที่ ๔
第四款
-

第四款 更改

แปลงหนี้ใหม่
更改

มาตรา ๓๔๙
เมื่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ทำ สัญญ เปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็ นส ระสำ คัญแห่งหนี้ไซร้ ท่ นว่ หนี้น้ น
ั เป็ นอัน
ระงับสิ้นไปด้วยแปลงหนี้ใหม่
ถ้ ทำ หนี้มีเงื่อนไขให้กล ยเป็ นหนี้ปร ศจ กเงื่อนไขก็ดี เพิม
่ เติมเงื่อนไขเข้ ในหนี้อน
ั ปร ศจ ก
เงื่อนไขก็ดี เปลี่ยนเงื่อนไขก็ดี ท่ นถือว่ เป็ นอันเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็ นส ระสำ คัญแห่งหนี้น้ น
ั

ถ้ แปลงหนี้ใหม่ดว้ ยเปลี่ยนตัวเจ้ หนี้ ท่ นให้บังคับด้วยบทบัญญัตท
ิ ้ งั หล ยแห่งประมวลกฎหม ย
นี้ว่ ด้วยโอนสิทธิเรียกร้อง
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 513, 515, 516

Miscellaneous

Fr.1271; S.O.116, 117

第 349 条
I. 当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の要なあらゆる行為を完了し、または債権者素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅したものとする。を請求することができる。その際、ある行為の変更に弁済をして自らが受けた損害を補填すべき旨を第三債務者する契約の目的としたときを請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務は、更に弁済をして自らが受けた損害を補填すべき旨を第三債務者改によって消滅したものとする。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって消しを裁判所に請滅し得ることもまた当然である。た当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとする。
II. 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。件付しなければならない。き債務を請求することができる。その際、ある行為の無くとも遅滞の責めを負う。履行に先立って告知を要する場合において、履行の期日がそ条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。件債務とし得ることもまた当然である。た当然である。とき、無くとも遅滞の責めを負う。履行に先立って告知を要する場合において、履行の期日がそ条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。件債務に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。件を請求することができる。その際、ある行為の付しなければならない。し得ることもまた当然である。た当然である。とき、また当然である。は債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。件を請求することができる。その際、ある行為の変更に弁済をして自らが受けた損害を補填すべき旨を第三債務者し得ることもまた当然である。
た当然である。ときは、いずれも債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の要なあらゆる行為を完了し、または債権者素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅したものとする。を請求することができる。その際、ある行為の変更に弁済をして自らが受けた損害を補填すべき旨を第三債務者し得ることもまた当然である。た当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと見なす。なす。
III. 更に弁済をして自らが受けた損害を補填すべき旨を第三債務者改によって消滅したものとする。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の変更に弁済をして自らが受けた損害を補填すべき旨を第三債務者し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、債権譲渡しがに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関する本法典その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の各規定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の適用［第＝準用］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者する。
-

มาตรา ๓๕๐
แปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้น้ น
ั จะทำ เป็ นสัญญ ระหว่ งเจ้ หนี้กับลูกหนี้คนใหม่ก็ได้ แต่จะ
ทำ โดยขืนใจลูกหนี้เดิมห ได้ไม่
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 514

Gr. Code (1898)

414 - 419

Miscellaneous

Fr.1274 - 1277

第 350 条
債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の交替に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよる更に弁済をして自らが受けた損害を補填すべき旨を第三債務者改によって消滅したものとする。は、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと［第更に弁済をして自らが受けた損害を補填すべき旨を第三債務者改によって消滅したものとする。後］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者新たに負担した債務があるときはこれを成立しないものと見なすことができる。た当然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとなる者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の契約の目的としたときに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよってすることが
できる。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者前に］債務の弁済期がの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の反するときは、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のでない。
-

มาตรา ๓๕๑
ถ้ หนี้อน
ั จะพึงเกิดขึ้นเพร ะแปลงหนี้ใหม่น้ น
ั มิได้เกิดขึ้นก็ดี ได้ยกเลิกเสียเพร ะมูลแห่งหนี้ไม่
ชอบด้วยกฎหม ย หรือเพร ะเหตุอย่ งใดอย่ งหนึ่งอันมิรู้ถึงคู่กรณีก็ดี ท่ นว่ หนี้เดิมนั้นก็ยังห ระงับ
สิ้นไปไม่
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 517

Miscellaneous

第 351 条
更に弁済をして自らが受けた損害を補填すべき旨を第三債務者改によって消滅したものとする。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじるべき債務が成立って告知を要する場合において、履行の期日がそせず、また当然である。は、不法な原因する］損害がある場合に、それを立証することは妨げられない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。め、あるいは当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の知しなければならない。り以後、その物を当該債権債務関係の得ることもまた当然である。ない
事由によって不能となったときは、この限りでに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって取り以後、その物を当該債権債務関係の消しを裁判所に請された当然である。ときは、従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者前に］債務の弁済期がの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務は、未だに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の消しを裁判所に請滅し得ることもまた当然である。ない。
-

― 59 ―

第一章 総則

第五節 債権の目的債務関係の消滅の目的消滅

第四款 更改

มาตรา ๓๕๒
คู่กรณีในก รแปลงหนี้ใหม่อ จโอนสิทธิจำ นำ หรือจำ นองที่ได้ให้ไว้เป็ นประกันหนี้เดิมนั้นไปเป็ น
ประกันหนี้ร ยใหม่ได้ เพียงเท่ ที่เป็ นประกันวัตถุแห่งหนี้เดิม แต่หลักประกันเช่นว่ นี้ ถ้ บุคคล
ภ ยนอกเป็ นผู้ให้ไว้ไซร้ ท่ นว่ จำ ต้องได้ร ับคว มยินยอมของบุคคลภ ยนอกนั้นด้วยจึงโอนได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 518

Miscellaneous

Fr.1278 - 1280

第 352 条
更に弁済をして自らが受けた損害を補填すべき旨を第三債務者改によって消滅したものとする。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、更に弁済をして自らが受けた損害を補填すべき旨を第三債務者改によって消滅したものとする。前に］債務の弁済期がの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。度に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すとし得ることもまた当然である。て設に持ち込まれた客の手荷物およびその他の財物について存在する。定した場合において、法律行為の性質によっても、またされた当然である。質によっても、また権また当然である。は
抵当権を請求することができる。その際、ある行為の更に弁済をして自らが受けた損害を補填すべき旨を第三債務者改によって消滅したものとする。後の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の移すことができる。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがこれを請求することができる。その際、ある行為の設に持ち込まれた客の手荷物およびその他の財物について存在する。定した場合において、法律行為の性質によっても、またし得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但を請求することができる。その際、ある行為の得ることもまた当然である。
なければならない。
-
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第一章 総則

第五節 債権の目的債務関係の消滅の目的消滅

ส่วนที่ ๕
第五款
-

第五款 混同

หนี้เกลื่อนกลืนกัน
混同

มาตรา ๓๕๓
ถ้ สิทธิและคว มรับผิดในหนี้ร ยใดตกอยู่แก่บุคคลคนเดียวกัน ท่ นว่ หนี้ร ยนั้นเป็ นอันระงับสิ้น
ไป เว้นแต่เมื่อหนี้น้ น
ั ตกไปอยู่ในบังคับแห่งสิทธิของบุคคลภ ยนอก หรือเมื่อสลักหลังตัว๋ เงินกลับคืน
ต มคว มในม ตร ๙๑๗ วรรค ๓
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

424

Gr. Code (1898)

* 520

Miscellaneous

Fr.1300, 1301; S.O.118
[=S.O.118 par.1]

第 353 条
債権債務関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおける権利があ［第＝債権］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者と責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこ［第＝債務］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者とが同一つのみを選択して履行するべきときは、その人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の帰属する。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権債務
関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、または消しを裁判所に請滅し得ることもまた当然である。た当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとする。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権債務関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の権利があの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的となっている場合において、法律行為の性質によっても、また、およ
び債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について第 917 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 3 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またする有する物価証することは妨げられない。券［第＝為の替手形および小切手］あるいは倉庫証券の振出し、譲渡、あるいは裏書によって給付がな］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の戻し、また同様の目的のために譲渡人にり以後、その物を当該債権債務関係の裏書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、または、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
-
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第二章 契約

第一章 契約の目的成立

ลักษณะ ๒ สัญญา
第二章

หมวด ๑
第一節
-

契約

ก่อให้เกิดสัญญา
契約の目的成立

มาตรา ๓๕๔
คำ เสนอจะทำ สัญญ อันบ่งระยะเวล ให้ทำ คำ สนองนั้น ท่ นว่ ไม่อ จจะถอนได้ภ ยในระยะเวล ที่
บ่งไว้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 123

Gr. Code (1898)

145 [, 148]

521 [=521 par.1]

Miscellaneous

[S.O.3]

第 354 条
承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既間を請求することができる。その際、ある行為の定した場合において、法律行為の性質によっても、まためてし得ることもまた当然である。た当然である。契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の申し立てた場合において、強制執行によっ込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果みは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既間の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の経過するまでは撤回することができない。
-

มาตรา ๓๕๕
บุคคลทำ คำ เสนอไปยังผู้อ่ น
ื ซึ่งอยู่ห่ งกันโดยระยะท ง และมิได้บ่งระยะเวล ให้ทำ คำ สนอง จะ
ถอนคำ เสนอของตนเสียภ ยในเวล อันควรค ดหม ยว่ จะได้ร ับคำ บอกกล่ วสนองนั้น ท่ นว่ ห อ จ
จะถอนได้ไม่
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

122

Gr. Code (1898)

[147 par.2]

* 524

Miscellaneous

[S.O.5 par.1]

第 355 条
隔地に行われる為替相場に従う。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既間を請求することができる。その際、ある行為の定した場合において、法律行為の性質によっても、まためずに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者申し立てた場合において、強制執行によっ込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果みを請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通知しなければならない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の到達をなお期待しを請求することができる。その際、ある行為のなお期において既待たずに］直ちに債務を履行し得ることもまた当然である。
得ることもまた当然である。る間は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の申し立てた場合において、強制執行によっ込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果みを請求することができる。その際、ある行為の撤回することができない。
-

มาตรา ๓๕๖
คำ เสนอทำ แก่บุคคลผู้อยู่เฉพ ะหน้ โดยมิได้บ่งระยะเวล ให้ทำ คำ สนองนั้น เสนอ ณ ที่ใดเวล ใด
ก็ย่อมจะสนองรับได้แต่ ณ ที่น้ น
ั เวล นั้น คว มข้อนี้ท่ นให้ใช้ตลอดถึงก รที่บค
ุ คลคนหนึ่งทำ คำ เสนอ
ไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งท งโทรศัพท์ด้วย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

121

Gr. Code (1898)

* 147 par.1

Miscellaneous

[S.O.4]

第 356 条
面によって行わなければならない。前に］債務の弁済期がに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の居合において、法律行為の性質によっても、またわせる者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既間を請求することができる。その際、ある行為の定した場合において、法律行為の性質によっても、まためずに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のなされた当然である。［第契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者申し立てた場合において、強制執行によっ込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果みは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の時に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。
り以後、その物を当該債権債務関係の、承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但することができる。一つのみを選択して履行するべきときは、その方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のから他の全ての方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のへ電話を利用してする［契約の］申込みもまた、を請求することができる。その際、ある行為の利があ用し得ることもまた当然である。てする［第契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者申し立てた場合において、強制執行によっ込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果みもまた当然である。、
同様ととする。
-

มาตรา ๓๕๗
คำ เสนอใดเข บอกปั ดไปยังผู้เสนอก็ดี หรือมิได้สนองรับภ ยในเวล กำ หนดดังกล่ วม ในม ตร
― 62 ―

第二章 契約

第一章 契約の目的成立

ทั้งส มก่อนนี้ก็ดี คำ เสนอนั้นท่ นว่ เป็ นอันสิ้นคว มผูกพันแต่น้ น
ั ไป
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

[521 par.2]

* 146

Miscellaneous

第 357 条
［第契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者申し立てた場合において、強制執行によっ込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果みは、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。が申し立てた場合において、強制執行によっ込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て直接その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但を請求することができる。その際、ある行為の拒んだときは、否した上で、債務不履行による損害賠償を求めることができる。し得ることもまた当然である。た当然である。とき、また当然である。は第 354 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。から第
356 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。までに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の定した場合において、法律行為の性質によっても、まためられた当然である。期において既間内に行使するべき場合において、選択権者がその期間に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但し得ることもまた当然である。なかった当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とうもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとする。
-

มาตรา ๓๕๘
ถ้ คำ บอกกล่ วสนองม ถึงล่วงเวล แต่เป็ นที่เห็นประจักษ์ว่ คำ บอกกล่ วนั้นได้ส่งโดยท งก ร
ซึ่งต มปกติควรจะม ถึงภ ยในเวล กำ หนดไซร้ ผู้เสนอต้องบอกกล่ วแก่คู่กรณีอีกฝ่ ยหนึ่งโดยพลัน
ว่ คำ สนองนั้นม ถึงเนิ่นช้ เว้นแต่จะได้บอกกล่ วเช่นนั้นก่อนแล้ว
ถ้ ผู้เสนอละเลยไม่บอกกล่ วดัง่ ว่ ม ในวรรคต้น ท่ นให้ถือว่ คำ บอกกล่ วสนองนั้นมิได้ล่วงเวล
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 124

Gr. Code (1898)

149

522

Miscellaneous

S.O.5 [=S.O.5 par.3]

第 358 条
I. 承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通知しなければならない。が延着し得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またであっても、通常の状態において、債務不履行の結果、当然に生ずる損害の賠償を請求の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のはその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既間内に行使するべき場合において、選択権者がその期間に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の到達をなお期待しすべき時に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、公共の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通信手
段の合意がある場合にはその限りではない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の発送し得ることもまた当然である。た当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のであることを請求することができる。その際、ある行為の知しなければならない。ることができるときは、申し立てた場合において、強制執行によっ込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、遅滞の責を負う。なく、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て
承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通知しなければならない。が延着し得ることもまた当然である。た当然である。旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のを請求することができる。その際、ある行為の通知しなければならない。し得ることもまた当然である。なければならない。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の遅延の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通知しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為の発し得ることもまた当然である。てあるときは、こ
の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のでない。
II. 申し立てた場合において、強制執行によっ込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の延着の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通知しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為の怠っているがために、債権者の利益が害されるった当然である。ときは、承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通知しなければならない。は、延着し得ることもまた当然である。なかった当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと見なす。なす。
-

มาตรา ๓๕๙
ถ้ คำ สนองม ถึงล่วงเวล ท่ นให้ถือว่ คำ สนองนั้นกล ยเป็ นคำ เสนอขึ้นใหม่

คำ สนองอันมีข้อคว มเพิม
่ เติม มีข้อจำ กัด หรือมีข้อแก้ไขอย่ งอื่นประกอบด้วย ท่ นให้ถือว่ เป็ น
คำ บอกปั ดไม่ร ับ ทั้งเป็ นคำ เสนอขึ้นใหม่ดว้ ยในตัว
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

127, 128

Gr. Code (1898)

523 [,528]

Miscellaneous

* 150

第 359 条
I. 遅延し得ることもまた当然である。た当然である。承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但は、これを請求することができる。その際、ある行為の新たに負担した債務があるときはこれを成立しないものと見なすことができる。た当然である。な申し立てた場合において、強制執行によっ込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果みと見なす。なす。
II. 申し立てた場合において、強制執行によっ込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果みに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の追加している場合には、第三債務者の債務残額に関を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。、制限りではない。を請求することができる。その際、ある行為の付しなければならない。し得ることもまた当然である。、また当然である。はその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の変更に弁済をして自らが受けた損害を補填すべき旨を第三債務者を請求することができる。その際、ある行為の加している場合には、第三債務者の債務残額に関え債務てなされた当然である。承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の申し立てた場合において、強制執行によっ込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果みの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の拒んだときは、絶し、あるいは怠っているがために、債権者の利益が害されると
ともに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の新たに負担した債務があるときはこれを成立しないものと見なすことができる。た当然である。な申し立てた場合において、強制執行によっ込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果みを請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとみなす。
-

มาตรา ๓๖๐
บทบัญญัติแห่งม ตร ๑๓๐ วรรคสองนั้น ท่ นมิให้ใช้บังคับ ถ้ ห กว่ ขัดกับเจตน อันผู้เสนอได้
แสดง หรือห กว่ ก่อนจะสนองรับนั้น คู่กรณีอีกฝ่ ยหนึ่งได้รู้อยู่แล้วว่ ผู้เสนอต ยหรือตกเป็ นผู้ไร้
คว มส ม รถ
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第一章 契約の目的成立
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 525

153

Miscellaneous

第 360 条
第 130 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 2 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、申し立てた場合において、強制執行によっ込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが反対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を請求することができる。その際、ある行為の表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。し得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、また、また当然である。は相手方に対する意思表示によってこれを行使する。がその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但［第の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物表
示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先立って告知を要する場合において、履行の期日がそって申し立てた場合において、強制執行によっ込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、これを適用しなし得ることもまた当然である。くは行を請求することができる。その際、ある行為の為の能のもの、または後に至って不能となっ力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の喪失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の事実に履行を提供しなけを請求することができる。その際、ある行為の知しなければならない。っていた当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、これを請求することができる。その際、ある行為の適用し得ることもまた当然である。な
い。
-

มาตรา ๓๖๑
อันสัญญ ระหว่ งบุคคลซึ่งอยู่ห่ งกันโดยระยะท งนั้น ย่อมเกิดเป็ นสัญญ ขึ้นแต่เวล เมื่อคำ บอก
กล่ วสนองไปถึงผู้เสนอ

ถ้ ต มเจตน อันผู้เสนอได้แสดง หรือต มปกติประเพณีไม่จำ เป็ นจะต้องมีคำ บอกกล่ วสนองไซร้
ท่ นว่ สัญญ นั้นเกิดเป็ นสัญญ ขึ้นในเวล เมื่อมีก รอันใดอันหนึ่งขึ้น อันจะพึงสันนิษฐ นได้ว่
เป็ นก รแสดงเจตน สนองรับ
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

118

Gr. Code (1898)

* [130 par.1], 151 [=151 sent.1]

526, 97 [=97 par.1]

Miscellaneous

S.O.10

第 361 条
I. 隔地に行われる為替相場に従う。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の間の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の契約の目的としたときは、承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通知しなければならない。が申し立てた場合において、強制執行によっ込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の到達をなお期待しし得ることもまた当然である。た当然である。時に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の成立って告知を要する場合において、履行の期日がそする。
II. 申し立てた場合において、強制執行によっ込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。また当然である。は取引き渡しが上で、選択の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通知しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為の必要なあらゆる行為を完了し、または債権者とし得ることもまた当然である。ない場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、契約の目的としたときは、承諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意
思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。と認められるときは、その当事者に支払うべき損害賠償の範囲は、事情全体の総合判断、なかんずめるべき事実に履行を提供しなけがあった当然である。時に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の成立って告知を要する場合において、履行の期日がそする。
-

มาตรา ๓๖๒
บุคคลออกโฆษณ ให้คำ มัน
่ ว่ จะให้ร งวัลแก่ผู้ซึ่งกระทำ ก รอันใด ท่ นว่ จำ ต้องให้ร งวัลแก่
บุคคลใดๆ ผู้ใดกระทำ ก รอันนั้น แม้ถึงมิใช่ว่ ผู้น้ น
ั จะได้กระทำ เพร ะเห็นแก่ร งวัล
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

131

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

529

Miscellaneous

* 657

第 362 条
ある行を請求することができる。その際、ある行為の為のを請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の報酬の請求権について存在する。但しその額は、事務員あるいは奉公人一人にを請求することができる。その際、ある行為の与えてはならない。え債務る旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の確約の目的としたときを請求することができる。その際、ある行為の広告することができる。し得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、た当然である。とえ債務それが報酬の請求権について存在する。但しその額は、事務員あるいは奉公人一人にの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の獲得ることもまた当然である。を請求することができる。その際、ある行為の意図をし得ることもまた当然である。た当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
でなかった当然である。とし得ることもまた当然である。ても、［第現に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の為のを請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。てその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の報酬の請求権について存在する。但しその額は、事務員あるいは奉公人一人にを請求することができる。その際、ある行為の与えてはならない。え債務る義務を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう。
-

มาตรา ๓๖๓
ในกรณีที่กล่ วม ในม ตร ก่อนนี้ เมื่อยังไม่มีใครทำ ก รสำ เร็จดังบ่งไว้น้ น
ั อยู่ตร บใด ผู้ให้คำ มัน
่ จะ
ถอนคำ มัน
่ ของตนเสียโดยวิธีเดียวกับทีโ่ ฆษณ นั้นก็ได้ เว้นแต่จะได้แสดงไว้ในโฆษณ นั้นว่ จะไม่
ถอน
ถ้ คำ มัน
่ นั้นไม่อ จจะถอนโดยวิธีดังกล่ วม ก่อน จะถอนโดยวิธีอ่ น
ื ก็ได้ แต่ถ้ เช่นนั้นก รถอนจะ
เป็ นอันสมบูรณ์ใช้ได้เพียงเฉพ ะต่อบุคคลที่รู้

ถ้ ผู้ให้คำ มัน
่ ได้กำ หนดระยะเวล ให้ด้วยเพื่อทำ ก รอันบ่งนั้นไซร้ ท่ นให้สันนิษฐ นไว้ก่อนว่ ผู้ให้
คำ มัน
่ ได้สละสิทธิทจ
ี่ ะถอนคำ มัน
่ นั้นเสียแล้ว
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第二章 契約

第一章 契約の目的成立
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)
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Miscellaneous

[658]

第 363 条
I. 第 362 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、懸賞広告することができる。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の指定した場合において、法律行為の性質によっても、またし得ることもまた当然である。た当然である。行を請求することができる。その際、ある行為の為のを請求することができる。その際、ある行為の完了し、または債権者する者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがない間は、懸賞広告することができる。を請求することができる。その際、ある行為の出したときは、その物の所有者に費用の償還をさせることが
し得ることもまた当然である。た当然である。ときと同一つのみを選択して履行するべきときは、そのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の方に対する意思表示によってこれを行使する。法に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよってその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の広告することができる。を請求することができる。その際、ある行為の撤回することができる。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の広告することができる。中に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の撤回を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。ない
旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のを請求することができる。その際、ある行為の表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のでない。
II. 本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またする方に対する意思表示によってこれを行使する。法に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって撤回を請求することができる。その際、ある行為のすることができない場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の方に対する意思表示によってこれを行使する。法に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって撤回を請求することができる。その際、ある行為のす
ることができる。この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の撤回は、これを請求することができる。その際、ある行為の知しなければならない。った当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。ての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみ有する物効とする。
III. 懸賞広告することができる。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の指定した場合において、法律行為の性質によっても、またし得ることもまた当然である。た当然である。行を請求することができる。その際、ある行為の為のを請求することができる。その際、ある行為のする期において既間を請求することができる。その際、ある行為の定した場合において、法律行為の性質によっても、まためた当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の撤回を請求することができる。その際、ある行為のする権利があを請求することができる。その際、ある行為の放棄する旨を表明した場合。し得ることもまた当然である。た当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと推
定した場合において、法律行為の性質によっても、またする。
-

มาตรา ๓๖๔
ถ้ บุคคลหล ยคนกระทำ ก รอันบ่งไว้ในโฆษณ ท่ นว่ เฉพ ะแต่คนที่ทำ ได้ก่อนใครหมดเท่ นั้น
มีสิทธิจะได้ร ับร งวัล

ถ้ บุคคลหล ยคนกระทำ ก รอันนั้นได้พร้อมกัน ท่ นว่ แต่ละคนมีสิทธิจะได้ร ับร งวัลเป็ นส่วนแบ่ง
เท่ ๆกัน แต่ถ้ ร งวัลนั้นมีสภ พแบ่งไม่ได้ก็ดี หรือถ้ ต มข้อคว มแห่งคำ มัน
่ นั้น บุคคลแต่คนเดียว
จะพึงรับร งวัลก็ดี ท่ นให้วินิจฉัยด้วยวิธีจับสล ก
บทบัญญัติดงั ่ กล่ วม ในวรรคทั้งสองข้ งต้นนั้น ท่ นมิให้ใช้บังคับ ถ้ ในโฆษณ นั้นแสดงเจตน ไว้
เป็ นอย่ งอื่น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)
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[659]

第 364 条
I. 広告することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の定した場合において、法律行為の性質によっても、まためた当然である。行を請求することができる。その際、ある行為の為のを請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、その人あるときは、最初めからこれのみが［当該債権債務関係の］目的物であっに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の為のを請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみが報酬の請求権について存在する。但しその額は、事務員あるいは奉公人一人にを請求することができる。その際、ある行為の受ける権利があを請求することができる。その際、ある行為の有する物
する。
II. 数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、その人が並行を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。て同時に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の為のを請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、各自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第が等の品質を有する物し得ることもまた当然である。い割合において、法律行為の性質によっても、またで報酬の請求権について存在する。但しその額は、事務員あるいは奉公人一人にを請求することができる。その際、ある行為の受ける権利があを請求することができる。その際、ある行為の有する物する。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。
し得ることもまた当然である。、報酬の請求権について存在する。但しその額は、事務員あるいは奉公人一人にがその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の性質によっても、また上で、選択分を行うことを裁判所に請求することができる。割に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の適し得ることもまた当然である。ないとき、また当然である。は広告することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて一つのみを選択して履行するべきときは、その人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみがこれを請求することができる。その際、ある行為の受けるもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとし得ることもまた当然である。た当然である。
ときは、抽選でこれを請求することができる。その際、ある行為の受ける者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の定した場合において、法律行為の性質によっても、まためる。
III. 本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について第 2 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、広告することができる。中に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のこれと異なる意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を請求することができる。その際、ある行為の表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、これを請求することができる。その際、ある行為の適用し得ることもまた当然である。な
い。
-

มาตรา ๓๖๕
คำ มัน
่ จะให้ร งวัลอันมีคว มประสงค์เป็ นก รประกวดชิงร งวัลนั้น จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้กำ หนด
ระยะเวล ไว้ในคำ โฆษณ ด้วย

ก รที่จะตัดสินว่ ผู้ประกวดคนไหนได้กระทำ สำ เร็จต มเงื่อนไขในคำ มัน
่ ภ ยในเวล กำ หนดหรือไม่
ก็ดี หรือตัดสินในระหว่ งผู้ประกวดหล ยคนนั้นว่ คนไหนดีกว่ อย่ งไรก็ดี ให้ผู้ช้ ข
ี ดซึ่งได้ระบุช่ อ
ื ไว้
ในโฆษณ นั้นเป็ นผู้ตัดสิน หรือถ้ มิได้ระบุช่ อ
ื ผู้ช้ ข
ี ดไว้ก็ให้ผู้ให้คำ มัน
่ เป็ นผู้ตัดสิน คำ ตัดสินอันนี้
ย่อมผูกพันผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยทุกฝ่ ย
ถ้ ได้คะแนนทำ ดีเสมอกัน ท่ นให้นำ บทบัญญัติแห่งม ตร ๓๖๔ วรรคสอง ม ใช้บังคับแล้วแต่
กรณี
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第二章 契約

第一章 契約の目的成立

ก รโอนกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์ที่ทำ ขึ้นประกวดนั้น ผู้ให้คำ มัน
่ จะเรียกให้โอนแก่ตนได้ต่อเมื่อได้ระบุไว้
ในโฆษณ ว่ จะพึงโอนเช่นนั้น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)
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第 365 条
I. 賞品の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の獲得ることもまた当然である。を請求することができる。その際、ある行為の争いがあるときは、早期にう競技を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の趣旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のとする懸賞広告することができる。は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の広告することができる。で［第競技］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者期において既間が定した場合において、法律行為の性質によっても、まためられている場合において、法律行為の性質によっても、また
に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の有する物する。
II. 競技者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のいずれかが［第現に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者懸賞広告することができる。で定した場合において、法律行為の性質によっても、まためられた当然である。条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。件に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の則って期間内に［規定の］行為を完了したって期において既間内に行使するべき場合において、選択権者がその期間に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第規定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者行を請求することができる。その際、ある行為の為のを請求することができる。その際、ある行為の完了し、または債権者し得ることもまた当然である。た当然である。
か否した上で、債務不履行による損害賠償を求めることができる。かの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の判定した場合において、法律行為の性質によっても、また、あるいは競技者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の中の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のいずれが他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の優等の品質を有する物［第な成績を修めた］かの判定は、懸賞広を請求することができる。その際、ある行為の修めた］かの判定は、懸賞広めた当然である。］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者かの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の判定した場合において、法律行為の性質によっても、または、懸賞広
告することができる。で指名において行使することができる。された当然である。判定した場合において、法律行為の性質によっても、また人がこれを請求することができる。その際、ある行為の下に抵す。広告することができる。中に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の判定した場合において、法律行為の性質によっても、また人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の指名において行使することができる。がない場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、懸賞広告することができる。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが判定した場合において、法律行為の性質によっても、またす
る。この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の判定した場合において、法律行為の性質によっても、または、関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、また者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のすべてを請求することができる。その際、ある行為の拘束する。する。
III. ［第数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、その人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の競技者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者同等の品質を有する物の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の成績を修めた］かの判定は、懸賞広を請求することができる。その際、ある行為の修めた］かの判定は、懸賞広めた当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、事情に鑑みて相当と思われる期間を定めた上で、選択に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の応じて行った葬式の費用について存在する。じて第 364 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 2 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の適用する。
IV. 競技の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の作成された当然である。物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、また［第＝作品］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の所に請求すること有する物権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の移転する。は、広告することができる。中に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の移転する。されるべき旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のが規定した場合において、法律行為の性質によっても、またされ
ている場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、懸賞広告することができる。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のはこれを請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる。
-

มาตรา ๓๖๖
ข้อคว มใดๆ แห่งสัญญ อันคู่สัญญ แม้เพียงฝ่ ยเดียวได้แสดงไว้ว่ เป็ นส ระสำ คัญอันจะต้อง
ตกลงกันหมดทุกข้อนั้น ห กคู่สัญญ ยังไม่ตกลงกันได้หมดทุกข้ออยู่ตร บใด เมื่อกรณีเป็ นที่สงสัย
ท่ นนับว่ ยังมิได้มีสัญญ ต่อกัน ก รที่ได้ทำ คว มเข้ ใจกันไว้เฉพ ะบ งสิ่งบ งอย่ ง ถึงแม้ว่ จะได้
จดลงไว้ก็ห เป็ นก รผูกพันไม่

ถ้ ได้ตกลงกันว่ สัญญ อันมุ่งจะทำ นั้นจะต้องทำ เป็ นหนังสือไซร้ เมื่อกรณีเป็ นที่สงสัย ท่ นนับว่
ยังมิได้มีสัญญ ต่อกันจนกว่ จะได้ทำ ขึ้นเป็ นหนังสือ
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第 366 条
I. 契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第締結上で、選択に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のある］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが、［第契約の目的としたとき内に行使するべき場合において、選択権者がその期間容のうち、］たとえ一方のみであれその意思表示に従えの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のうち、］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者た当然である。とえ債務一つのみを選択して履行するべきときは、その方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみであれその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者え債務
ば、当該契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の要なあらゆる行為を完了し、または債権者素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅したものとする。を請求することができる。その際、ある行為の成すが故のために履行が不能となった場合も、また同様である。但し、に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の双方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の合において、法律行為の性質によっても、また意を請求することができる。その際、ある行為の要なあらゆる行為を完了し、または債権者するとされる事項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の全て整い、債権者の受てに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて、未だ合において、法律行為の性質によっても、また意に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の至って不能となっら
ない間は、なお疑念の余地があるときは、各債務者は平等の割合についてのみ債務をの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の余の給付のみに限定して存在する。但し、地に行われる為替相場に従う。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の残る限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の契約の目的としたときは未成立って告知を要する場合において、履行の期日がそとする。［第この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては、］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
双方に対する意思表示によってこれを行使する。が［第既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者了し、または債権者解するに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の至って不能となっった当然である。個別の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の事項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のつき、た当然である。とえ債務それを請求することができる。その際、ある行為の確認められるときは、その当事者に支払うべき損害賠償の範囲は、事情全体の総合判断、なかんずする覚書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債が作成された当然である。とし得ることもまた当然である。て
も、［第当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者拘束する。する力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけら有する物し得ることもまた当然である。ない。
II. 締結上で、選択の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の契約の目的としたときに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のつき証することは妨げられない。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債を請求することができる。その際、ある行為の作成すべき旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の合において、法律行為の性質によっても、また意を請求することができる。その際、ある行為の当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがし得ることもまた当然である。た当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の契約の目的としたときは、なお疑念の余地があるときは、各債務者は平等の割合についてのみ債務をの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の余の給付のみに限定して存在する。但し、地に行われる為替相場に従う。
の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の残る限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の証することは妨げられない。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債が作成されるまでの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の間、なお未成立って告知を要する場合において、履行の期日がそとする。
-

มาตรา ๓๖๗
สัญญ ใดคู่สัญญ ได้ถือว่ เป็ นอันได้ทำ กันขึ้นแล้ว แต่แท้จริงยังมิได้ตกลงกันในข้อหนึ่งข้อใด อัน
จะต้องทำ คว มตกลงให้สำ เร็จ ถ้ จะพึงอนุม นได้ว่ ถึงห กจะไม่ทำ คว มตกลงกันในข้อนี้ได้สัญญ
นั้นก็จะได้ทำ ขึ้นไซร้ ท่ นว่ ข้อคว มส่วนที่ได้ตกลงกันแล้วก็ยอ
่ มเป็ นอันสมบูรณ์
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第二章 契約

第一章 契約の目的成立

第 367 条
当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の成立って告知を要する場合において、履行の期日がそし得ることもまた当然である。た当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと見なす。なし得ることもまた当然である。ている契約の目的としたときに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、双方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の合において、法律行為の性質によっても、また意を請求することができる。その際、ある行為の要なあらゆる行為を完了し、または債権者するとされた当然である。事項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者中に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、実に履行を提供しなけ
際に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは合において、法律行為の性質によっても、また意されていない項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者目があった当然である。ときは、た当然である。とえ債務その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の事項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のつき合において、法律行為の性質によっても、また意がなかった当然である。とし得ることもまた当然である。ても当該契
約の目的としたときは成立って告知を要する場合において、履行の期日がそし得ることもまた当然である。た当然である。であろうことが推定した場合において、法律行為の性質によっても、またされる限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、［第現に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者合において、法律行為の性質によっても、また意された当然である。［第その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者事項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者は、なおその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の効
力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の有する物する。
-

มาตรา ๓๖๘
สัญญ นั้นท่ นให้ตีคว มไปต มคว มประสงค์ในท งสุจริตโดยพิเคร ะห์ถึงปกติประเพณีด้วย
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第 368 条
契約の目的としたときは、慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の配慮しつつ、信義と誠実の要請に則して、これを解釈しなければならない。し得ることもまた当然である。つつ、信義と誠実に履行を提供しなけの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の要なあらゆる行為を完了し、または債権者請に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の則って期間内に［規定の］行為を完了したし得ることもまた当然である。て、これを請求することができる。その際、ある行為の解釈に］なお疑念の余地があるときは、各債務者は平等の割合についてのみ債務をし得ることもまた当然である。なければならない。
-
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第一章 契約

第二節 契約の目的効力

หมวด ๒
第二節
-

ผลแห่งสัญญา
契約の目的効力

มาตรา ๓๖๙
ในสัญญ ต่ งตอบแทนนั้น คู่สัญญ ฝ่ ยหนึ่งจะไม่ยอมชำ ระหนี้จนกว่ อีกฝ่ ยหนึ่งจะชำ ระหนี้หรือ
ขอปฏิบัติก รชำ ระหนี้ก็ได้ แต่คว มข้อนี้ท่ นมิให้ใช้บังคับ ถ้ หนี้ของคู่สัญญ อีกฝ่ ยหนึ่งยังไม่ถึง
กำ หนด
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Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)
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第 369 条
双務契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その方に対する意思表示によってこれを行使する。は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。がその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のあるいはその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の提供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、を請求することができる。その際、ある行為のするまでは、自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第己の名において行使することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の拒んだときは、むことができる。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務が弁済することができる。期において既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のないときは、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のでない。
-

มาตรา ๓๗๐
ถ้ สัญญ ต่ งตอบแทนมีวัตถุที่ประสงค์เป็ นก รก่อให้เกิดหรือโอนทรัพย์สิทธิในทรัพย์เฉพ ะสิ่ง
และทรัพย์น้ น
ั สูญหรือเสียห ยไปด้วยเหตุอย่ งใดอย่ งหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้มิได้ไซร้ ท่ นว่ ก รสูญ
หรือเสียห ยนั้นตกเป็ นพับแก่เจ้ หนี้
ถ้ ไม่ใช่ทรัพย์เฉพ ะสิ่ง ท่ นให้ใช้บทบัญญัตท
ิ ี่กล่ วม ในวรรคก่อนนี้บังคับแต่เวล ทีท
่ รัพย์น้ น
ั
กล ยเป็ นทรัพย์เฉพ ะสิ่งต มบทบัญญัติแห่งม ตร ๑๙๕ วรรค ๒ นั้นไป
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

[360 No.1]

Gr. Code (1898)

* 534

Miscellaneous

323

第 370 条
I. 特定した場合において、法律行為の性質によっても、また物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関する物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、また権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の設に持ち込まれた客の手荷物およびその他の財物について存在する。定した場合において、法律行為の性質によっても、またあるいは移転する。を請求することができる。その際、ある行為の双務契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的とし得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで
めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の帰することができない事由によって不能となったときは、この限りでに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって紛失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とし得ることもまた当然である。、また当然である。は損傷に由る損し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の紛失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とまた当然である。は損傷に由る損は、債
権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の帰する。
II. 不特定した場合において、法律行為の性質によっても、また物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関する契約の目的としたときに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついては、第 195 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 2 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが特定した場合において、法律行為の性質によっても、またし得ることもまた当然である。た当然である。時から、本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1
項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の適用する。
-

มาตรา ๓๗๑
บทบัญญัตท
ิ ี่กล่ วม ในม ตร ก่อนนั้น ท่ นมิให้ใช้บังคับถ้ เป็ นสัญญ ต่ งตอบแทนมีเงื่อนไข
บังคับก่อน และทรัพย์อันเป็ นวัตถุแห่งสัญญ นั้นสูญหรือทำ ล ยลงในระหว่ งที่เงื่อนไขยังไม่สำ เร็จ

ถ้ ทรัพย์น้ น
ั เสียห ยเพร ะเหตุอย่ งใดอย่ งหนึ่งอันจะโทษเจ้ หนี้มิได้ และเมื่อเงื่อนไขนั้นสำ เร็จ
แล้ว เจ้ หนี้จะเรียกให้ชำ ระหนี้โดยลดส่วนอันตนจะต้องชำ ระหนี้ตอบแทนนั้นลงหรือเลิกสัญญ นั้น
เสียก็ได้ แล้วแต่จะเลือก แต่ในกรณีที่ตน
้ เหตุเสียห ยเกิดเพร ะฝ่ ยลูกหนี้น้ น
ั ท่ นว่ ห กระทบ
กระทัง่ ถึงสิทธิของเจ้ หนี้ที่จะเรียกค่ สินไหมทดแทนไม่
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[325 par.1]

第一章 契約

第二節 契約の目的効力

第 371 条
I. 第 370 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、停止し、あるいは軽減しようとしなかったことに限定される場合であってもまた、条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。件付しなければならない。き双務契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。件未成就の間に紛失あるの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の間に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の紛失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とある
いは損傷に由る損し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、適用し得ることもまた当然である。ない。
II. その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでめに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の帰することができない事由によって不能となったときは、この限りでに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって損傷に由る損し得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のお
いて、条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。件が成就の間に紛失あるし得ることもまた当然である。た当然である。ときは、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の選択して履行するべきときは、そのに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者い、自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第らの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担すべき反対する意思表示によってこれを行使する。給付しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為の［第損傷に由る損に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の応じて行った葬式の費用について存在する。
じて］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者減しようとしなかったことに限定される場合であってもまた、じた当然である。上で、選択で契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。、また当然である。は解除権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。を請求することができる。その際、ある行為のすることができる。［第この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおい
て、］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでめに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の帰すべき事由によって不能となったときは、この限りでに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって損傷に由る損し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、損害賠償の請求を妨げない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の妨げない。げない。
-

มาตรา ๓๗๒
นอกจ กกรณีที่กล่ วไว้ในสองม ตร ก่อน ถ้ ก รชำ ระหนี้ตกเป็ นพ้นวิสัยเพร ะเหตุอย่ งใดอย่ ง
หนึ่งอันจะโทษฝ่ ยหนึ่งฝ่ ยใดก็ไม่ได้ไซร้ ท่ นว่ ลูกหนี้ห มีสิทธิจะรับชำ ระหนี้ตอบแทนไม่

ถ้ ก รชำ ระหนี้ตกเป็ นพ้นวิสัยเพร ะเหตุอย่ งใดอย่ งหนึ่งอันจะโทษเจ้ หนี้ได้ ลูกหนี้ก็ห เสียสิทธิ
ที่จะรับชำ ระหนี้ตอบแทนไม่ แต่ว่ ลูกหนี้ได้อะไรไว้เพร ะก รปลดหนี้ก็ดี หรือใช้คุณวุฒิคว มส ม รถ
ของตนเป็ นประก รอื่นเป็ นเหตุให้ได้อะไรม หรือแกล้งละเลยเสียไม่ขวนขว ยเอ อะไรที่ส ม รถจะ
ทำ ได้ก็ดี ม กน้อยเท่ ไร จะต้องเอ ม หักกับจำ นวนอันตนจะได้ร ับชำ ระหนี้ตอบแทน วิธีเดียวกันนี้
ท่ นให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่ก รชำ ระหนี้อน
ั ฝ่ ยหนึ่งยังค้ งชำ ระอยู่น้ น
ั ตกเป็ นพ้นวิสัย เพร ะพฤติก รณ์
อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ ยนั้นมิต้องรับผิดชอบ ในเวล เมื่ออีกฝ่ ยหนึ่งผิดนัดไม่ร ับชำ ระหนี้
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第 372 条
I. 第 370 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について第 371 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またする場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の除き、当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のいずれの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでめに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のも帰することができない事由によって不能となったときは、この限りで
に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって債務を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のすることができなくなった当然である。ときは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、反対する意思表示によってこれを行使する。給付しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為の受ける権利があを請求することができる。その際、ある行為の有する物し得ることもまた当然である。な
い。
II. 債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでめに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の帰すべき事由によって不能となったときは、この限りでに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって債務を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のすることができなくなった当然である。ときは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、反対する意思表示によってこれを行使する。
給付しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為の受ける権利があを請求することができる。その際、ある行為の失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とわない。この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第己の名において行使することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務を請求することができる。その際、ある行為の免れた当然である。ことに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって利があ益を与えてはならない。を請求することができる。その際、ある行為の
得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、また、また当然である。は自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第己の名において行使することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の技能のもの、または後に至って不能となっを請求することができる。その際、ある行為の［第債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者以て債務の履行とし得ることもまた当然である。外の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の振り以後、その物を当該債権債務関係の向けることによって利益を得、あるけることに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって利があ益を与えてはならない。を請求することができる。その際、ある行為の得ることもまた当然である。、ある
いは詐害の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意図をから、得ることもまた当然である。べきはずの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の故のために履行が不能となった場合も、また同様である。但し、意に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の得ることもまた当然である。なかった当然である。場合において、法律行為の性質によっても、または、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。度とし得ることもまた当然である。て、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の分を行うことを裁判所に請求することができる。を請求することができる。その際、ある行為の
自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第らが受けるべき反対する意思表示によってこれを行使する。給付しなければならない。から控除し得ることもまた当然である。なければならない。当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務が、他の全ての方に対する意思表示によってこれを行使する。当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の受領を拒んだときは、
遅滞の責を負う。中に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでめに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の帰すことができない事由によって不能となったときは、この限りでに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって履行を請求することができる。その際、ある行為のすることができなくなった当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またもま
た当然である。、同様ととする。
-

มาตรา ๓๗๓
คว มตกลงทำ ไว้ล่วงหน้ เป็ นข้อคว มยกเว้นมิให้ลูกหนี้ต้องรับผิดเพื่อกลฉ้อฉล หรือคว ม
ประม ทเลินเล่ออย่ งร้ ยแรงของตนนั้น ท่ นว่ เป็ นโมฆะ
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

[276 par.2]

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

* S.O.100 [=S.O.100 par.1]

第 373 条
［第契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の詐害の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意図をまた当然である。は重ねて遅延利息を請求することは、これを禁ずる。過失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこから免除するべき旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のを請求することができる。その際、ある行為の事前に］債務の弁済期がに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の合において、法律行為の性質によっても、また意
を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。ても、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のような合において、法律行為の性質によっても、また意は無くとも遅滞の責めを負う。履行に先立って告知を要する場合において、履行の期日がそ効とする。
-
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第一章 契約

第二節 契約の目的効力

มาตรา ๓๗๔
ถ้ คู่สัญญ ฝ่ ยหนึ่งทำ สัญญ ตกลงว่ จะชำ ระหนี้แก่บุคคลภ ยนอกไซร้ ท่ นว่ บุคคลภ ยนอกมี
สิทธิจะเรียกชำ ระหนี้จ กลูกหนี้โดยตรงก็ได้
ในกรณีดังกล่ วม ในวรรคต้นนั้น สิทธิของบุคคลภ ยนอกย่อมเกิดมีข้ น
ึ ตั้งแต่เวล ที่แสดงเจตน
แก่ลูกหนี้ว่ จะถือเอ ประโยชน์จ กสัญญ นั้น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

286

Gr. Code (1898)

* 537

Miscellaneous

[328 par.1]

第 374 条
I. 契約の目的としたときに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その方に対する意思表示によってこれを行使する。が第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。てある給付しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為のすることを請求することができる。その際、ある行為の約の目的としたときし得ることもまた当然である。た当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債務
者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て直接に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のする権利があを請求することができる。その際、ある行為の有する物する。
II. 本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の権利があは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て同項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ益を与えてはならない。を請求することができる。その際、ある行為の享受
する意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を請求することができる。その際、ある行為の表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。し得ることもまた当然である。た当然である。時に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の発生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをする。
-

มาตรา ๓๗๕
เมื่อสิทธิของบุคคลภ ยนอกได้เกิดมีข้ น
ึ ต มบทบัญญัติแห่งม ตร ก่อนแล้ว คู่สัญญ ห อ จจะ
เปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิน้ น
ั ในภ ยหลังได้ไม่
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

287

Gr. Code (1898)

* 538

Miscellaneous

[328 par.2]

第 375 条
第 374 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の権利があが発生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをし得ることもまた当然である。た当然である。後は、当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、これを請求することができる。その際、ある行為の変更に弁済をして自らが受けた損害を補填すべき旨を第三債務者し得ることもまた当然である。、また当然である。は消しを裁判所に請滅させるこ
とができない。
-

มาตรา ๓๗๖
ข้อต่อสู้อน
ั เกิดแต่มูลสัญญ ดังกล่ วม ในม ตร ๓๗๔ นั้น ลูกหนี้อ จจะยกขึ้นต่อสู้บุคคล
ภ ยนอกผู้จะได้ร ับประโยชน์จ กสัญญ นั้นได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 539

[334]

Miscellaneous

第 376 条
債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、第 374 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の契約の目的としたときに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづく抗弁を請求することができる。その際、ある行為のもって、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ益を与えてはならない。を請求することができる。その際、ある行為の受ける第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。抗することが
できる。
-
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第二章 契約

第三節 手付けおよび違約罰けおよび債務違約罰

หมวด ๓
第三節
-

มัดจำาและกำาหนดเบี้ยปรับ
手付けおよび違約罰けおよび債務違約罰

มาตรา ๓๗๗
เมื่อเข้ ทำ สัญญ ถ้ ได้ให้สิ่งใดไว้เป็ นมัดจำ ท่ นให้ถือว่ ก รที่ให้มัดจำ นั้นย่อมเป็ นพย นหลักฐ น
ว่ สัญญ นั้นได้ทำ กันขึ้นแล้ว อนึ่ง มัดจำ นี้ย่อมเป็ นประกันก รทีจ
่ ะปฏิบัติต มสัญญ นั้นด้วย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

[557]

Gr. Code (1898)

* 336

Miscellaneous

Jenk's 308 [; S.O.158]

第 377 条
契約の目的としたとき締結の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の際に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけらかの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが手付しなければならない。けとし得ることもまた当然である。て交付しなければならない。された当然である。ときは、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の手付しなければならない。けの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の交付しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為の、契約の目的としたとき成立って告知を要する場合において、履行の期日がその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
証することは妨げられない。拠として生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをと見なす。なす。また当然である。手付しなければならない。けは、契約の目的としたとき履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すとし得ることもまた当然である。ての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の有する物する。
-

มาตรา ๓๗๘
มัดจำ นั้น ถ้ มิได้ตกลงกันไว้เป็ นอย่ งอื่นท่ นให้เป็ นไปดัง่ จะกล่ วต่อไปนี้ คือ
(๑)

ให้ส่งคืน หรือจัดเอ เป็ นก รใช้เงินบ งส่วนในเมื่อชำ ระหนี้

(๒)

ให้ร ิบ ถ้ ฝ่ ยทีว่ งมัดจำ ละเลยไม่ชำ ระหนี้ หรือก รชำ ระหนี้ตกเป็ นพ้นวิสัยเพร ะพฤติก รณ์อันใดอันหนึ่งซึ่ง
ฝ่ ยนั้นต้องรับผิดชอบ หรือถ้ มีก รเลิกสัญญ เพร ะคว มผิดของฝ่ ยนั้น

(๓)

ให้ส่งคืน ถ้ ฝ่ ยที่ร ับมัดจำ ละเลยไม่ชำ ระหนี้ หรือก รชำ ระหนี้ตกเป็ นพ้นวิสัยเพร ะพฤติก รณ์อันใดอันหนึ่งซึ่ง
ฝ่ ยนี้ต้องรับผิดชอบ
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第 378 条
手付しなければならない。け［第の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の処置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないとき］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。ては、別段の合意がある場合にはその限りではない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の合において、法律行為の性質によっても、また意の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のない限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、次に掲げる者は、法の規定により当然に［債権者に］代位する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の掲げる者は、法の規定により当然に［債権者に］代位する。げる各号に従う。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者う。
(1) 契約の目的としたときが履行を請求することができる。その際、ある行為のされる場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、手付しなければならない。け交付しなければならない。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の充当し得ることもまた当然である。、また当然である。は［第この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者返還され、あるいは代替する。
(2) 手付しなければならない。け交付しなければならない。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第己の名において行使することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の怠っているがために、債権者の利益が害されるった当然である。場合において、法律行為の性質によっても、また、また当然である。はこの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでめに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の帰すべき事由によって不能となったときは、この限りでに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって
その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務が履行を請求することができる。その際、ある行為のできなくなり以後、その物を当該債権債務関係の、あるいは契約の目的としたとき自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第体のが解除された当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、［第受領を拒んだときは、者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者手付しなければならない。け
を請求することができる。その際、ある行為の没収することができる。
(3) 手付しなければならない。け受領を拒んだときは、者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第己の名において行使することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の怠っているがために、債権者の利益が害されるった当然である。場合において、法律行為の性質によっても、また、また当然である。はこの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでめに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の帰すべき事由によって不能となったときは、この限りでに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって
その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務が履行を請求することができる。その際、ある行為のできなくなった当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、手付しなければならない。けは［第交付しなければならない。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者返還され、あるいは代替する。
-

มาตรา ๓๗๙
ถ้ ลูกหนี้สัญญ แก่เจ้ หนี้ว่ จะใช้เงินจำ นวนหนึ่งเป็ นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำ ระหนี้ก็ดี หรือไม่ชำ ระ
หนี้ให้ถูกต้องสมควรก็ดี เมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ให้ร ิบเบี้ยปรับ ถ้ ก รชำ ระหนี้อันจะพึงทำ นั้นได้แก่งดเว้น
ก รอันใดอันหนึ่ง ห กทำ ก รอันนั้นฝ่ ฝื นมูลหนี้เมื่อใด ก็ให้ร ิบเบี้ยปรับเมื่อนั้น
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第二章 契約

第三節 手付けおよび違約罰けおよび債務違約罰

第 379 条
債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て、債務を請求することができる。その際、ある行為の［第全て整い、債権者の受く］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者履行を請求することができる。その際、ある行為のせず、あるいはその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の本旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者って履行を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。なかった当然である。場合において、法律行為の性質によっても、また
に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、一つのみを選択して履行するべきときは、その定した場合において、法律行為の性質によっても、また額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の金銭を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。うことを請求することができる。その際、ある行為の約の目的としたときし得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが履行を請求することができる。その際、ある行為の遅滞の責を負う。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の陥った場合もまた、［事後的った当然である。ときに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の違約の目的としたとき罰
が科せられる。不作為を内容とする債務の場合においては、債務者がその債務に反して行為したときせられる。不作為のを請求することができる。その際、ある行為の内に行使するべき場合において、選択権者がその期間容のうち、］たとえ一方のみであれその意思表示に従えとする債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の反し得ることもまた当然である。て行を請求することができる。その際、ある行為の為のし得ることもまた当然である。た当然である。とき
に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の違約の目的としたとき罰が科せられる。不作為を内容とする債務の場合においては、債務者がその債務に反して行為したときせられる。
-

มาตรา ๓๘๐
ถ้ ลูกหนี้ได้สัญญ ไว้ว่ จะให้เบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำ ระหนี้ เจ้ หนี้จะเรียกเอ เบี้ยปรับอันจะพึงริบ
นั้นแทนก รชำ ระหนี้ก็ได้ แต่ถ้ เจ้ หนี้แสดงต่อลูกหนี้ว่ จะเรียกเอ เบี้ยปรับฉะนั้นแล้ว ก็เป็ นอันข ด
สิทธิเรียกร้องชำ ระหนี้อีกต่อไป
ถ้ เจ้ หนี้มีสิทธิเรียกร้องค่ สินไหมทดแทนเพื่อก รไม่ชำ ระหนี้ จะเรียกเอ เบี้ยปรับอันจะพึงริบ
นั้นในฐ นเป็ นจำ นวนน้อยที่สุดแห่งค่ เสียห ยก็ได้ ก รพิสูจน์ค่ เสียห ยยิ่งกว่ นั้นท่ นก็อนุญ ตให้
พิสูจน์ได้
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第 380 条
I. 債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て、債務を請求することができる。その際、ある行為の［第全て整い、債権者の受く］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者履行を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。ない場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の違約の目的としたとき罰を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。うことを請求することができる。その際、ある行為の約の目的としたときし得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおい
て、［第現に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不履行を請求することができる。その際、ある行為のとなった当然である。ときに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。え債務て違約の目的としたとき罰の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。いを請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のするこ
とができる。［第この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て違約の目的としたとき罰を請求することができる。その際、ある行為の選択して履行するべきときは、そのする旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。
た当然である。時より以後、その物を当該債権債務関係の以て債務の履行とし得ることもまた当然である。降、重ねて遅延利息を請求することは、これを禁ずる。ねて債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることはできないもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとする。
II. 債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが債務不履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづく損害賠償の請求を妨げない。を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができるときは、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害賠償の請求を妨げない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の最
小限りではない。度額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。とし得ることもまた当然である。て、受けるべき違約の目的としたとき罰の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。いを請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる。［第この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、実に履行を提供しなけ際の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
損害額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。が］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の違約の目的としたとき罰の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の超えたとえ債務るときは、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第超えたと過する］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者損害額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の立って告知を要する場合において、履行の期日がそ証することは妨げられない。することが許されないが、債務者側から履行することは許されるものと推定さされる。
-

มาตรา ๓๘๑
ถ้ ลูกหนี้ได้สัญญ ไว้ว่ จะให้เบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำ ระหนี้ให้ถูกต้องสมควร เช่นว่ ไม่ชำ ระหนี้ตรง
ต มเวล ที่กำ หนดไว้เป็ นต้น นอกจ กเรียกให้ชำ ระหนี้ เจ้ หนี้จะเรียกเอ เบี้ยปรับอันจะพึงริบนั้นอีก
ด้วยก็ได้
ถ้ เจ้ หนี้มีสิทธิเรียกร้องค่ สินไหมทดแทนในมูลชำ ระหนี้ไม่ถูกต้องสมควร ท่ นให้บังคับต ม
บทบัญญัติแห่งม ตร ๒๘๐ วรรค ๒

ถ้ เจ้ หนี้ยอมรับชำ ระหนี้แล้ว จะเรียกเอ เบี้ยปรับได้ต่อเมื่อได้บอกสงวนสิทธิไว้เช่นนั้นในเวล
รับชำ ระหนี้
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第 381 条
I. 債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て、債務を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の定した場合において、法律行為の性質によっても、まためられた当然である。履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。なかった当然である。ときなど、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の本旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者っ
て履行を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。なかった当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の違約の目的としたとき罰を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。うことを請求することができる。その際、ある行為の約の目的としたときし得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、［第現に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のような不履行を請求することができる。その際、ある行為のとなっ
た当然である。ときは、］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の加している場合には、第三債務者の債務残額に関え債務て違約の目的としたとき罰の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。いもまた当然である。請求することができる。その際、ある行為のすることができる。
II. 債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の本旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者った当然である。履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のなされなかった当然である。ことに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづいて損害賠償の請求を妨げない。を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる
場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、第 380 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 2 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為のこれに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の適用する。
III. 債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが［第本旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者わぬ］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の受領を拒んだときは、の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の際に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、違約の目的としたとき罰の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。いを請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のする権利があ
― 72 ―
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を請求することができる。その際、ある行為の留保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すする旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のを請求することができる。その際、ある行為の債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の告することができる。げた当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の権利があを請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。することができる。
-

มาตรา ๓๘๒
ถ้ สัญญ ว่ จะทำ ก รชำ ระหนี้อย่ งอื่นให้เป็ นเบี้ยปรับ ไม่ใช่ใช้เป็ นจำ นวนเงินไซร้ ท่ นให้นำ
บทบัญญัติแห่งม ตร ๓๗๙ ถึง ๓๘๑ ม ใช้บังคับ แต่ถ้ เจ้ หนี้เรียกเอ เบี้ยปรับแล้วสิทธิเรียกร้อง
ค่ สินไหมทดแทนก็เป็ นอันข ดไป
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第 382 条
違約の目的としたとき罰とし得ることもまた当然である。て、一つのみを選択して履行するべきときは、その定した場合において、法律行為の性質によっても、また額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の金銭の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。い以て債務の履行とし得ることもまた当然である。外の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。が約の目的としたときされた当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、第 379 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。から第 380 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。までの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
規定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の適用する。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。［第この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては、］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは違約の目的としたとき罰の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。いを請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。ときは、［第重ねて遅延利息を請求することは、これを禁ずる。ね
て］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者損害賠償の請求を妨げない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為のすることができないもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとする。
-

มาตรา ๓๘๓
ถ้ เบี้ยปรับที่ร ิบนั้นสูงเกินส่วน ศ ลจะลดลงเป็ นจำ นวนพอสมควรก็ได้ ในก รที่จะวินิจฉัยว่
สมควรเพียงใดนั้น ท่ นให้พิเคร ะห์ถึงท งได้เสียของเจ้ หนี้ทุกอย่ งอันชอบด้วยกฎหม ย ไม่ใช่แต่
เพียงท งได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินต มเบี้ยปรับแล้วสิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็ นอันข ดไป
นอกจ กกรณีที่กล่ วไว้ในม ตร ๓๗๙ และ ๓๘๒ ท่ นให้ใช้วิธีเดียวกันนี้บังคับ ในเมื่อบุคคล
สัญญ ว่ จะให้เบี้ยปรับเมื่อตนกระทำ หรืองดเว้นกระทำ ก รอันหนึ่งอันใดนั้นด้วย
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第 383 条
I. 支払うことを要しない。うべき違約の目的としたとき罰が不相応じて行った葬式の費用について存在する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の高額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。なときは、裁判所に請求することは、これを請求することができる。その際、ある行為の相当な金額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。まで減しようとしなかったことに限定される場合であってもまた、じることができる。
この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の相当性の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の判定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、単に、通常では起こり得ない甚大な損害が生じる虞のあることを債務者がなる経済することができる。的利があ害の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみならず、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のあらゆる正当な利があ害を請求することができる。その際、ある行為の斟酌しなけれし得ることもまた当然である。なけれ
ばならない。［第但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者一つのみを選択して履行するべきときは、その度支払うことを要しない。われた当然である。違約の目的としたとき罰は、これを請求することができる。その際、ある行為の［第改によって消滅したものとする。めて］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者減しようとしなかったことに限定される場合であってもまた、額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。するよう請求することができる。その際、ある行為のすることはで
きないもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとする。
II. 第 379 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について第 382 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の加している場合には、第三債務者の債務残額に関え債務、何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけらかの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の作為のあるいは不作為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の違約の目的としたとき罰を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。うことが
約の目的としたときされた当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またもまた当然である。、［第本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者と］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者同様ととする。
-

มาตรา ๓๘๔
ถ้ ก รชำ ระหนี้ต มที่สัญญ ไว้น้ น
ั ไม่สมบูรณ์ ก รที่ตกลงกันด้วยข้อเบี้ยปรับในก รไม่ปฏิบัติต ม
สัญญ นั้นก็ย่อมไม่สมบูรณ์ดุจกัน แม้ถึงคู่กรณีจะได้รู้ว่ ข้อสัญญ นั้นไม่สมบูรณ์
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第 384 条
約の目的としたときされた当然である。通り以後、その物を当該債権債務関係のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。が［第＝ある給付しなければならない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の約の目的としたとき束する。が、何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけらかの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の事由によって不能となったときは、この限りでで］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじないときは、た当然である。とえ債務当事
者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の双方に対する意思表示によってこれを行使する。が［第約の目的としたとき束する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の当時］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のことを請求することができる。その際、ある行為の知しなければならない。っていた当然である。とし得ることもまた当然である。ても、不履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の際に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の違約の目的としたとき罰を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。うべき旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の合において、法律行為の性質によっても、また意
もまた当然である。当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の効力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじない。
-
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第二章 契約

第三節 手付けおよび違約罰けおよび債務違約罰

มาตรา ๓๘๕
ถ้ ลูกหนี้โต้แย้งก รริบเบี้ยปรับโดยอ้ งเหตุว่ ตนได้ชำ ระหนี้แล้วไซร้ ท่ นว่ ลูกหนี้จะต้องพิสูจน์
ก รชำ ระหนี้ เว้นแต่ก รชำ ระหนี้อันตนจะต้องทำ นั้นเป็ นก รให้งดเว้นก รอันใดอันหนึ่ง
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第 385 条
債務を請求することができる。その際、ある行為の完済することができる。し得ることもまた当然である。た当然である。ことを請求することができる。その際、ある行為の理由によって不能となったときは、この限りでとし得ることもまた当然である。て違約の目的としたとき罰の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の妥当性を請求することができる。その際、ある行為の争いがあるときは、早期におうとするときは、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第己の名において行使することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の立って告知を要する場合において、履行の期日がそ
証することは妨げられない。し得ることもまた当然である。なければならない。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務が不作為のを請求することができる。その際、ある行為の内に行使するべき場合において、選択権者がその期間容のうち、］たとえ一方のみであれその意思表示に従えとするときは、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
-
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第二章 契約

第四節 契約の目的解除

หมวด ๔
第四節
-

เลิกสัญญา
契約の目的解除

มาตรา ๓๘๖
ถ้ คู่สัญญ ฝ่ ยหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญ โดยข้อสัญญ หรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหม ย ก รเลิก
สัญญ เช่ นั้นย่อมทำ ด้วยแสดงเจตน แก่อีกฝ่ ยหนึ่ง
แสดงเจตน ดังกล่ วม ในวรรคก่อนนั้น ท่ นว่ ห อ จจะถอนได้ไม่
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第 386 条
I. 契約の目的としたとき又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思は法律の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その方に対する意思表示によってこれを行使する。が解除権を請求することができる。その際、ある行為の有する物するときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の解除は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物
表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよってこれを請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為のう。
II. 本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。は、撤回することができない。
-

มาตรา ๓๘๗
ถ้ คู่สัญญ ฝ่ ยหนึ่งไม่ชำ ระหนี้ อีกฝ่ ยหนึ่งจะกำ หนดระยะเวล พอสมควร แล้วบอกกล่ วให้ฝ่ ย
นั้นชำ ระหนี้ภ ยในระยะเวล นั้นก็ได้ ถ้ และฝ่ ยนั้นไม่ชำ ระหนี้ภ ยในระยะเวล ที่กำ หนดให้ไซร้ อีก
ฝ่ ยหนึ่งจะเลิกสัญญ เสียก็ได้
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第 387 条
当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その方に対する意思表示によってこれを行使する。がその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債務を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。ない場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。が相当の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既間を請求することができる。その際、ある行為の定した場合において、法律行為の性質によっても、まためてその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の催告することができる。を請求することができる。その際、ある行為の
し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既間内に行使するべき場合において、選択権者がその期間に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のがないときは、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。は、契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の解除を請求することができる。その際、ある行為のすることができる。
-

มาตรา ๓๘๘
ถ้ วัตถุที่ประสงค์แห่งสัญญ นั้น ว่ โดยสภ พหรือโดยเจตน ที่คู่สัญญ ได้แสดงไว้ จะเป็ นผล
สำ เร็จได้ก็แต่ด้วยก รชำ ระหนี้ ณ เวล มีกำ หนดก็ดี หรือภ ยในระยะเวล อันใดอันหนึ่งซึ่งกำ หนดไว้
ก็ดี และกำ หนดเวล หรือระยะเวล นั้นได้ล่วงพ้นไปโดยฝ่ ยใดฝ่ ยหนึ่งมิได้ชำ ระหนี้ไซร้ ท่ นว่ อีก
ฝ่ ยหนึ่งจะเลิกสัญญ นั้นเสียก็ได้ มิพักต้องบอกกล่ วดัง่ ว่ ไว้ในม ตร ก่อนนั้นเลย
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第 388 条
契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の性質によっても、またあるいは当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の、特定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の日が暦に従って確定されている場合において、その期日到来後も履行しないときは、債務者時また当然である。は一つのみを選択して履行するべきときは、その定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既間内に行使するべき場合において、選択権者がその期間に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。なければ契
約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的を請求することができる。その際、ある行為の達をなお期待しすることができない場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その方に対する意思表示によってこれを行使する。が履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。ないでその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の時期において既を請求することができる。その際、ある行為の経過し得ることもまた当然である。た当然である。
ときは、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。は、第 387 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の催告することができる。を請求することができる。その際、ある行為のすることなく、直ちに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の解除を請求することができる。その際、ある行為のすることができる。
-
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第二章 契約

第四節 契約の目的解除

มาตรา ๓๘๙
ถ้ ก รชำ ระหนี้ท้ งั หมดหรือแต่บ งส่วนกล ยเป็ นพ้นวิสัยเพร ะเหตุอย่ งใดอย่ งหนึ่งอันจะโทษลูก
หนี้ได้ไซร้ เจ้ หนี้จะเลิกสัญญ นั้นเสียก็ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 543

325 [=325 par.1], 326

Miscellaneous

第 389 条
履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の全て整い、債権者の受部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっまた当然である。は一つのみを選択して履行するべきときは、その部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっが、債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでめに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の帰すべき事由によって不能となったときは、この限りでに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって不能のもの、または後に至って不能となっとなった当然である。ときは、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、契
約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の解除を請求することができる。その際、ある行為のすることができる。
-

มาตรา ๓๙๐
ถ้ ในสัญญ ใดคู่สัญญ เป็ นบุคคลหล ยคนด้วยกันอยู่ข้ งหนึ่งหรืออีกข้ งหนึ่ง ท่ นว่ จะใช้สิทธิ
เลิกสัญญ ได้ก็แต่เมื่อบุคคลเหล่ นั้นทั้งหมดรวมกันใช้ ทั้งใช้ต่อบุคคลเหล่ นั้นรวมหมดทุกคนด้วย
ถ้ สิทธิเลิกสัญญ อันมีแก่บุคคลหนึ่งในจำ พวกทีม
่ ีสิทธิน้ น
ั เป็ นอันระงับสิ้นไปแล้ว สิทธิเลิกสัญญ อัน
มีแก่คนอื่นๆก็ยอ
่ มระงับสิ้นไปด้วย
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第 390 条
当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その方に対する意思表示によってこれを行使する。あるいは他の全ての方に対する意思表示によってこれを行使する。が数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、その人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の個人より以後、その物を当該債権債務関係のなる場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の解除は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の全て整い、債権者の受員が共同し得ることもまた当然である。ての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
み、あるいはその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の全て整い、債権者の受員に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。ての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみ、することができる。解除権を請求することができる。その際、ある行為の有する物する当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のうちの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のつい
てその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の解除権が消しを裁判所に請滅し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついてもまた当然である。当然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の消しを裁判所に請滅する。
-

มาตรา ๓๙๑
เมื่อคู่สัญญ ฝ่ ยหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญ แล้ว คู่สัญญ แต่ละฝ่ ย จำ ต้องให้อีกฝ่ ยหนึ่งได้กลับคืน
สู่ฐ นะดัง่ ที่เป็ นอยู่เดิม แต่ท้ งั นี้จะให้เป็ นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภ ยนอกห ได้ไม่
ส่วนเงินอันจะต้องใช้คน
ื ในกรณีดัง่ กล่ วม ในวรรคต้นนั้น ท่ นให้บวกดอกเบี้ยเข้ ด้วย คิดตั้งแต่
เวล ที่ได้ร ับไว้

ส่วนที่เป็ นก รง นอันได้กระทำ ให้ และเป็ นก รยอมให้ใช้ทรัพย์น้ น
ั ก รที่จะชดใช้คืน ท่ นให้ทำ ได้
ด้วยใช้เงินต มควรค่ แห่งก รนั้นๆ หรือถ้ ในสัญญ มีกำ หนดว่ ให้ใช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ต มนั้น
ก รใช้สิทธิเลิกสัญญ นั้น ห กระทบกระทัง่ ถึงสิทธิเรียกร้องค่ เสียห ยไม่
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第 391 条
I. 当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その方に対する意思表示によってこれを行使する。がその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の解除権を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、各当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の相手方に対する意思表示によってこれを行使する。を請求することができる。その際、ある行為の原状に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の復させる義務を負させる義務を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りで
う。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の権利があを請求することができる。その際、ある行為の害することはできない。
II. 本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、金銭を請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替するべきときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の受領を拒んだときは、の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の時から利があ息を請求することができる。その際、ある行為の付しなければならない。さなければなら
ない。
III. ［第当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の一つのみを選択して履行するべきときは、その方に対する意思表示によってこれを行使する。が相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者労働へ従事し、または物の用益を許諾した場合においては、そのへ従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者事し得ることもまた当然である。、また当然である。は物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の用益を与えてはならない。を請求することができる。その際、ある行為の許されないが、債務者側から履行することは許されるものと推定さ諾したときは、その給付により［債権者および債務者間の］事案は終了する。但し得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
原状回復させる義務を負とし得ることもまた当然である。て、相当の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の報酬の請求権について存在する。但しその額は、事務員あるいは奉公人一人にを請求することができる。その際、ある行為の金銭で支払うことを要しない。わなければならい。なお、契約の目的としたときに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて［第一つのみを選択して履行するべきときは、その定した場合において、法律行為の性質によっても、また額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者金銭
― 76 ―
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の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。いを請求することができる。その際、ある行為の以て債務の履行とし得ることもまた当然である。て反対する意思表示によってこれを行使する。給付しなければならない。とする旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のが定した場合において、法律行為の性質によっても、まためられているときは、それに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者う。
IV. 解除権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。は、損害賠償の請求を妨げない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の妨げない。げない。
-

มาตรา ๓๙๒
ก รชำ ระหนี้ของคู่สัญญ อันเกิดแต่ก รเลิกสัญญ นั้น ให้เป็ นไปต มบทบัญญัติแห่งม ตร ๓๖๙
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第 392 条
契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の解除より以後、その物を当該債権債務関係の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじる債務は、第 369 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者ってこれを請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。なければならない。
-

มาตรา ๓๙๓
ถ้ มิได้กำ หนดระยะเวล ไว้ให้ใช้สิทธิเลิกสัญญ คู่สัญญ อีกฝ่ ยหนึ่งจะกำ หนดระยะเวล พอ
สมควร แล้วบอกกล่ วให้ฝ่ ยทีม
่ ีสิทธิเลิกสัญญ นั้นแถลงให้ทร บภ ยในระยะเวล นั้นก็ได้ ว่ จะเลิก
สัญญ หรือห ไม่ ถ้ มิได้ร ับคำ บอกกล่ วเลิกสัญญ ภ ยในระยะเวล นั้น สิทธิเลิกสัญญ ก็เป็ นอัน
ระงับสิ้นไป
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第 393 条
解除権の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて期において既間の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の定した場合において、法律行為の性質によっても、まためがないときは、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。は、解除権を請求することができる。その際、ある行為の有する物する者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。、相当の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既間を請求することができる。その際、ある行為の
定した場合において、法律行為の性質によっても、まためて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既間内に行使するべき場合において、選択権者がその期間に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の解除を請求することができる。その際、ある行為のするかどうかを請求することができる。その際、ある行為の確答すべき旨の催告をすることができる。この場合におすべき旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の催告することができる。を請求することができる。その際、ある行為のすることができる。この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のお
いて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既間内に行使するべき場合において、選択権者がその期間に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の解除の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通知しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為の受けないときは、解除権は消しを裁判所に請滅する。
-

มาตรา ๓๙๔
ถ้ ทรัพย์อันเป็ นวัตถุแห่งสัญญ นั้นบุบสล ยไปในส่วนสำ คัญเพร ะก รกระทำ หรือเพร ะคว มผิด
ของบุคคลผู้มีสิทธิเลิกสัญญ ก็ดี หรือบุคคลนั้นได้ทำ ให้ก รคืนทรัพย์กล ยเป็ นพ้นวิสัยก็ดี
เปลี่ยนแปลงทรัพย์น้ น
ั ให้ผิดแผกไปเป็ นอย่ งอื่นด้วยประกอบขึ้นหรือดัดแปลงก็ดี ท่ นว่ สิทธิเลิก
สัญญ นั้นก็เป็ นอันระงับสิ้นไป
แต่ถ้ ทรัพย์อันเป็ นวัตถุแห่งสัญญ ได้สูญห ย หรือบุบสล ยไปโดยปร ศจ กก รกระทำ หรือคว ม
ผิดของบุคคลผู้มีสิทธิเลิกสัญญ ไซร้ สิทธิเลิกสัญญ นั้นก็ห ระงับสิ้นไปไม่
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第 394 条
I. 解除権を請求することができる。その際、ある行為の有する物する者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが、自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第己の名において行使することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の為のもし得ることもまた当然である。くは過失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって、契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の要なあらゆる行為を完了し、または債権者素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅したものとする。部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっ分を行うことを裁判所に請求することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて損傷に由る損
し得ることもまた当然である。、あるいは返還され、あるいは代替することができなくなった当然である。とき、また当然である。は、加している場合には、第三債務者の債務残額に関工もし得ることもまた当然である。くは改によって消滅したものとする。造によってこれを他の種に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよってこれを請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の種
類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の変え債務た当然である。ときは、解除権は消しを裁判所に請滅するもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとする。
II. 契約の目的としたときの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが解除権を請求することができる。その際、ある行為の有する物する者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の為のまた当然である。は過失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよらないで滅失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とし得ることもまた当然である。、また当然である。は損傷に由る損し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、解
除権は消しを裁判所に請滅し得ることもまた当然である。ない。
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ลักษณะ ๓ จัดการงานนอกสั่ง
第三章
-

事務管理

มาตรา ๓๙๕
บุคคลใดเข้ ทำ กิจก รแทนผู้อ่ น
ื โดยเข มิได้ว่ ข นว นใช้ให้ทำ ก็ดี หรือโดยมิได้มีสิทธิที่จะทำ ก ร
ง นนั้นแทนผู้อ่ น
ื ด้วยประก รใดก็ดี ท่ นว่ บุคคลนั้นจะต้องจัดก รง นไปในท งที่จะให้สมประโยชน์
ของตัวก ร ต มคว มประสงค์อน
ั แท้จริงของตัวก ร หรือต มที่จะพึงสันนิษฐ นได้ว่ เป็ นคว ม
ประสงค์ของตัวก ร
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

154, 156

Gr. Code (1898)

* 677

697

Miscellaneous

[S.O.419]

第 395 条
委任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の方に対する意思表示によってこれを行使する。式の費用に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよる権限りではない。もなく、他の全ての人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の事務を請求することができる。その際、ある行為の管理する者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、本人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の真実に履行を提供しなけの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物あるいは
それと推知しなければならない。され得ることもまた当然である。る意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者い、本人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ益を与えてはならない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の適合において、法律行為の性質によっても、またする方に対する意思表示によってこれを行使する。法に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の事務を請求することができる。その際、ある行為の管理し得ることもまた当然である。なければな
らない。
-

มาตรา ๓๙๖
ถ้ ก รที่เข้ จัดก รง นนั้น เป็ นก รขัดกับคว มประสงค์อน
ั แท้จริงของตัวก รก็ดี หรือขัดกับคว ม
ประสงค์ต มที่จะพึงสันนิษฐ นได้ก็ดี และผู้จัดก รก็ควรจะได้รู้สึกเช่นนั้นแล้วด้วยไซร้ ท่ นว่ ผู้
จัดก รจำ ต้องใช้ค่ สินไหมทดแทนให้แก่ตัวก รเพื่อคว มเสียห ยอย่ งใดๆ อันเกิดแต่ที่ได้เข้ จัดก ร
นั้น แม้ท้ งั ผู้จัดก รจะมิได้มค
ี ว มผิดประก รอื่น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

158

Gr. Code (1898)

* 678

702 par.3

Miscellaneous

[S.O.420 par.3]

第 396 条
本人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の真実に履行を提供しなけの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物あるいはそれと推知しなければならない。され得ることもまた当然である。る意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の反し得ることもまた当然である。て事務管理が行を請求することができる。その際、ある行為のわれ、管理者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第身に専属する事もその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のこ
とを請求することができる。その際、ある行為の認められるときは、その当事者に支払うべき損害賠償の範囲は、事情全体の総合判断、なかんず識ある個人が自らの財産を管理するのと同様の注意し得ることもまた当然である。ていた当然である。であろうときは、管理者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の事務管理に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。損害を請求することができる。その際、ある行為の、た当然である。とえ債務その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
点より以後、その物を当該債権債務関係のでは何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけらの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこも負うべき事由によって不能となったときは、この限りでわない場合において、法律行為の性質によっても、またであっても、本人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。し得ることもまた当然である。なければならない。
-

มาตรา ๓๙๗
ถ้ ผู้จัดก รทำ กิจอันใดซึ่งเป็ นหน้ ที่บังคับให้ตัวก รทำ เพื่อส ธ รณประโยชน์ก็ดี หรือเป็ นหน้ ที่
ต มกฎหม ยที่จะบำ รุงรักษ ผู้อ่ น
ื ก็ดี และห กผู้จัดก รมิได้เข้ ทำ แล้ว กิจอันนั้นจะไม่สำ เร็จภ ยใน
เวล อันควรไซร้ ก รที่ได้ทำ ขัดกับคว มประสงค์ของตัวก รเช่นนั้น ท่ นมิให้ยกขึ้นเป็ นข้อวินิจฉัย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

159

Gr. Code (1898)

* 679

Miscellaneous

第 397 条
た当然である。とえ債務事務管理が本人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の反する場合において、法律行為の性質によっても、またであっても、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の事実に履行を提供しなけは、もし得ることもまた当然である。事務管理が行を請求することができる。その際、ある行為のわれなった当然である。な
ら、公共の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ益を与えてはならない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の要なあらゆる行為を完了し、または債権者請に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよる本人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の義務あるいは法定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の扶養するべき同居親族、およ義務が適時に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のされなかった当然である。であろう
ときは、これを請求することができる。その際、ある行為の斟酌しなけれし得ることもまた当然である。ない。
-
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มาตรา ๓๙๘
ถ้ ผู้จัดก รทำ กิจอันใดเพื่อประสงค์จะปั ดป้ องอันตร ยอันมีม ใกล้ตัวก ร จะเป็ นภัยแก่ตัวก็ดี แก่
ชื่อเสียงก็ดี หรือแก่ทรัพย์สินก็ดี ท่ นว่ ผู้จัดก รต้องรับผิดชอบแต่เพียงที่จงใจทำ ผิด หรือที่เป็ น
คว มประม ทเลินเล่ออย่ งร้ ยแรงเท่ นั้น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

160

Gr. Code (1898)

680

* 698

Miscellaneous

[S.O.420 par.2]

第 398 条
本人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の身に専属する事体の、名において行使することができる。誉または財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、管理者また当然である。は財産から債務の弁済を受ける権利を有する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、管理者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の危害を請求することができる。その際、ある行為の免れさせるた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の事務管理を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。ときは、管理者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
は、故のために履行が不能となった場合も、また同様である。但し、意および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について重ねて遅延利息を請求することは、これを禁ずる。大な損害が生じる虞のあることを債務者がな過失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。ての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみ、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう。
-

มาตรา ๓๙๙
ผู้จัดก รต้องบอกกล่ วแก่ตัวก รโดยเร็วที่สุดที่จะทำ ได้ว่ ตนได้เข้ จัดก รง นแทน และต้องรอฟั ง
คำ วินิจฉัยของตัวก ร เว้นแต่ภัยจะมีข้ น
ึ เพร ะก รที่หน่วงเนิ่นไว้ นอกจ กนี้ท่ นให้นำ บทบัญญัติแห่ง
ม ตร ๘๐๙ ถึง ๘๑๑ อันบังคับแก่ตัวแทนนั้นม ใช้บังคับแก่หน้ ที่ของผู้จัดก รด้วยโดยอนุโลม
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

155, 164, 167

Gr. Code (1898)

699, 701

Miscellaneous

* [681]

第 399 条
管理者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、事務管理を請求することができる。その際、ある行為の［第本人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者代えることができる。わって開始まった場合には、これを適用しない。し得ることもまた当然である。た当然である。ことを請求することができる。その際、ある行為の、できる限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の早急に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の本人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の通知しなければならない。し得ることもまた当然である。なければ
ならず、また当然である。、［第事務管理が］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者遅延し得ることもまた当然である。ても危険を債務者に警告しなかったこと、またがない限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、本人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の判断を請求することができる。その際、ある行為の待たずに］直ちに債務を履行た当然である。なければならない。こ
れに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の加している場合には、第三債務者の債務残額に関え債務、委任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関する第 809 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。ないし得ることもまた当然である。第 811 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の管理者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の義務に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のつき準用する。
-

มาตรา ๔๐๐
ถ้ ผู้จัดก รเป็ นผู้ไร้คว มส ม รถ ท่ นว่ จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงต มบทบัญญัตวิ ่ ด้วยค่
สินไหมทดแทนเพื่อละเมิด และว่ ด้วยก รคืนล ภมิควรได้เท่ นั้น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

* 682

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

[S.O.421]

第 400 条
管理者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが行を請求することができる。その際、ある行為の為の無くとも遅滞の責めを負う。履行に先立って告知を要する場合において、履行の期日がそ能のもの、または後に至って不能となっ力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様と者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第＝禁ずる。治産から債務の弁済を受ける権利を有する。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のときは、不法行を請求することができる。その際、ある行為の為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづく損害賠償の請求を妨げない。責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこおよび債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について不当利があ得ることもまた当然である。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の返
還され、あるいは代替義務に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関する規定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよっての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみ、責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう。
-

มาตรา ๔๐๑
ถ้ ก รที่เข้ จัดก รง นนั้นเป็ นก รสมประโยชน์ของตัวก รและต้องต มคว มประสงค์อันแท้จริง
ของตัวก ร หรือคว มประสงค์ต มที่จะพึงสันนิษฐ นได้น้ น
ั ไซร้ ท่ นว่ ผู้จัดก รจะเรียกให้ชดใช้เงิน
อันตนได้ออกไปคืนแก่ตนเช่นอย่ งตัวแทนก็ได้ และบทบัญญัติม ตร ๘๑๖ วรรค ๒ นั้น ท่ นก็ให้
นำ ม ใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
อนึ่ง ในกรณีที่กล่ วม ในม ตร ๓๙๗ นั้น แม้ถึงว่ ที่เข้ จัดก รง นนั้นจะเป็ นก รขัดกับคว ม
ประสงค์ของตัวก รก็ดี ผ้จ
ู ัดก รก็ยงั คงมีสิทธิเรียกร้องเช่นนั้นอยู่
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第三章 事務管理
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

[162]

Gr. Code (1898)

* [683]

[702 par.1, 2]

Miscellaneous

[S.O.422]

第 401 条
I. 事務管理が本人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ益を与えてはならない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の合において、法律行為の性質によっても、また致し、且つ本人の真実の意思あるいはそれと推知され得る意思に即するもし得ることもまた当然である。、且つ、将来のために適当な処分を行うことを裁判所に請求することができる。つ本人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の真実に履行を提供しなけの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物あるいはそれと推知しなければならない。され得ることもまた当然である。る意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の即ち、通常の状態において、債務不履行の結果、当然に生ずる損害の賠償を請求するも
の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のであるときは、管理者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、代えることができる。理人［第＝受任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこ者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者と同様とに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第己の名において行使することができる。が負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担し得ることもまた当然である。た当然である。費用の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の償の請求を妨げない。還され、あるいは代替を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のするこ
とができる。この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては、第 816 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 2 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、また［第委任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこ者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する義務履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者を請求することができる。その際、ある行為の準用
する。
II. 事務管理がた当然である。とえ債務本人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の反するもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のであっても、第 397 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またする場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては、管理者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
はなお、費用の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の償の請求を妨げない。還され、あるいは代替を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる。
-

มาตรา ๔๐๒
ถ้ เงื่อนไขดัง่ ว่ ม ในม ตร ก่อนนั้นมิได้มี ท่ นว่ ตัวก รจำ ต้องคืนสิ่งทั้งหล ยบรรด ที่ได้ม เพร ะ
เข เข้ จัดก รง นนั้นให้แก่ผู้จัดก ร ต มบทบัญญัติว่ ด้วยก รคืนล ภมิควรได้
ถ้ ตัวก รให้สัตย บันแก่ก รที่จัดทำ นั้น ท่ นให้นำ บทบัญญัติท้ งั หล ยแห่งประมวลกฎหม ยนี้ว่
ด้วยตัวแทนม ใช้บังคับ แล้วแต่กรณี
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

161 [=161 No.3], 152 [??], [165, 166], 170

Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 684

Miscellaneous

S.O. [423], 424

第 402 条
I. 第 401 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またされた当然である。要なあらゆる行為を完了し、または債権者件が満た当然である。されない場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、本人は、不当利があ得ることもまた当然である。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関する規定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者い、
事務管理の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の結果受け取った当然である。全て整い、債権者の受ての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の、管理者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の引き渡しがき渡しがさなければならない。
II. 本人が事務管理を請求することができる。その際、ある行為の追認められるときは、その当事者に支払うべき損害賠償の範囲は、事情全体の総合判断、なかんずし得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の時々の債権額のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の事案は終了する。但に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者い、代えることができる。理人［第＝委任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこ］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関する本法典その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規
定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の準用する。
-

มาตรา ๔๐๓
ถ้ ผู้จัดก รมิได้มีบุรพเจตน จะเรียกให้ตัวก รชดใช้คืน ผู้จัดก รก็ย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องเช่นนั้น

ก รที่บิด รม รด ป่ ย
ู ่ ต ย ย บำ รุงรักษ ผู้สืบสันด นเป็ นท งอุปก ระก็ดี หรือกลับกันเป็ นท ง
ปฏิก ระก็ดี เมื่อกรณีเป็ นที่สงสัยท่ นให้สันนิษฐ นไว้ก่อนว่ ไม่มีเจตน จะเรียกให้ผู้ร ับประโยชน์
ชดใช้คืน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

163 [??]

Gr. Code (1898)

* 685

Miscellaneous

第 403 条
I. 管理者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の本人から費用の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の償の請求を妨げない。還され、あるいは代替を請求することができる。その際、ある行為の求することができる。その際、ある行為のめる意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物が初めからこれのみが［当該債権債務関係の］目的物であっめからないときは、管理人は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の権利があを請求することができる。その際、ある行為の有する物し得ることもまた当然である。ない。
II. 父母あるいは祖父母が慈悲心からその直系卑属を扶養する場合、またはその逆に恩返しとして、後者あるいは祖父母あるいは祖父母が慈悲心からその直系卑属を扶養する場合、またはその逆に恩返しとして、後者が慈悲心からその直系卑属を扶養する場合、またはその逆に恩返しとして、後者からその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の直系卑属する。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。を請求することができる。その際、ある行為の扶養するべき同居親族、およする場合において、法律行為の性質によっても、また、また当然である。はその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の逆に恩返しとして、後者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の恩返し得ることもまた当然である。とし得ることもまた当然である。て、後者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
が前に］債務の弁済期が者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の扶養するべき同居親族、およする場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、なお疑念の余地があるときは、各債務者は平等の割合についてのみ債務をの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の余の給付のみに限定して存在する。但し、地に行われる為替相場に従う。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の残る限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の償の請求を妨げない。還され、あるいは代替を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のする意思によってもその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物はない
もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと推定した場合において、法律行為の性質によっても、またする。
-

มาตรา ๔๐๔
ถ้ ผู้จัดก รทำ แทนผู้หนึ่งโดยสำ คัญว่ ทำ แทนผู้อ่ น
ื อีกคนหนึ่งไซร้ ท่ นว่ ผู้เป็ นตัวก รคนก่อนผู้
เดียวมีสิทธิและหน้ ที่อน
ั เกิดแต่ก รทีไ่ ด้จัดทำ ไปนั้น
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第三章 事務管理
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

* 169

Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

686

Miscellaneous

第 404 条
管理者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが他の全ての人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の事務を請求することができる。その際、ある行為の管理するに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の当た当然である。って、［第その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全ての人とは］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者別の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の為のし得ることもまた当然である。ていると信じて
いた当然である。ときは、前に］債務の弁済期が者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第を請求することができる。その際、ある行為の実に履行を提供しなけ際の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の本人とし得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみが事務管理から生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじる権利があを請求することができる。その際、ある行為の得ることもまた当然である。、義務を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう。
-

มาตรา ๔๐๕
บทบัญญัตท
ิ ้ งั หล ยที่กล่ วม ในสิบม ตร ก่อนนั้น ท่ นมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่บุคคลหนึ่งเข้
ทำ ก รง นของผู้อ่ น
ื โดยสำ คัญว่ เป็ นก รง นของตนเอง

ถ้ บุคคลใดถือเอ กิจก รของผู้อ่ น
ื ว่ เป็ นของตนเอง ทั้งที่รู้แล้วว่ ตนไม่มีสิทธิจะทำ เช่นนั้นไซร้
ท่ นว่ ตัวก รจะใช้สิทธิเรียกร้องบังคับโดยมูลดัง่ บัญญัติไว้ในม ตร ๓๙๕, ๓๙๖, ๓๙๙ และ ๔๐๐
นั้นก็ได้ แต่เมื่อได้ใช้สิทธิดงั ่ ว่ ม นี้แล้ว ตัวก รจะต้องรับผิดต่อผู้จัดก รดัง่ บัญญัติไว้ในม ตร ๔๐๒
วรรค ๑
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第 405 条
I. ある者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが他の全ての人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の事務を請求することができる。その際、ある行為の自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第己の名において行使することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと信じつつ管理し得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、第 395 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。ないし得ることもまた当然である。第 404 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、
これを請求することができる。その際、ある行為の適用し得ることもまた当然である。ない。
II. ある者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが他の全ての人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の事務を請求することができる。その際、ある行為の、自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第分を行うことを裁判所に請求することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の権限りではない。がないことを請求することができる。その際、ある行為の知しなければならない。っていながら、自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第分を行うことを裁判所に請求することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとし得ることもまた当然である。て管理し得ることもまた当然である。た当然である。と
きは、本人は、第 395 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。、第 396 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。、第 399 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。、および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について第 402 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづく請求することができる。その際、ある行為の権を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。することができ
る。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、これらの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為の権を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。するときは、本人は、管理者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て第 402 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづく義務
を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう。
-
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第四章 不当利得

ลักษณะ ๔ ลาภมิควรได้
第四章
-

不当利得

มาตรา ๔๐๖
บุคคลใดได้ม ซึ่งทรัพย์สิ่งใด เพร ะก รที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระทำ เพื่อชำ ระหนี้ก็ดี หรือได้ม ด้วย
ประก รอื่นก็ดี โดยปร ศจ กมูลอันจะอ้ งกฎหม ยได้ และเป็ นท งให้บุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเสียเปรียบ
ไซร้ ท่ นว่ บุคคลนั้นจำ ต้องคืนทรัพย์ให้แก่เข อนึ่งก รรับสภ พหนี้สินว่ มีอยู่หรือห ไม่น้ น
ั ท่ นก็
ให้ถือว่ เป็ นก รกระทำ เพื่อชำ ระหนี้ด้วย
บทบัญญัตอ
ิ ันนี้ท่ นให้ใช้บังคับตลอดถึงกรณีที่ได้ทรัพย์ม เพร ะเหตุอย่ งใดอย่ งหนึ่งซึ่งมิได้มี
ได้เป็ นขึ้น หรือเป็ นเหตุที่ได้ส้ น
ิ สุดไปเสียก่อนแล้วนั้นด้วย
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[Fr.1376]; [S.O.62]

第 406 条
I. 法律上で、選択の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の原因する］損害がある場合に、それを立証することは妨げられない。なく他の全ての人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。行を請求することができる。その際、ある行為の為のあるいはその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の方に対する意思表示によってこれを行使する。法に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全ての人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損
失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の及ぶ。ぼし得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替する義務を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう。その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の際、債権債務関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の存在する。但し、あるいは不存在する。但し、の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
承認められるときは、その当事者に支払うべき損害賠償の範囲は、事情全体の総合判断、なかんずもまた当然である。、これを請求することができる。その際、ある行為の［第本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 文の意味における］給付行為と見なす。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の意味を喪失してしまったときは、債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおける］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者給付しなければならない。行を請求することができる。その際、ある行為の為のと見なす。なす。
II. この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、成立って告知を要する場合において、履行の期日がそし得ることもまた当然である。なかった当然である。［第給付しなければならない。］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者原因する］損害がある場合に、それを立証することは妨げられない。あるいは［第一つのみを選択して履行するべきときは、その旦成立って告知を要する場合において、履行の期日がそ後］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の消しを裁判所に請失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とし得ることもまた当然である。た当然である。原
因する］損害がある場合に、それを立証することは妨げられない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづいて財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のも、これを請求することができる。その際、ある行為の適用する。
-

มาตรา ๔๐๗
บุคคลใดได้กระทำ ก รอันใดต มอำ เภอใจเหมือนหนึ่งว่ เพื่อชำ ระหนี้โดยรู้อย่วู ่ ตนไม่มค
ี ว ม
ผูกพันที่จะต้องชำ ระ ท่ นว่ บุคคลผู้น้ น
ั ห มีสิทธิจะได้ร ับคืนทรัพย์ไม่
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Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

173

Gr. Code (1898)

814

* 705

Miscellaneous

S.O.63 [=S.O.63 par.1, 2]

第 407 条
給付しなければならない。義務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のないことを請求することができる。その際、ある行為の知しなければならない。り以後、その物を当該債権債務関係のながら、自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第由によって不能となったときは、この限りで意志により、あたかも債務の履行のように給付をした者は、に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のより以後、その物を当該債権債務関係の、あた当然である。かも債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のように基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、
その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。し得ることもまた当然である。た当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができない。
-

มาตรา ๔๐๘
บุคคลดัง่ จะกล่ วต่อไปนี้ไม่มีสิทธิจะได้ร ับคืนทรัพย์ คือ
(๑)

บุคคลผู้ชำ ระหนี้อันมีเงื่อนเวล บังคับเมื่อก่อนถึงกำ หนดเวล นั้น

(๒)

บุคคลผู้ชำ ระหนี้ซึ่งข ดอ ยุคว มแล้ว

(๒)

บุคคลผู้ชำ ระหนี้ต มหน้ ที่ศีลธรรม หรือต มควรแก่อัธย ศัยในสม คม
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
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S.O.63 [=S.O.63 par.1, 2]
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第四章 不当利得

第 408 条
次に掲げる者は、法の規定により当然に［債権者に］代位する。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の掲げる者は、法の規定により当然に［債権者に］代位する。げる者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、給付しなければならない。し得ることもまた当然である。た当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができない。
(1) 履行を請求することができる。その際、ある行為の期において既の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の定した場合において、法律行為の性質によっても、まためられた当然である。債務を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の到来の目的物とする。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の先立って告知を要する場合において、履行の期日がそって履行を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の。
(2) 既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の消しを裁判所に請滅時効の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の完成し得ることもまた当然である。た当然である。債務を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の。
(3) 道徳上で、選択の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の務めとし得ることもまた当然である。て、あるいは社会的な儀礼に則って履行した者。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の則って期間内に［規定の］行為を完了したって履行を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の。
-

มาตรา ๔๐๙
เมื่อบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งมิได้เป็ นลูกหนี้ได้ชำ ระหนี้ไปโดยสำ คัญผิด เป็ นเหตุให้เจ้ หนี้ผู้ทำ ก รโดย
สุจริตได้ทำ ล ยหรือลบล้ งเสียซึ่งเอกส รอันเป็ นพย นหลักฐ นแห่งหนี้ก็ดี ยกเลิกหลักประกันเสียก็
ดี สิ้นสิทธิไปเพร ะข ดอ ยุคว มก็ดี ท่ นว่ เจ้ หนี้ไม่จำ ต้องคืนทรัพย์
บทบัญญัตท
ิ ี่กล่ วม ในวรรคก่อนนี้ ไม่ขัดขว งต่อก รที่บุคคลผู้ได้ชำ ระหนี้น้ น
ั จะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอ
แก่ลูกหนี้และผู้ค้ ำ ประกัน ถ้ จะพึงมี
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 707

Miscellaneous

Br.960; Fr.1377

第 409 条
I. 債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のでない者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で債権証書を滅失させに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって債務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが善意で債権証することは妨げられない。書によってこれを行うのでなければ、その効力を生じない。なお、この指名債を請求することができる。その際、ある行為の滅失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とさせ
若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、これを適用しなくは損傷に由る損し得ることもまた当然である。、担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すを請求することができる。その際、ある行為の放棄する旨を表明した場合。し得ることもまた当然である。、また当然である。は消しを裁判所に請滅時効に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよってその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権を請求することができる。その際、ある行為の失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とった当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の債権者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、受
領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。た当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替する義務を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでわない。
II. 本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが債務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て、また当然である。保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す証することは妨げられない。人がいる場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のはその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す証することは妨げられない。人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。
て、求することができる。その際、ある行為の償の請求を妨げない。権を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。することを請求することができる。その際、ある行為の妨げない。げない。
-

มาตรา ๔๑๐
บุคคลใดได้กระทำ ก รชำ ระหนี้โดยมุ่งต่อผลอย่ งหนึ่ง แต่มิได้เกิดผลขึ้นเช่นนั้น ถ้ และบุคคลนั้น
ได้รู้ม แต่แรกว่ ก รที่จะเกิดผลนั้นเป็ นพ้นวิสัยก็ดี หรือได้เข้ ป้ องปั ดขัดขว งเสีย มิให้เกิดผลเช่น
นั้นโดยอ ก รอันฝ่ ฝื นคว มสุจริตก็ดี ท่ นว่ บุคคลผู้น้ น
ั ไม่มีสิทธิจะได้ร ับคืนทรัพย์
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

* 815

第 410 条
ある成果を請求することができる。その際、ある行為の意図をし得ることもまた当然である。て給付しなければならない。行を請求することができる。その際、ある行為の為のがなされた当然である。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のもかかわらず、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の成果が生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじなかった当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、そ
の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の成果の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の達をなお期待し成の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不可能のもの、または後に至って不能となっであることを請求することができる。その際、ある行為の初めからこれのみが［当該債権債務関係の］目的物であっめから知しなければならない。っていた当然である。とき、また当然である。は信義と誠実に履行を提供しなけに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の反す
る仕方に対する意思表示によってこれを行使する。で成果の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の達をなお期待し成を請求することができる。その際、ある行為の妨げない。害し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、給付しなければならない。し得ることもまた当然である。た当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができな
い。
-

มาตรา ๔๑๑
บุคคลใดได้กระทำ ก รเพื่อชำ ระหนี้ เป็ นก รอันฝ่ ฝื นข้อห้ มต มกฎหม ยหรือศีลธรรมอันดี ท่ น
ว่ บุคคลนั้นห อ จจะเรียกร้องคืนทรัพย์ได้ไม่
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 708 [=708 sent.1]

Gr. Code (1898)

817

Miscellaneous

Br.971; Jenk's No.99; [S.O.66]

― 83 ―

第四章 不当利得

第 411 条
給付しなければならない。行を請求することができる。その際、ある行為の為のが法令によって差し押えすることのできないもに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよる禁ずる。止し、あるいは軽減しようとしなかったことに限定される場合であってもまた、に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の反し得ることもまた当然である。、あるいは善良な風俗に反するものであるときは、その給付者は、に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の反するもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のであるときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の給付しなければならない。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、
［第給付しなければならない。し得ることもまた当然である。た当然である。］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者財貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることが許されないが、債務者側から履行することは許されるものと推定さされない。
-

มาตรา ๔๑๒
ถ้ ทรัพย์สินซึ่งได้ร ับไว้เป็ นล ภมิควรได้น้ น
ั เป็ นเงินจำ นวนหนึ่ง ท่ นว่ ต้องคืนเต็มจำ นวนนั้น
เว้นแต่เมื่อบุคคลได้ร ับไว้โดยสุจริต จึงต้องคืนล ภมิควรได้เพียงส่วนที่ยังมีอยู่ในขณะเมื่อเรียกคืน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

[176], 178, [179, 180]

Gr. Code (1898)

[703]

Miscellaneous

Plan.II No.84 [; S.O.62, 64]

第 412 条
金銭の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。いに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって不当利があ得ることもまた当然である。が生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の全て整い、債権者の受額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替し得ることもまた当然である。なければならない。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。
し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の受益を与えてはならない。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが受領を拒んだときは、の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の際に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の善意であった当然である。ときは、返還され、あるいは代替請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の時点より以後、その物を当該債権債務関係のでなお存する利があ益を与えてはならない。を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。度に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替す
れば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のり以後、その物を当該債権債務関係のる。
-

มาตรา ๔๑๓
เมื่อทรัพย์สินอันจะต้องคืนนั้นเป็ นอย่ งอื่นนอกจ กจำ นวนเงิน และบุคคลได้ร ับไว้โดยสุจริต ท่ น
ว่ บุคคลเช่นนั้นจำ ต้องคืนทรัพย์สินเพียงต มสภ พที่เป็ นอยู่ และมิตอ
้ งรับผิดชอบในก รทีท
่ รัพย์น้ น
ั
สูญห ยหรือบุบสล ย แต่ถ้ ได้อะไรม เป็ นค่ สินไหมทดแทนเพื่อก รสูญห ยหรือบุบสล ยเช่นนั้นก็
ต้องให้ไปด้วย
ถ้ บุคคลได้ร ับทรัพย์สินไว้โดยทุจริต ท่ นว่ จะต้องรับผิดชอบในก รสูญห ยหรือบุบสล ยนั้นเต็ม
ภูมิ แม้กระทัง่ ก รสูญห ยหรือบุบสล ยจะเกิดเพร ะเหตุสุดวิสัย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ ถึงอย่ งไร
ทรัพย์สินนั้นก็คงต้องสูญห ยหรือบุบสล ยอยู่นน
ั ่ เอง
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 176, 177

Gr. Code (1898)

[818 par.1, 819 par.1]

191, [703, 704]

Miscellaneous

S.O.938 [??] [S.C.938, 940]

第 413 条
I. 返還され、あるいは代替すべき給付しなければならない。が金銭の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。い以て債務の履行とし得ることもまた当然である。外の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のであり以後、その物を当該債権債務関係の、且つ、将来のために適当な処分を行うことを裁判所に請求することができる。つそれを請求することができる。その際、ある行為の善意で受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、受益を与えてはならない。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、そ
れを請求することができる。その際、ある行為の現状の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のまま返還され、あるいは代替し得ることもまた当然である。なければならない。この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては、受益を与えてはならない。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。た当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の紛失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とある
いは損傷に由る損に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでわない。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、紛失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とあるいは損傷に由る損に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する損害賠償の請求を妨げない。とし得ることもまた当然である。て受けた当然である。った当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
がある場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、これもまた当然である。返還され、あるいは代替し得ることもまた当然である。なければならない。
II. 受領を拒んだときは、の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の際に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の悪意であった当然である。ときは、受益を与えてはならない。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。た当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが紛失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とし得ることもまた当然である。、あるいは損傷に由る損を請求することができる。その際、ある行為の受けた当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
は、た当然である。とえ債務それが不可抗力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の因する］損害がある場合に、それを立証することは妨げられない。るもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のであっても、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の全て整い、債権者の受額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいてに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、［第受益を与えてはならない。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
が］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者如何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけなる事情に鑑みて相当と思われる期間を定めた上で、選択の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の下に抵であっても、紛失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とあるいは損傷に由る損が自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第ずと生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。であろうことを請求することができる。その際、ある行為の証することは妨げられない。明したときは、その限りではない。［この場合において］当該し得ることもまた当然である。得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、また
は、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
-

มาตรา ๔๑๔
ถ้ ก รคืนทรัพย์ตกเป็ นพ้นวิสัยเพร ะสภ พแห่งทรัพย์สินที่ได้ร ับไว้น้ น
ั เองก็ดี หรือเพร ะเหตุ
อย่ งอื่นก็ดี และบุคคลได้ร ับทรัพย์สินไว้โดยสุจริต ท่ นว่ บุคคลเช่นนั้นจำ ต้องคืนล ภมิควรได้เพียง
ส่วนทีย
่ ังมีอยู่ในขณะเมื่อเรียกคืน
ถ้ บุคคลได้ร ับทรัพย์สินนั้นไว้โดยทุจริต ท่ นว่ ต้องใช้ร ค ทรัพย์สินนั้นเต็มจำ นวน
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第四章 不当利得
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

* 178, 179

Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

818 par.2, 3

Miscellaneous

第 414 条
I. ［第不当利があ得ることもまた当然である。とし得ることもまた当然である。て］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。た当然である。財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替がその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の性状その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の原因する］損害がある場合に、それを立証することは妨げられない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって不可能のもの、または後に至って不能となっな場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、受
益を与えてはならない。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが受領を拒んだときは、の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の際に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の善意であった当然である。ときは、受益を与えてはならない。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、返還され、あるいは代替請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の時点より以後、その物を当該債権債務関係のでなお存する利があ益を与えてはならない。を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。度に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
不当利があ得ることもまた当然である。を請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のり以後、その物を当該債権債務関係のる。
II. ［第本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者受領を拒んだときは、の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の際に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の悪意であった当然である。ときは、受益を与えてはならない。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。た当然である。財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の価額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の
全て整い、債権者の受額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。返還され、あるいは代替し得ることもまた当然である。なければならない。
-

มาตรา ๔๑๕
บุคคลผู้ได้ร ับทรัพย์สินไว้โดยสุจริต ย่อมจะได้ดอกผลอันเกิดแต่ทรัพย์สินนั้นตลอดเวล ทีย
่ ังคง
สุจริตอยู่
ถ้ ผู้ที่ได้ร ับไว้จะต้องคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อใด ให้ถือว่ ผู้น้ น
ั ตกอยู่ในฐ นะทุจริตจำ เดิมแต่เวล ที่
เรียกคืนนั้น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 189

Gr. Code (1898)

[818 par.1, 4]; 953 - 957

Miscellaneous

Fr.540 - 550 [??] [=Fr.549 - 550]

第 415 条
I. ［第不当利があ得ることもまた当然である。を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者善意で受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、なお善意である限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。た当然である。財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またから生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじる果実に履行を提供しなけを請求することができる。その際、ある行為の収得ることもまた当然である。する
権利があを請求することができる。その際、ある行為の有する物する。
II. ［第不当利があ得ることもまた当然である。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者受益を与えてはならない。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。た当然である。財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替する義務を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の受益を与えてはならない。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、返還され、あるいは代替請
求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の受けた当然である。時点より以後、その物を当該債権債務関係のより以後、その物を当該債権債務関係の悪意であると推定した場合において、法律行為の性質によっても、またする。
-

มาตรา ๔๑๖
ค่ ใช้จ่ ยทั้งหล ยอันควรแก่ก รเพื่อรักษ บำ รุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินนั้น ท่ นว่ ต้องชดใช้แก่
บุคคลผู้คน
ื ทรัพย์สินนั้นเต็มจำ นวน

แต่บุคคลเช่นว่ นี้จะเรียกร้องให้ชดใช้ค่ ใช้จ่ ยต มธรรมด เพื่อบำ รุงซ่อมแซมทรัพย์สินนั้น หรือ
ค่ ภ ระติดพันที่ต้องเสียไปในระหว่ งที่ตนคงเก็บดอกผลอยู่น้ น
ั ห ได้ไม่
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

* [182], 183

Gr. Code (1898)

994

Jp. Code (1896,98)

[196 par.1]

Miscellaneous

Fr.1381; It.1150 [; S.O.65 par.1]

第 416 条
I. ［第不当利があ得ることもまた当然である。とし得ることもまた当然である。て］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。た当然である。物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す存あるいは修めた］かの判定は、懸賞広繕に要した相当の費用は、［それを支出した］返還に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の要なあらゆる行為を完了し、または債権者し得ることもまた当然である。た当然である。相当の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用は、［第それを請求することができる。その際、ある行為の支出したときは、その物の所有者に費用の償還をさせることがし得ることもまた当然である。た当然である。］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者返還され、あるいは代替
義務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。てその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の全て整い、債権者の受額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の償の請求を妨げない。還され、あるいは代替し得ることもまた当然である。なければならない。
II. この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第不当利があ得ることもまた当然である。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替義務を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第不当利があ得ることもまた当然である。とし得ることもまた当然である。て受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。た当然である。］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またから果実に履行を提供しなけを請求することができる。その際、ある行為の収取し得ることもまた当然である。た当然である。期において既
間に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関し得ることもまた当然である。ては、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す存あるいは修めた］かの判定は、懸賞広繕に要した相当の費用は、［それを支出した］返還に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の要なあらゆる行為を完了し、または債権者し得ることもまた当然である。た当然である。通常の状態において、債務不履行の結果、当然に生ずる損害の賠償を請求の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用、および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任についてその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の附随する義務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の履行を請求することができる。その際、ある行為の
に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の要なあらゆる行為を完了し、または債権者し得ることもまた当然である。た当然である。費用は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の償の請求を妨げない。還され、あるいは代替を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることはできない。
-

มาตรา ๔๑๗
ในส่วนค่ ใช้จ่ ยอย่ งอื่นนอกจ กที่กล่ วม ในวรรคต้นแห่งม ตร ก่อนนั้น บุคคลผู้คืนทรัพย์สิน
จะเรียกให้ชดใช้ได้แต่เฉพ ะที่เสียไปในระหว่ งที่ตนทำ ก รโดยสุจริต และเมื่อทรัพย์สินนั้นได้มีร ค
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第四章 不当利得

เพิ่มสูงขึ้นเพร ะค่ ใช้จ่ ยนั้นในเวล ทีค
่ ืนและจะเรียกได้ก็แต่เพียงเท่ ร ค ที่เพิ่มขึ้นเท่ นั้น
อนึ่ง บทบัญญัติแห่งม ตร ๔๑๕ วรรค ๒ นั้น ท่ นให้นำ ม ใช้บังคับด้วยแล้วแต่กรณี
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

[184]

Gr. Code (1898)

* 996

[196 par.2]

Miscellaneous

[S.O.65 par.2]

第 417 条
I. 第 416 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またされた当然である。もの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の除くその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用は、［第不当利があ得ることもまた当然である。とし得ることもまた当然である。て受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。た当然である。］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替義務
を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、善意でその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の管理し得ることもまた当然である。ていた当然である。期において既間の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の償の請求を妨げない。還され、あるいは代替を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる。さ
らに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、費用の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支出したときは、その物の所有者に費用の償還をさせることがに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の価額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。が増加している場合には、第三債務者の債務残額に関し得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の増加している場合には、第三債務者の債務残額に関額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の償の請求を妨げない。還され、あるいは代替もまた当然である。、請求することができる。その際、ある行為のする
ことができる。
II. 第 415 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 2 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、［第本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者これを請求することができる。その際、ある行為の適用する。
-

มาตรา ๔๑๘
ถ้ บุคคลรับทรัพย์สินอันมิควรได้ไว้โดยทุจริต และได้ทำ ก รดัดแปลงหรือต่อเติมขึ้นในทรัพย์สิน
นั้น ท่ นว่ บุคคลเช่นนั้นต้องจัดทำ ทรัพย์สินนั้นให้คืนคงสภ พเดิมด้วยค่ ใช้จ่ ยของตนเองแล้วจึงส่ง
คืน เว้นแต่เจ้ ของทรัพย์สินจะเลือกให้ส่งคืนต มสภ พที่เป็ นอยู่ ในกรณีเช่นนี้เจ้ ของจะใช้ร ค ค่
ทำ ดัดแปลงหรือต่อเติม หรือใช้เงินจำ นวนหนึ่งเป็ นร ค ทรัพย์สินเท่ ที่เพิ่มขึ้นนั้นก็ได้ แล้วแต่จะ
เลือก
ถ้ ในเวล ที่จะต้องคืนทรัพย์น้ น
ั เป็ นพ้นวิสัยจะทำ ให้ทรัพย์สินคืนคงสภ พเดิมได้ หรือถ้ ทำ ไป
ทรัพย์สินนั้นจะบุบสล ยไซร้ ท่ นว่ บุคคลผู้ได้ร ับไว้จะต้องส่งคืนทรัพย์สินต มสภ พที่เป็ นอยู่ และ
ไม่มีสิทธิเรียกค่ สินไหมทดแทนเพื่อร ค ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเพร ะก รดัดแปลงหรือต่อเติมนั้นได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

* 185

Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)
Miscellaneous

S.O.65 [=S.O.65 par.2]; Fr.555

第 418 条
I. 不当利があ得ることもまた当然である。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の受益を与えてはならない。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが受領を拒んだときは、の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の際に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の悪意であった当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の改によって消滅したものとする。造によってこれを他の種あるいは拡張を加えたとを請求することができる。その際、ある行為の加している場合には、第三債務者の債務残額に関え債務た当然である。と
きは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の受益を与えてはならない。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第己の名において行使することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の費用で原状に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の戻し、また同様の目的のために譲渡人にし得ることもまた当然である。た当然である。上で、選択で財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替し得ることもまた当然である。なければならない。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の財
物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の所に請求すること有する物者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが現状の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のまま返還され、あるいは代替するよう請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、または、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては、財
物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の所に請求すること有する物者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のはその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の選択して履行するべきときは、そのに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者って、改によって消滅したものとする。造によってこれを他の種あるいは拡張を加えたとに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の要なあらゆる行為を完了し、または債権者し得ることもまた当然である。た当然である。費用を請求することができる。その際、ある行為の償の請求を妨げない。還され、あるいは代替するか、また当然である。は増加している場合には、第三債務者の債務残額に関額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の支払うことを要しない。
うことができる。
II. ［第本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、不当利があ得ることもまた当然である。とし得ることもまた当然である。て］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者受領を拒んだときは、し得ることもまた当然である。た当然である。財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替すべき時点より以後、その物を当該債権債務関係のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の原状
回復させる義務を負が不可能のもの、または後に至って不能となっなとき、また当然である。は［第現状に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の復させる義務を負せし得ることもまた当然である。めようとすると］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが破損される虞のあることを債務者ががあるとき
は、［第不当利があ得ることもまた当然である。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者受益を与えてはならない。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の現状の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のまま返還され、あるいは代替し得ることもまた当然である。なければならない。この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては、
改によって消滅したものとする。造によってこれを他の種また当然である。は拡張を加えたとに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。増加している場合には、第三債務者の債務残額に関額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の償の請求を妨げない。還され、あるいは代替を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることはできない。
-

มาตรา ๔๑๙
ในเรื่องล ภมิควรได้น้ น
ั ท่ นห้ มมิให้ฟ้องคดี เมื่อพ้นกำ หนดปี หนึ่งนับแต่เวล ที่ฝ่ ยผู้เสียห ยรู้
ว่ ตนมีสิทธิเรียกคืน หรือเมื่อพ้นสิบปี นับแต่เวล ที่สท
ิ ธิน้ น
ั ได้มีข้ น
ึ
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

[452]

Gr. Code (1898)

[195]

[167 par.1]

Miscellaneous

* S.O.67 [=S.O.67 par.1]

― 86 ―

第四章 不当利得

第 419 条
不当利があ得ることもまた当然である。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の訴え債務は、損失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の受けた当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがこれを請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のできることを請求することができる。その際、ある行為の知しなければならない。った当然である。時点より以後、その物を当該債権債務関係のから 1 年を請求することができる。その際、ある行為の経過し得ることもまた当然である。た当然である。
とき、また当然である。はその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為の権が成立って告知を要する場合において、履行の期日がそし得ることもまた当然である。た当然である。時点より以後、その物を当該債権債務関係のから 10 年を請求することができる。その際、ある行為の経過し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、これを請求することができる。その際、ある行為の提起こり得ない甚大な損害が生じる虞のあることを債務者がすることはできな
い。
-

― 87 ―

第五章 不法行為

第一節 不法行為責任

ลักษณะ ๕ ละเมิด
第五章

หมวด ๑
第一節
-

不法行為

ความรับผิดเพื่อละเมิด
不法行為責任

มาตรา ๔๒๐
ผู้ใดจงใจหรือประม ทเลินเล่อ ทำ ต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหม ยให้เข เสียห ยถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่
ร่ งก ยก็ดี อน มัยก็ดี เสรีภ พก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่ งหนึ่งอย่ งใดก็ดี ท่ นว่ ผู้น้ น
ั ทำ ละเมิด จำ
ต้องใช้ค่ สินไหมทดแทนเพื่อก รนั้น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

* 186

Gr. Code (1898)

823 [=823 par.1]

Jp. Code (1896,98)

[709]

Miscellaneous

[Fr.1382,1383; S.O.41 par.1]

第 420 条
故のために履行が不能となった場合も、また同様である。但し、意また当然である。は過失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって他の全ての人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。てその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めを命、身に専属する事体の、健康、自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第由によって不能となったときは、この限りで、財産から債務の弁済を受ける権利を有する。、あるいはその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の権利があを請求することができる。その際、ある行為の
違法に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の侵害し得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、不法行を請求することができる。その際、ある行為の為のを請求することができる。その際、ある行為の犯した者として、その損害を賠償しなければならない。し得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のとし得ることもまた当然である。て、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。し得ることもまた当然である。なければならない。
-

มาตรา ๔๒๑
ก รใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียห ยแก่บุคคลอื่นนั้น ท่ นว่ เป็ นก รอันมิชอบด้วยกฎหม ย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

* 226

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

S.2 par.2 [=S.C.2 par.2]

第 421 条
単に、通常では起こり得ない甚大な損害が生じる虞のあることを債務者がに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全ての人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害を請求することができる。その際、ある行為の及ぶ。ぼすことを請求することができる。その際、ある行為の目的に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のなされる権利があの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。は、これを請求することができる。その際、ある行為の違法な行を請求することができる。その際、ある行為の為のとする。
-

มาตรา ๔๒๒
ถ้ คว มเสียห ยเกิดแต่ก รฝ่ ฝื นบทบังคับแห่งกฎหม ยใดอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้ องบุคคล
อื่นๆ ผู้ใดทำ ก รฝ่ ฝื นเช่นนั้น ท่ นให้สันนิษฐ นไว้ก่อนว่ ผู้น้ น
ั เป็ นผู้ผิด
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

[187]

Gr. Code (1898)

* 823 par.2

Miscellaneous

第 422 条
他の全ての人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す護を目的とする法規に違反することによって損害が生じたときは、その法規に違反した者がを請求することができる。その際、ある行為の目的とする法規に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の違反することに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって損害が生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の法規に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の違反し得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが
［第不法行を請求することができる。その際、ある行為の為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りでめを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでうもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと推定した場合において、法律行為の性質によっても、またする。
-

มาตรา ๔๒๓
ผู้ใดกล่ วหรือไขข่ วแพร่หล ย ซึ่งข้อคว มอันฝ่ ฝื นต่อคว มจริง เป็ นที่เสียห ยแก่ช่ อ
ื เสียงหรือ
เกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็ นที่เสียห ยแก่ท งทำ ม ห ได้หรือท งเจริญของเข โดยประก ร
อื่นก็ดี ท่ นว่ ผู้น้ น
ั จะต้องใช้ค่ สินไหมทดแทนให้แก่เข เพื่อคว มเสียห ยอย่ งใดๆ อันเกิดแต่ก ร
นั้น แม้ท้ งั เมื่อตนมิได้รู้ว่ ข้อคว มนั้นไม่จริง แต่ห กควรจะรู้ได้
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ผู้ใดส่งข่ วส ส์นอันตนมิได้รู้ว่ เป็ นคว มไม่จริง ห กว่ ตนเองหรือผู้ร ับข่ วส ส์นนั้นมีท งได้เสีย
โดยชอบในก รนั้นด้วยแล้ว ท่ นว่ เพียงที่ส่งข่ วส ส์นเช่นนั้นห ทำ ให้ผู้น้ น
ั ต้องรับผิดใช้ค่ สินไหม
ทดแทนไม่
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

[186]

Gr. Code (1898)

* 824

Jp. Code (1896,98)

[710]

Miscellaneous

[O.S.49]

第 423 条
I. 真実に履行を提供しなけに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の反する言辞を唱えあるいは流布することによって、他人の名声あるいは威信を損ない、またはを請求することができる。その際、ある行為の唱えあるいは流布することによって、他人の名声あるいは威信を損ない、またはえ債務あるいは流布することによって、他人の名声あるいは威信を損ない、またはすることに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって、他の全ての人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の名において行使することができる。声あるいは威信を損ない、またはあるいは威信を請求することができる。その際、ある行為の損ない、また当然である。は
その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めを業または工業の労務を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の形および小切手］あるいは倉庫証券の振出し、譲渡、あるいは裏書によって給付がなで脅かし、あるいは事業の成功を妨害した者は、たとえ真実に反することを知かし得ることもまた当然である。、あるいは事業または工業の労務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の成功を妨害した者は、たとえ真実に反することを知を請求することができる。その際、ある行為の妨げない。害し得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、た当然である。とえ債務真実に履行を提供しなけに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の反することを請求することができる。その際、ある行為の知しなければならない。
らなかった当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またであっても、知しなければならない。り以後、その物を当該債権債務関係の得ることもまた当然である。た当然である。はずの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のことに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。損害を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。し得ることもまた当然である。なければな
らない。
II. 真実に履行を提供しなけに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の反する通知しなければならない。を請求することができる。その際、ある行為の、発信者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のことを請求することができる。その際、ある行為の知しなければならない。らずに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の伝えた場合において、発信者自身あるいは受信者え債務た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、発信者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第身に専属する事あるいは受信者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
がその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のことに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の正当な利があ益を与えてはならない。を請求することができる。その際、ある行為の有する物するときは、発信者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のことの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のみに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって損害賠償の請求を妨げない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでうこ
とはない。
-

มาตรา ๔๒๔
ในก รพิพ กษ คดีข้อคว มรับผิดเพื่อละเมิด และกำ หนดค่ สินไหมทดแทนนั้น ท่ นว่ ศ ลไม่จำ
ต้องดำ เนินต มบทบัญญัติแห่งกฎหม ยลักษณะอ ญ อันว่ ด้วยก รที่จะต้องรับโทษ และไม่จำ ต้อง
พิเคร ะห์ถึงก รที่ผู้กระทำ ผิดต้องคำ พิพ กษ ลงโทษท งอ ญ หรือไม่
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

[187]

Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)
Miscellaneous

* S.O.53 par.1 [=S.O.53]

第 424 条
不法行を請求することができる。その際、ある行為の為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよる民事責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の有する物無くとも遅滞の責めを負う。履行に先立って告知を要する場合において、履行の期日がそを請求することができる。その際、ある行為の判断し得ることもまた当然である。、また当然である。損害賠償の請求を妨げない。額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の確定した場合において、法律行為の性質によっても、またするに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の当た当然である。っては、裁判所に請求することは、刑事
責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関する刑法の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の拘束する。されることはなく、また当然である。、行を請求することができる。その際、ある行為の為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが刑法上で、選択の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の有する物罪判決せられる。を請求することができる。その際、ある行為の受けるか否した上で、債務不履行による損害賠償を求めることができる。か
を請求することができる。その際、ある行為の斟酌しなけれする必要なあらゆる行為を完了し、または債権者もない。
-

มาตรา ๔๒๕
น ยจ้ งต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้ งในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้ งได้กระทำ ไปในท งก รที่จ้ งนั้น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 189

Gr. Code (1898)

831 [=831 par.1 sent.1]

715 [=715 par.1 sent.1]

Miscellaneous

[Fr.1384 par.2; S.O.55 par.1]

第 425 条
［第ある事業または工業の労務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者他の全ての人を請求することができる。その際、ある行為の使する。用する者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。用者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが事業または工業の労務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の執行を請求することができる。その際、ある行為の中に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の犯した者として、その損害を賠償しなければならない。し得ることもまた当然である。た当然である。不法行を請求することができる。その際、ある行為の為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の結果に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のつい
て、被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。用者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害をし得ることもまた当然である。てその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでわなければならない。
-

มาตรา ๔๒๖
น ยจ้ งซึ่งได้ใช้ค่ สินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภ ยนอกเพื่อละเมิดอันลูกจ้ งได้ทำ นั้น ชอบที่จะได้
ชดใช้จ กลูกจ้ งนั้น
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Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 190

Gr. Code (1898)

715 par.3

Miscellaneous

S.O.55 par.2

第 426 条
被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。用者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが犯した者として、その損害を賠償しなければならない。し得ることもまた当然である。た当然である。不法行を請求することができる。その際、ある行為の為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。損害を請求することができる。その際、ある行為の使する。用者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、使する。用者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。
用者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て求することができる。その際、ある行為の償の請求を妨げない。権を請求することができる。その際、ある行為の有する物する。
-

มาตรา ๔๒๗
บทบัญญัติในม ตร ทั้งสองก่อนนั้น ท่ นให้ใช้บังคับแก่ตัวก รและตัวแทนด้วยโดยอนุโลม
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

第 427 条
第 425 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について第 426 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。は、本人と代えることができる。理人［第との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の関係における目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、また］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のこれを請求することができる。その際、ある行為の準用する。
-

มาตรา ๔๒๘
ผู้ว่ จ้ งทำ ของไม่ตอ
้ งรับผิดเพื่อคว มเสียห ยอันผู้ร ับจ้ งได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภ ยนอกใน
ระหว่ งทำ ก รง นที่ว่ จ้ ง เว้นแต่ผู้ว่ จ้ งจะเป็ นผู้ผิดในส่วนก รง นที่สัง่ ให้ทำ หรือในคำ สัง่ ที่ตนให้
ไว้หรือในก รเลือกห ผู้ร ับจ้ ง
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

Gr. Code (1898)

* 716

Miscellaneous

第 428 条
［第ある仕事を請求することができる。その際、ある行為の他の全ての人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者注文の意味における］給付行為と見なす。し得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、それを請求することができる。その際、ある行為の請負うべき事由によって不能となったときは、この限りでった当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが仕事の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の執行を請求することができる。その際、ある行為の中に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の加している場合には、第三債務者の債務残額に関え債務た当然である。損害に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のつい
ては、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでわない。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、仕事の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の注文の意味における］給付行為と見なす。あるいは指図をに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、また当然である。は請負うべき事由によって不能となったときは、この限りで人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の選任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて
注文の意味における］給付行為と見なす。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の過失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のあった当然である。ときは、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
-

มาตรา ๔๒๙
บุคคลใดแม้ไร้คว มส ม รถเพร ะเหตุเป็ นผู้เย ว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำ ละเมิด
บิด ม รด หรือผู้อนุบ ลของบุคคลเช่นว่ นี้ยอ
่ มต้องรับผิดร่วมกับเข ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ ตน
ได้ใช้คว มระมัดระวังต มสมควรแก่หน้ ที่ดูแลซึ่งทำ อยู่น้ น
ั
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 188 par.1

Gr. Code (1898)

827, 828, 829 [, 832 par.1]

712, 713 [, 714 par.1]

Miscellaneous

Fr.1310 [; S.C.19 par.3, S.O.54]

第 429 条
各人は、た当然である。とえ債務未成年あるいは心からその直系卑属を扶養する場合、またはその逆に恩返しとして、後者神喪失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の理由によって不能となったときは、この限りでに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の為の無くとも遅滞の責めを負う。履行に先立って告知を要する場合において、履行の期日がそ能のもの、または後に至って不能となっ力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とであっても、自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第己の名において行使することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の犯した者として、その損害を賠償しなければならない。し得ることもまた当然である。た当然である。不法行を請求することができる。その際、ある行為の為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の結
果に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでわなければならない。そうし得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の親あるいは後見なす。人は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害をし得ることもまた当然である。
て責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでわなければならない。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の監督するに当たり、義務の遂行に必要な相当な注意するに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の当た当然である。り以後、その物を当該債権債務関係の、義務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の遂行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の必要なあらゆる行為を完了し、または債権者な相当な注意
を請求することができる。その際、ある行為の払うことを要しない。った当然である。ことを請求することができる。その際、ある行為の証することは妨げられない。明したときは、その限りではない。［この場合において］当該し得ることもまた当然である。得ることもまた当然である。た当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
-
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第一節 不法行為責任

มาตรา ๔๓๐
ครูบ อ จ รย์ น ยจ้ ง หรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้คว มส ม รถอยู่เป็ นนิตย์ก็ดี ชัว่ ครั้ง
คร วก็ดี จำ ต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้คว มส ม รถในก รละเมิด ซึ่งเข ได้กระทำ ลงในระหว่ งที่อยู่ใน
คว มดูแลของตน ถ้ ห กพิสูจน์ได้ว่ บุคคลนั้นๆ มิได้ใช้คว มระมัดระวังต มสมควร
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 188 par.2

Gr. Code (1898)

832 [=832 par.2]

714 [=714 par.2]

Miscellaneous

[Fr.1384 par.3, 4]

第 430 条
師匠、親方に対する意思表示によってこれを行使する。、ならび債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任についてに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の為の無くとも遅滞の責めを負う。履行に先立って告知を要する場合において、履行の期日がそ能のもの、または後に至って不能となっ力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様と者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の常の状態において、債務不履行の結果、当然に生ずる損害の賠償を請求時あるいは暫時監督するに当たり、義務の遂行に必要な相当な注意する義務を請求することができる。その際、ある行為の引き渡しがき受けた当然である。その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第
己の名において行使することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の監督するに当たり、義務の遂行に必要な相当な注意下に抵に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のある行を請求することができる。その際、ある行為の為の無くとも遅滞の責めを負う。履行に先立って告知を要する場合において、履行の期日がそ能のもの、または後に至って不能となっ力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様と者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが監督するに当たり、義務の遂行に必要な相当な注意中に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の犯した者として、その損害を賠償しなければならない。し得ることもまた当然である。た当然である。不法行を請求することができる。その際、ある行為の為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて、監督するに当たり、義務の遂行に必要な相当な注意義務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の遂行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の必要なあらゆる行為を完了し、または債権者な相当の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
注意を請求することができる。その際、ある行為の払うことを要しない。わなかった当然である。ことの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の証することは妨げられない。明したときは、その限りではない。［この場合において］当該がある限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害をし得ることもまた当然である。てその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでわなければなら
ない。
-

มาตรา ๔๓๑
ในกรณีที่กล่ วม ในสองม ตร ก่อนนั้น ท่ นให้นำ บทบัญญัติแห่งม ตร ๔๒๖ ม ใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

第 431 条
第 426 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、これを請求することができる。その際、ある行為の第 429 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について第 430 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の準用する。
-

มาตรา ๔๓๒
ถ้ บุคคลหล ยคนก่อให้เกิดเสียห ยแก่บุคคลอื่นโดยร่วมกันทำ ละเมิด ท่ นว่ บุคคลเหล่ นั้นจะ
ต้องร่วมกันรับผิดใช้ค่ สินไหมทดแทนเพื่อคว มเสียห ยนั้น คว มข้อนี้ท่ นให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่ไม่
ส ม รถสืบรู้ตัวได้แน่ว่ ในจำ พวกที่ทำ ละเมิดร่วมกันนั้น คนไหนเป็ นผู้ก่อให้เกิดเสียห ยนั้นด้วย

อนึ่ง บุคคลผู้ยย
ุ งส่งเสริมหรือช่วยเหลือในก รทำ ละเมิด ท่ นก็ให้ถือว่ เป็ นผู้กระทำ ละเมิดร่วมกัน
ด้วย
ในระหว่ งบุคคลทั้งหล ยซึ่งต้องรับผิดร่วมกันใช้ค่ สินไหมทดแทนนั้น ท่ นว่ ต่ งต้องรับผิดเป็ น
ส่วนเท่ ๆกัน เว้นแต่โดยพฤติก รณ์ ศ ลจะวินิจฉัยเป็ นประก รอื่น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

[191], 192

Gr. Code (1898)

* 830

719

Miscellaneous

S.O.50 [=S.O.50 par.1, 2]

第 432 条
I. 数の給付のなかから、一つのみを選択して履行するべきときは、その人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の個人が共同の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不法行を請求することができる。その際、ある行為の為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって他の全ての人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害を請求することができる。その際、ある行為の加している場合には、第三債務者の債務残額に関え債務た当然である。ときは、それらの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の個人は連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害をし得ることもまた当然である。て損害を請求することができる。その際、ある行為の賠
償の請求を妨げない。する責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう。共同行を請求することができる。その際、ある行為の為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のうち、いずれの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害を請求することができる。その際、ある行為の加している場合には、第三債務者の債務残額に関え債務た当然である。か確知しなければならない。することができないと
きも、また当然である。同様ととする。
II. 不法行を請求することができる。その際、ある行為の為のを請求することができる。その際、ある行為の教唆または幇助した者は、共同不法行為者と見なす。また当然である。は幇助し得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、共同不法行を請求することができる。その際、ある行為の為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のと見なす。なす。
III. 連帯して、あるいは他人に代わって履行の責任を負うがために、その債務履行に利害をし得ることもまた当然である。て損害賠償の請求を妨げない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、各人が等の品質を有する物し得ることもまた当然である。い割合において、法律行為の性質によっても、またでその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の義務を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担する。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、裁判所に請求することが別段の合意がある場合にはその限りではない。
の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の判断を請求することができる。その際、ある行為の下に抵し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
-

― 91 ―

第五章 不法行為

第一節 不法行為責任

มาตรา ๔๓๓
ถ้ คว มเสียห ยเกิดขึ้นเพร ะสัตว์ ท่ นว่ เจ้ ของสัตว์หรือบุคคลผู้ร ับเลี้ยงรับรักษ ไว้แทน
เจ้ ของ จำ ต้องใช้ค่ สินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ ยที่ตอ
้ งเสียห ยเพื่อคว มเสียห ยอย่ งใดๆ อันเกิดแต่
สัตว์น้ น
ั เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ ตนได้ใช้คว มระมัดระวังอันสมควรแก่ก รเลี้ยงก รรักษ ต มชนิดและ
วิสัยของสัตว์หรือต มพฤติก รณ์อย่ งอื่นหรือพิสูจน์ได้ว่ คว มเสียห ยนั้นย่อมจะต้องเกิดมีข้ น
ึ ทั้งที่
ได้ใช้คว มระมัดระวังถึงเพียงนั้น

อนึ่ง บุคคลผู้ต้องรับผิดชอบดัง่ กล่ วม ในวรรคต้นนั้น จะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอ แก่บุคคลผู้ที่เร้ หรือยัว่
สัตว์น้ น
ั โดยละเมิด หรือเอ แก่เจ้ ของสัตว์อ่ น
ื อันม เร้ หรือยัว่ สัตว์น้ น
ั ๆ ก็ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

[718]

Gr. Code (1898)

833, [834]

Miscellaneous

[Fr.1385]; S.O.56

第 433 条
I. 動物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが原因する］損害がある場合に、それを立証することは妨げられない。となって損害が生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の動物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の所に請求すること有する物者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、あるいは所に請求すること有する物者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。わって飼育およびおよび債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について
管理を請求することができる。その際、ある行為の引き渡しがき受けた当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。害者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。てその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の動物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが原因する］損害がある場合に、それを立証することは妨げられない。となって生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。損害を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。する責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう。
但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の飼育およびおよび債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について管理に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の当た当然である。り以後、その物を当該債権債務関係の、動物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またおよび債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について性質によっても、またならび債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任についてに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の事情に鑑みて相当と思われる期間を定めた上で、選択に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者い相当の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の注意
を請求することができる。その際、ある行為の払うことを要しない。った当然である。こと、また当然である。は、た当然である。とえ債務その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のような注意を請求することができる。その際、ある行為の払うことを要しない。った当然である。とし得ることもまた当然である。ても同様との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害が生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。であろうことを請求することができる。その際、ある行為の
証することは妨げられない。明したときは、その限りではない。［この場合において］当該し得ることもまた当然である。得ることもまた当然である。た当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
II. 本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者って損害賠償の請求を妨げない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の動物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の不当に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の刺激しあるいは挑発したし得ることもまた当然である。あるいは挑発し得ることもまた当然である。た当然である。
者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、また当然である。は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の動物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の刺激しあるいは挑発したし得ることもまた当然である。あるいは挑発し得ることもまた当然である。た当然である。その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の動物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の所に請求すること有する物者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て、求することができる。その際、ある行為の償の請求を妨げない。権を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。する
ことができる。
-

มาตรา ๔๓๔
ถ้ คว มเสียห ยเกิดขึ้นเพร ะเหตุทโี่ รงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ งอย่ งอื่นก่อสร้ งไว้ชำ รุดบกพร่องก็ดี
หรือบำ รุงรักษ ไม่เพียงพอก็ดี ท่ นว่ ผ้ค
ู รองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ งนั้นๆ จำ ต้องใช้ค่ สินไหม
ทดแทน แต่ถ้ ผู้ครองได้ใช้คว มระมัดระวังต มสมควรเพื่อปั ดป้ องมิให้เกิดเสียห ยฉะนั้นแล้ว ท่ น
ว่ ผู้เป็ นเจ้ ของจำ ต้องใช้ค่ สินไหมทดแทน
บทบัญญัตท
ิ ี่กล่ วม ในวรรคก่อนนั้น ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงคว มบกพร่องในก รปลูกหรือคำ้ จุน
ต้นไม้หรือกอไผ่ด้วย

ในกรณีที่กล่ วม ในสองวรรคข้ งต้นนั้น ถ้ ยังมีผู้อ่ น
ื อีกที่ต้องรับผิดชอบในก รก่อให้เกิดเสียห ย
นั้นด้วยไซร้ ท่ นว่ ผู้ครองหือเจ้ ของจะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอ แก่ผู้น้ น
ั ก็ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 717

Gr. Code (1898)

826-823, 840 par.3 [??] [836 par.1, 837]

Miscellaneous

Fr.1386; S.O.58

第 434 条
I. 建物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の工作物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の建造によってこれを他の種に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の瑕疵があった当然である。た当然である。め、また当然である。はそれらの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す存方に対する意思表示によってこれを行使する。法に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不十分を行うことを裁判所に請求することができる。であった当然である。た当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、
損害が生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の建物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の工作物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の占有する物者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。害を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。する責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、
占有する物者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが損害の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の発生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをを請求することができる。その際、ある行為の防止し、あるいは軽減しようとしなかったことに限定される場合であってもまた、するた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の必要なあらゆる行為を完了し、または債権者な相当の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の注意を請求することができる。その際、ある行為の払うことを要しない。った当然である。ときは、所に請求すること有する物者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。し得ることもまた当然である。
なければならない。
II. 本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、竹木の栽植またはそれらの支持に瑕疵がある場合にも、これを適用する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の栽植またはそれらの支持に瑕疵がある場合にも、これを適用する。また当然である。はそれらの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の支持ち込んだ動産、その土地上で利用するために供された動産、および賃借人が占有するその土地の果に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の瑕疵がある場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のも、これを請求することができる。その際、ある行為の適用する。
III. 本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について第 2 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、損害の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の発生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のつき責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが他の全てのに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のいるときは、占有する物者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
あるいは所に請求すること有する物者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て求することができる。その際、ある行為の償の請求を妨げない。権を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の使する。することができる。
-
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第五章 不法行為

第一節 不法行為責任

มาตรา ๔๓๕
บุคคลใดจะประสบคว มเสียห ยอันพึงเกิดจ กโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ งอย่ งอื่นของผู้อ่ น
ื บุคคล
ผู้น้ น
ั ชอบที่จะเรียกให้จัดก รต มที่จำ เป็ นเพื่อบำ บัดปั ดป้ องภยันตร ยนั้นเสียได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

908

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

* S.O.59 [=S.O.59 par.1]

第 435 条
他の全ての人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の所に請求すること有する物する建物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の工作物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが原因する］損害がある場合に、それを立証することは妨げられない。となって損害を請求することができる。その際、ある行為の被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。る虞のあることを債務者がの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のある者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の発生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをを請求することができる。その際、ある行為の防止し、あるいは軽減しようとしなかったことに限定される場合であってもまた、
するた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の必要なあらゆる行為を完了し、または債権者な対する意思表示によってこれを行使する。策を施すよう請求することができる。を請求することができる。その際、ある行為の施すよう請求することができる。その際、ある行為のすることができる。
-

มาตรา ๔๓๖
บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในคว มเสียห ยอันเกิดเพร ะของตกหล่นจ กโรงเรือนนั้น
หรือเพร ะทิ้งขว้ งของไปตกในที่อน
ั มิควร
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

Br.1529

第 436 条
建物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の滞の責を負う。在する。但し、する者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、建物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またから物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが落下に抵し得ることもまた当然である。た当然である。た当然である。め、また当然である。は建物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またから物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の不適切な場所に請求することに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の投棄する旨を表明した場合。し得ることもまた当然である。た当然である。た当然である。め
に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。損害に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでわなければならない。
-

มาตรา ๔๓๗
บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลย นพ หนะอย่ งใดๆ อันเดินด้วยกำ ลังเครื่องจักรกล บุคคล
นั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อก รเสียห ยอันเกิดแต่ย นพ หนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ ก รเสียห ยนั้น
เกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพร ะคว มผิดของผู้ต้องเสียห ยนั้นเอง
คว มข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ ตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อน
ั เป็ นของเกิด
อันตร ยได้โดยสภ พ หรือโดยคว มมุ่งหม ยที่จะใช้ หรือโดยอ ก รกลไกของทรัพย์น้ น
ั ด้วย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

Fr.1384 [=Fr.1384 par.1]; Br.1527

第 437 条
I. 原動機によって駆動する何らかの運搬手段を占有し、あるいはその［運用を］監督する者は、それがに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって駆動する何にして履行すべきであるにせよ、その通りに現実に履行を提供しなけらかの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の運搬手段の合意がある場合にはその限りではない。を請求することができる。その際、ある行為の占有する物し得ることもまた当然である。、あるいはその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第運用を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者監督するに当たり、義務の遂行に必要な相当な注意する者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、それが
原因する］損害がある場合に、それを立証することは妨げられない。で生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。損害に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついて、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでわなければならない。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害が不可抗力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよっ
て、また当然である。は被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。害者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第身に専属する事の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第故のために履行が不能となった場合も、また同様である。但し、意また当然である。は過失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。ことを請求することができる。その際、ある行為の証することは妨げられない。明したときは、その限りではない。［この場合において］当該し得ることもまた当然である。得ることもまた当然である。た当然である。ときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。
り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
II. 本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、または、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の本性から危険を債務者に警告しなかったこと、またな物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、また、また当然である。はその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の使する。用目的あるいは機によって駆動する何らかの運搬手段を占有し、あるいはその［運用を］監督する者は、それが械的な挙動の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の点より以後、その物を当該債権債務関係のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおい
て危険を債務者に警告しなかったこと、またを請求することができる。その際、ある行為の伴い、その債権を担保するために設定された抵当権あるいは質権も、譲受人に移転すう物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の占有する物する者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のも、これを請求することができる。その際、ある行為の適用する。
-
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第五章 不法行為

第二節 不法行為に基づく損害賠償金基づく損害賠償金づく損害賠償金損害賠償金

หมวด ๒
第二節
-

ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
不法行為に基づく損害賠償金基づく損害賠償金づく損害賠償金損害賠償金

มาตรา ๔๓๘
ค่ สินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถ นใดเพียงใดนั้น ให้ศ ลวินิจฉัยต มควรแก่พฤติก รณ์และคว ม
ร้ ยแรงแห่งละเมิด

อนึ่ง ค่ สินไหมทดแทนนั้นได้แก่ก รคืนทรัพย์สินอันผู้เสียห ยต้องเสียไปเพร ะละเมิด หรือใช้
ร ค ทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่ เสียห ยอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อคว มเสียห ยอย่ งใดๆ อันได้ก่อขึ้นนั้น
ด้วย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

198

Gr. Code (1898)

[249]

710 [??]

Miscellaneous

* S.O.43 [=S.O.43 par.1]

第 438 条
I. 損害賠償の請求を妨げない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の態にある場合には、債権者は遅滞の責めを負わない。様とと範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第は、［第各事案は終了する。但の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者事情に鑑みて相当と思われる期間を定めた上で、選択と不法行を請求することができる。その際、ある行為の為の［第責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこ］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の重ねて遅延利息を請求することは、これを禁ずる。大な損害が生じる虞のあることを債務者がさを請求することができる。その際、ある行為の考慮しつつ、信義と誠実の要請に則して、これを解釈しなければならない。し得ることもまた当然である。て、裁判所に請求することがこれ
を請求することができる。その際、ある行為の決せられる。定した場合において、法律行為の性質によっても、またする。
II. 損害の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。とは即ち、通常の状態において、債務不履行の結果、当然に生ずる損害の賠償を請求ち、不法行を請求することができる。その際、ある行為の為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。害者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とった当然である。財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の回復させる義務を負すること、あるいはその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の価額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の弁
償の請求を妨げない。すること、ならび債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任についてに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、発生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをし得ることもまた当然である。た当然である。その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのいかなる損害に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のせよ、賠償の請求を妨げない。すべく規定した場合において、法律行為の性質によっても、またされた当然である。全て整い、債権者の受ての債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害を請求することができる。その際、ある行為の弁
償の請求を妨げない。することを請求することができる。その際、ある行為の指す。
-

มาตรา ๔๓๙
บุคคลผู้จำ ต้องคืนทรัพย์อันผู้อ่ น
ื ต้องเสียไปเพร ะละเมิดแห่งตนนั้น ยังต้องรับผิดชอบตลอดถึง
ก รทีท
่ รัพย์น้ น
ั ทำ ล ยลงโดยอุบัติเหตุ หรือก รคืนทรัพย์ตกเป็ นพ้นวิสัยเพร ะเหตุอย่ งอื่นโดย
อุบัติเหตุ หรือทรัพย์น้ น
ั เสื่อมเสียลงโดยอุบัติเหตุน้ น
ั ด้วย เว้นแต่เมื่อก รทีท
่ รัพย์สินทำ ล ย หรือตก
เป็ นพ้นวิสัยจะคืนหรือเสื่อมเสียนั้น ถึงแม้ว่ จะมิได้มีก รทำ ละเมิด ก็คงจะต้องตกไปเป็ นไปอย่ งนั้น
อยู่เอง
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

199 [=199 -> 177]

Gr. Code (1898)

* 848

Miscellaneous

第 439 条
不法行を請求することができる。その際、ある行為の為のを請求することができる。その際、ある行為の加している場合には、第三債務者の債務残額に関え債務て他の全ての人から奪取し得ることもまた当然である。た当然である。財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替する義務を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の財物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが偶発的に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の滅失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とし得ることもまた当然である。た当然である。と
き、物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の返還され、あるいは代替がその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の原因する］損害がある場合に、それを立証することは妨げられない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよって偶発的に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不能のもの、または後に至って不能となっとなった当然である。とき、あるいはその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが偶発的に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の劣化してその価額が低減したために、その損害を賠償しなければならない場合もまた、同様し得ることもまた当然である。
た当然である。ときに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のも、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでわなければならない。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、た当然である。とえ債務不法行を請求することができる。その際、ある行為の為のが加している場合には、第三債務者の債務残額に関え債務られなかった当然である。とし得ることもまた当然である。て
も、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またが滅失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とし得ることもまた当然である。、返還され、あるいは代替が不能のもの、または後に至って不能となっとなり以後、その物を当該債権債務関係の、あるいは劣化してその価額が低減したために、その損害を賠償しなければならない場合もまた、同様し得ることもまた当然である。た当然である。であろう場合において、法律行為の性質によっても、または、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
-

มาตรา ๔๔๐
ในกรณีที่ต้องใช้ร ค ทรัพย์อน
ั ได้เอ ของเข ไปก็ดี ในกรณีที่ต้องใช้ร ค ทรัพย์อันลดน้อยลงเพร ะ
บุบสล ยก็ดี ฝ่ ยผู้ต้องเสียห ยจะเรียกดอกเบี้ยในจำ นวนเงินที่จะต้องใช้ คิดตั้งแต่เวล อันเป็ นฐ นที่
ตั้งแห่งก รประม ณร ค นั้นก็ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous
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第五章 不法行為

第二節 不法行為に基づく損害賠償金基づく損害賠償金づく損害賠償金損害賠償金

第 440 条
被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。害者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のから奪取し得ることもまた当然である。た当然である。物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の価額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。すべき場合において、法律行為の性質によっても、また、また当然である。は物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損傷に由る損に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよる価額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の減しようとしなかったことに限定される場合であってもまた、少を賠償すべき場合を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。すべき場合において、法律行為の性質によっても、また
に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては、被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。害者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、価額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。評価の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の準となる時点より以後、その物を当該債権債務関係のより以後、その物を当該債権債務関係の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。額が外国の通貨で表示されたときは、タイの通貨で弁済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のつき利があ息を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることがで
きる。
-

มาตรา ๔๔๑
ถ้ บุคคลจำ ต้องใช้ค่ สินไหมทดแทนเพื่อคว มเสียห ยอย่ งใดๆ เพร ะเอ สังห ริมทรัพย์ของเข
ไปก็ดี หรือเพร ะทำ ของเข ให้บุบสล ยก็ดี เมื่อใช้ค่ สินไหมทดแทนให้แก่บุคคลซึ่งเป็ นผู้ครอง
ทรัพย์น้ น
ั อยู่ในขณะที่เอ ไป หรือขณะที่ทำ ให้บุบสล ยนั้นแล้ว ท่ นว่ เป็ นอันหลุดพ้นไปเพร ะก รที่
ได้ใช้ให้เช่นนั้น แม้กระทัง่ บุคคลภ ยนอกจะเป็ นเจ้ ของทรัพย์หรือมีสิทธิอย่ งอื่นเหนือทรัพย์น้ น
ั
เว้นแต่สิทธิของบุคคลภ ยนอกเช่นนั้นจะเป็ นที่รู้อยู่แก่ตน หรือมิได้รู้เพร ะคว มประม ทเลินเล่อ
อย่ งร้ ยแรงของตน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

Gr. Code (1898)

Jp. Code (1896,98)

Miscellaneous

* 851

第 441 条
動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の奪取あるいは損傷に由る損を請求することができる。その際、ある行為の原因する］損害がある場合に、それを立証することは妨げられない。とし得ることもまた当然である。てその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。すべき場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、賠償の請求を妨げない。義務を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが、奪
取あるいは損傷に由る損の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の時点より以後、その物を当該債権債務関係のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおけるその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の占有する物者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て賠償の請求を妨げない。し得ることもまた当然である。た当然である。ときは、た当然である。とえ債務動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の所に請求すること有する物権その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
他の全てのの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の権利があが第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の存する場合において、法律行為の性質によっても、またであっても、賠償の請求を妨げない。義務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、以て債務の履行とし得ることもまた当然である。後その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の免れることができる。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。
し得ることもまた当然である。、第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の権利があの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の存することを請求することができる。その際、ある行為の知しなければならない。っていた当然である。か、あるいは知しなければならない。らなかった当然である。ことに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のつき賠償の請求を妨げない。義務者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の重ねて遅延利息を請求することは、これを禁ずる。大な損害が生じる虞のあることを債務者が
な過失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のあるときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
-

มาตรา ๔๔๒
ถ้ คว มเสียห ยได้เกิดขึ้นเพร ะคว มผิดอย่ งหนึ่งอย่ งใดของผู้ต้องเสียห ยประกอบด้วยไซร้
ท่ นให้นำ บทบัญญัติแห่งม ตร ๒๒๓ ม ใช้บังคับ โดยอนุโลม
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第 442 条
損害の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の発生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のつき、被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。害者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第身に専属する事に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のも［第故のために履行が不能となった場合も、また同様である。但し、意また当然である。は過失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこがあるときは、第 223 条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の準用
する。
-

มาตรา ๔๔๓
ในกรณีทำ ให้เข ถึงต ยนั้น ค่ สินไหมทดแทนได้แก่ค่ ปลงศพ รวมทั้งค่ ใช้จ่ ยอันจำ เป็ นอย่
งอื่นๆอีกด้วย
ถ้ มิได้ต ยในทันที ค่ สินไหมทดแทนได้แก่ค่ รักษ พย บ ล รวมทั้งค่ เสียห ยที่ต้องข ด
ประโยชน์ทำ ม ห ได้เพร ะไม่ส ม รถประกอบก รง นนั้นด้วย

ถ้ ว่ เหตุที่ต ยลงนั้นทำ ให้บุคคลคนหนึ่งคนใดต้องข ดไร้อุปก ระต มกฎหม ยไปด้วยไซร้ ท่ นว่
บุคคลคนนั้นชอบที่จะได้ร ับค่ สินไหมทดแทนเพื่อก รนั้น
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第五章 不法行為

第二節 不法行為に基づく損害賠償金基づく損害賠償金づく損害賠償金損害賠償金

第 443 条
I. 人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の殺の場合もまた、同様とする。害の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおける損害賠償の請求を妨げない。とは即ち、通常の状態において、債務不履行の結果、当然に生ずる損害の賠償を請求ち、火葬費および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任についてその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の他の全ての必要なあらゆる行為を完了し、または債権者な費用［第の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の弁償の請求を妨げない。］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者を請求することができる。その際、ある行為の指す。
II. 直ちに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の死に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の至って不能となっらなかった当然である。ときは、［第救命の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者医療費および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について就の間に紛失ある労能のもの、または後に至って不能となっ力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の喪失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよる不利があ益を与えてはならない。もま
た当然である。、損害賠償の請求を妨げない。［第の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の含めて、債務者に帰属する金銭その他の全てのまれる。
III. 殺の場合もまた、同様とする。害の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の結果、第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが法律で保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有す障される先取り特権もまた、行使することされた当然である。扶養するべき同居親族、およを請求することができる。その際、ある行為の受けられなくなった当然である。ときは、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賠
償の請求を妨げない。を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる。
-

มาตรา ๔๔๔
ในกรณีทำ ให้เสียห ยแก่ร่ งก ยหรืออน มัยนั้น ผู้ตอ
้ งเสียห ยชอบที่จะได้ชดใช้ค่ ใช้จ่ ยอันตน
ต้องเสียไป และค่ เสียห ยเพื่อก รที่เสียคว มส ม รถประกอบก รง นสิ้นเชิงหรือแต่บ งส่วน ทั้งใน
เวล ปั จจุบันนั้นและในเวล อน คตด้วย
ถ้ ในเวล ที่พิพ กษ คดี เป็ นพ้นวิสัยจะหยัง่ รู้ได้แน่ว่ คว มเสียห ยนั้นได้มีแท้จริงเพียงใด ศ ล
จะกล่ วในคำ พิพ กษ ว่ ยังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำ พิพ กษ นั้นอีกภ ยในระยะเวล ไม่เกินสองปี
ก็ได้
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第 444 条
I. 身に専属する事体のあるいは健康に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害が加している場合には、第三債務者の債務残額に関え債務られた当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては、被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。害者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、負うべき事由によって不能となったときは、この限りで担し得ることもまた当然である。た当然である。費用の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の償の請求を妨げない。還され、あるいは代替、ならび債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任についてに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、
就の間に紛失ある労能のもの、または後に至って不能となっ力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とを請求することができる。その際、ある行為の完全て整い、債権者の受あるいは部に限って不能となった場合において、なおも可能な部分の履行が債権者にとっ分を行うことを裁判所に請求することができる。的に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の喪失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とし得ることもまた当然である。た当然である。ことに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよる、現在する。但し、および債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について将来の目的物とする。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおける損失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のす
ることができる。
II. 判決せられる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の言渡しがし得ることもまた当然である。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の時点より以後、その物を当該債権債務関係のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、現実に履行を提供しなけの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第を請求することができる。その際、ある行為の未だに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の明したときは、その限りではない。［この場合において］当該確に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の予め債務者に告げていた場合、または履測することができないときは、裁することができないときは、裁
判所に請求することは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の判決せられる。中に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、最高で 2 年間を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。度に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の判決せられる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の変更に弁済をして自らが受けた損害を補填すべき旨を第三債務者を請求することができる。その際、ある行為の留保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すする旨を債権者に告知すれば足りる。このような場合には、債務者の告知は履行のを請求することができる。その際、ある行為の宣言することができ
る。
-

มาตรา ๔๔๕
ในกรณีทำ ให้เข ถึงต ย หรือให้เสียห ยแก่ร่ งก ยหรืออน มัยก็ดี ในกรณีทำ ให้เข เสียเสรีภ พก็ดี
ถ้ ผู้ต้องเสียห ยมีคว มผูกพันต มกฎหม ย จะต้องทำ ก รง นให้เป็ นคุณแก่บุคคลภ ยนอกในครัว
เรือน หรืออุตส หกรรมของบุคคลภ ยนอกนั้นไซร้ ท่ นว่ บุคคลผู้จำ ต้องใช้ค่ สินไหมทดแทนนั้นจะ
ต้องใช้ค่ สินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภ ยนอกเพื่อที่เข ต้องข ดแรงง นอันนั้นไปด้วย
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第 445 条
人を請求することができる。その際、ある行為の殺の場合もまた、同様とする。害し得ることもまた当然である。、あるいは身に専属する事体のもし得ることもまた当然である。くは健康に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害を請求することができる。その際、ある行為の加している場合には、第三債務者の債務残額に関え債務た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、また、また当然である。は自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第由によって不能となったときは、この限りでを請求することができる。その際、ある行為の侵害し得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、
被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。害者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の家庭あるいは営業所において労務を提供する法律上の義務を負っていあるいは営業または工業の労務所に請求することに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて労務を請求することができる。その際、ある行為の提供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、する法律上で、選択の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の義務を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでってい
るときは、［第被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。害者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者損害賠償の請求を妨げない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の義務を請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。てもまた当然である。、労務の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の提供があった場合において、債権者が法的根拠なくしてその受領を拒んだときは、
を請求することができる。その際、ある行為の受けられなかった当然である。ことに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のつき、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。し得ることもまた当然である。なければならない。
-

มาตรา ๔๔๖
ในกรณีทำ ให้เข เสียห ยแก่ร่ งก ยหรืออน มัยก็ดี ในกรณีทำ ให้เข เสียเสรีภ พก็ดี ผู้ต้องเสียห ย
จะเรียกร้องเอ ค่ สินไหมทดแทนเพื่อคว มที่เสียห ยอย่ งอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ สิทธิเรียก
ร้องอันนี้ไม่โอนกันได้ และไม่ตกสืบไปถึงท ย ท เว้นแต่สิทธิน้ น
ั จะได้ร ับสภ พกันไว้โดยสัญญ หรือ
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第五章 不法行為

第二節 不法行為に基づく損害賠償金基づく損害賠償金づく損害賠償金損害賠償金

ได้เริ่มฟ้ องคดีต มสิทธิน้ น
ั แล้ว

อนึ่งหญิงที่ต้องเสียห ยเพร ะผู้ใดทำ ผิดอ ญ เป็ นทุรศีลธรรมแก่ตน ก็ยอ
่ มมีสิทธิเรียกร้องทำ นอง
เดียวกันนี้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

[201]

Gr. Code (1898)

* 847

Jp. Code (1896,98)

[710]

Miscellaneous

[S.O.47]

第 446 条
I. 身に専属する事体のあるいは健康に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害を請求することができる。その際、ある行為の加している場合には、第三債務者の債務残額に関え債務た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、また、ならび債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任についてに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第由によって不能となったときは、この限りでを請求することができる。その際、ある行為の侵害し得ることもまた当然である。た当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては、被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。害者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、財産から債務の弁済を受ける権利を有する。以て債務の履行とし得ることもまた当然である。
外の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のついてもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる。この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為の権は、譲渡しがすることも、相続するよう、裁判所に請求することができる。
することもできない。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、［第当事者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者契約の目的としたときを請求することができる。その際、ある行為の以て債務の履行とし得ることもまた当然である。てこの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為の権を請求することができる。その際、ある行為の承認められるときは、その当事者に支払うべき損害賠償の範囲は、事情全体の総合判断、なかんずし得ることもまた当然である。た当然である。とき、また当然である。はこの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為の権
に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづいて既に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の訴え債務が提起こり得ない甚大な損害が生じる虞のあることを債務者がされているときは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係のではない。
II. 反道徳的な犯した者として、その損害を賠償しなければならない。罪行を請求することができる。その際、ある行為の為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。害を請求することができる。その際、ある行為の受けた当然である。女性もまた当然である。、［第本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者と］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者同様との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為の権を請求することができる。その際、ある行為の有する物する。
-

มาตรา ๔๔๗
บุคคลใดทำ ให้เข ต้องเสียห ยแก่ช่ อ
ื เสียง เมื่อผู้ตอ
้ งเสียห ยร้องขอ ศ ลจะสัง่ ให้บุคคลนั้นจัดก ร
ต มควรเพื่อทำ ให้ช่ อ
ื เสียงของผู้น้ น
ั กลับคืนดีแทนให้ใช้ค่ เสียห ยหรือทั้งให้ใช้ค่ เสียห ยด้วยก็ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)

[186]

Gr. Code (1898)

249 [??], 824

Jp. Code (1896,98)

* 723

Miscellaneous

S.O.43 [??] [S.O.49]

第 447 条
他の全ての人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の名において行使することができる。誉または財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、管理者を請求することができる。その際、ある行為の毀損し得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。ては、裁判所に請求することは、被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。害者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のづき、損害賠償の請求を妨げない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の代えることができる。え債務て、また当然である。は
損害賠償の請求を妨げない。とともに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、名において行使することができる。誉または財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、管理者を請求することができる。その際、ある行為の回復させる義務を負するの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の適当な処分を行うことを裁判所に請求することができる。を請求することができる。その際、ある行為の命ずることができる。
-

มาตรา ๔๔๘
สิทธิเรียกร้องค่ เสียห ยอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่ นว่ ข ดอ ยุคว มเมื่อพ้นปี หนึ่งนับแต่วน
ั ที่ผู้
ต้องเสียห ยรู้ถึงก รละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่ สินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปี นับแต่วน
ั ทำ
ละเมิด
แต่ถ้ เรียกร้องค่ เสียห ยในมูลอันเป็ นคว มผิดมีโทษต มกฎหม ยลักษณะอ ญ และมีกำ หนด
อ ยุคว มท งอ ญ ย วกว่ ที่กล่ วม นั้นไซร้ ท่ นให้เอ อ ยุคว มที่ย วกว่ นั้นม บังคับ
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

203

Gr. Code (1898)

852 [=852 par.1]

[724]

Miscellaneous

S.O.50 [??] * [S.O.60 par.1, 2]

第 448 条
I. 不法行を請求することができる。その際、ある行為の為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよる損害賠償の請求を妨げない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為の権は、被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。害者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のがその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の不法行を請求することができる。その際、ある行為の為のおよび債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任について加している場合には、第三債務者の債務残額に関害者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のを請求することができる。その際、ある行為の知しなければならない。った当然である。時から 1 年間を請求することができる。その際、ある行為の経
過し得ることもまた当然である。た当然である。とき、また当然である。は不法行を請求することができる。その際、ある行為の為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の時から 10 年を請求することができる。その際、ある行為の経過し得ることもまた当然である。た当然である。とき、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の消しを裁判所に請滅時効が完成する。
II. 損害賠償の請求を妨げない。を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のする訴え債務が刑法上で、選択の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の犯した者として、その損害を賠償しなければならない。罪行を請求することができる。その際、ある行為の為のを請求することができる。その際、ある行為の理由によって不能となったときは、この限りでに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の提起こり得ない甚大な損害が生じる虞のあることを債務者がされた当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、刑法がこの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の犯した者として、その損害を賠償しなければならない。罪に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
［第第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の規定した場合において、法律行為の性質によっても、また］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者より以後、その物を当該債権債務関係の長期において既の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の時効期において既間を請求することができる。その際、ある行為の定した場合において、法律行為の性質によっても、まためているときは、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の長期において既の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の時効期において既間に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者う。
-
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第三節 免責

หมวด ๓
第三節
-

นิรโทษกรรม
免責

มาตรา ๔๔๙
บุคคลใดเมื่อกระทำ ก รป้ องกันโดยชอบด้วยกฎหม ยก็ดี กระทำ ต มคำ สัง่ อันชอบด้วยกฎหม ยก็
ดี ห กก่อให้เกิดเสียห ยแก่ผู้อ่ น
ื ไซร้ ท่ นว่ บุคคลนั้นห ต้องรับผิดใช้ค่ สินไหมทดแทนไม่
ผู้ต้องเสียห ยอ จเรียกค่ สินไหมทดแทนจ กผู้เป็ นต้นเหตุให้ต้องป้ องกันโดยชอบด้วยกฎหม ย
หรือจ กบุคคลผู้ให้คำ สัง่ โดยละเมิดนั้นก็ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)

* 196

Gr. Code (1898)

227 - 231, 904

720 [=720 par.1]

Miscellaneous

S.O.52 par.1

第 449 条
I. 合において、法律行為の性質によっても、また法的な防衛行を請求することができる。その際、ある行為の為の、ならび債務の履行のために使用する者の［故意または過失の］責任についてに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の合において、法律行為の性質によっても、また法的な命令によって差し押えすることのできないもに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者う行を請求することができる。その際、ある行為の為のを請求することができる。その際、ある行為のし得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、た当然である。とえ債務他の全ての人に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害を請求することができる。その際、ある行為の加している場合には、第三債務者の債務残額に関え債務ることが
あっても、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。する責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでわない。
II. ［第本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者被った如何なる損害も、これを賠償しなければならない。害者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、合において、法律行為の性質によっても、また法的な防衛行を請求することができる。その際、ある行為の為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の原因する］損害がある場合に、それを立証することは妨げられない。となった当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、また当然である。は［第合において、法律行為の性質によっても、また法的
な］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者命令によって差し押えすることのできないもを請求することができる。その際、ある行為の不法に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の発し得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。を請求することができる。その際、ある行為の請求することができる。その際、ある行為のすることができる。
-

มาตรา ๔๕๐
ถ้ บุคคลทำ บุบสล ย หรือทำ ล ยทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อจะบำ บัดปั ดป้ องภยันตร ยซึ่งมีม เป็ น
ส ธ รณะโดยฉุกเฉิน ท่ นว่ ไม่จำ ต้องใช้ค่ สินไหมทดแทน ห กคว มเสียห ยนั้นไม่เกินสมควรแก่
เหตุภยันตร ย
ถ้ บุคคลทำ บุบสล ย หรือทำ ล ยทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อจะบำ บัดปั ดป้ องภยันตร ยอันมีแก่
เอกชนโดยฉุกเฉิน ผู้น้ น
ั จะต้องใช้คืนทรัพย์น้ น
ั

ถ้ บุคคลทำ บุบสล ย หรือทำ ล ยทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อจะป้ องกันสิทธิของตนหรือของบุคคล
ภ ยนอกจ กภยันตร ยอันมีม โดยฉุกเฉินเพร ะตัวทรัพย์น้ น
ั เองเป็ นเหตุ บุคคลเช่นว่ นี้ห ต้องรับ
ผิดใช้ค่ สินไหมทดแทนไม่ ห กคว มเสียห ยนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุ แต่ถ้ ภยันตร ยนั้นเกิดขึ้น
เพร ะคว มผิดของบุคคลนั้นเองแล้ว ท่ นว่ จำ ต้องรับผิดใช้ค่ สินไหมทดแทนให้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)
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Gr. Code (1898)

228

[720 par.2]

Miscellaneous

[S.O.52 par.2]

第 450 条
I. 公共の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の利があ益を与えてはならない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、管理者し得ることもまた当然である。た当然である。危難を避けるために、［他人の］物を損傷あるいは破壊した者は、そのを請求することができる。その際、ある行為の避けるために、［他人の］物を損傷あるいは破壊した者は、そのけるた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、［第他の全ての人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の損傷に由る損あるいは破壊した者は、そのし得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
損害が［第避けるために、［他人の］物を損傷あるいは破壊した者は、そのけられた当然である。］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者危難を避けるために、［他人の］物を損傷あるいは破壊した者は、その［第の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の重ねて遅延利息を請求することは、これを禁ずる。大な損害が生じる虞のあることを債務者がさ］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の比べてやむを得ないものである限り、損害賠償の責任を負べてや意味を有しないときは、債権者は、その可能部分の履行の受領を拒否した上で、債務全体のむを請求することができる。その際、ある行為の得ることもまた当然である。ないもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のである限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、損害賠償の請求を妨げない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りで
わない。
II. 専ら個人的な事柄に関しては、この限りではない。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、管理者し得ることもまた当然である。た当然である。危難を避けるために、［他人の］物を損傷あるいは破壊した者は、そのを請求することができる。その際、ある行為の避けるために、［他人の］物を損傷あるいは破壊した者は、そのけるた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、［第他の全ての人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の損傷に由る損あるいは破壊した者は、そのし得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の回復させる義務を負する責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう。
III. ［第他の全ての人の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またから、自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第己の名において行使することができる。あるいは第三者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の権利があに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。て急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、管理者し得ることもまた当然である。た当然である。危難を避けるために、［他人の］物を損傷あるいは破壊した者は、そのが生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいて、それを請求することができる。その際、ある行為の
避けるために、［他人の］物を損傷あるいは破壊した者は、そのけるた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の損傷に由る損あるいは破壊した者は、そのし得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害が［第避けるために、［他人の］物を損傷あるいは破壊した者は、そのけられた当然である。］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者危難を避けるために、［他人の］物を損傷あるいは破壊した者は、その［第の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の重ねて遅延利息を請求することは、これを禁ずる。大な損害が生じる虞のあることを債務者がさ］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の
比べてやむを得ないものである限り、損害賠償の責任を負べてや意味を有しないときは、債権者は、その可能部分の履行の受領を拒否した上で、債務全体のむを請求することができる。その際、ある行為の得ることもまた当然である。ないもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のである限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、損害賠償の請求を妨げない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでわない。但し、別段の合意がある場合にはその限りではない。し得ることもまた当然である。、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の危難を避けるために、［他人の］物を損傷あるいは破壊した者は、そのが生じたときは、債務者は、その不法行為の時より遅滞の責めをじた当然である。ことに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のつ
き、物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の損傷に由る損あるいは破壊した者は、そのし得ることもまた当然である。た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第身に専属する事に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第故のために履行が不能となった場合も、また同様である。但し、意また当然である。は過失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様との債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこがあるときは、この債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損
害を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。し得ることもまた当然である。なければならない。
-
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第五章 不法行為

第三節 免責

มาตรา ๔๕๑
บุคคลใช้กำ ลังเพื่อป้ องกันสิทธิของตน ถ้ ต มพฤติก รณ์จะขอให้ศ ลหรือเจ้ หน้ ที่ชว่ ยเหลือให้
ทันท่วงทีไม่ได้ และถ้ มิได้ทำ ในทันใด มีภัยอยู่ด้วยก รที่ตนจะได้สมดัง่ สิทธิน้ น
ั จะต้องประวิงไปม ก
หรือถึงแก่ส บสูญได้ไซร้ ท่ นว่ บุคคลนั้นห ต้องรับผิดใช้ค่ สินไหมทดแทนไม่

ก รใช้กำ ลังดัง่ กล่ วม ใยวรรคก่อนนั้น ท่ นว่ ต้องจำ กัดครัดเคร่งแต่เฉพ ะที่จำ เป็ นเพื่อจะบำ บัด
ปั ดป้ องภยันตร ยเท่ นั้น

ถ้ บุคคลผู้ใดกระทำ ก รดัง่ กล่ วม ในวรรคต้น เพร ะหลงสันนิษฐ นพล ดไปว่ มีเหตุอันจำ เป็ นที่
จะทำ ได้โดยชอบด้วยกฎหม ยไซร้ ท่ นว่ ผู้น้ น
ั จะต้องรับผิดใช้ค่ สินไหมทดแทนให้แก่บุคคลอื่น แม้
ทั้งก รที่หลงพล ดไปนั้นจะมิใช่เป็ นเพร ะคว มประม ทเลินเล่อของตน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])
Old Text (1923)
Jp. Code (1896,98)
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Gr. Code (1898)

229, 230, 231

Miscellaneous

S.O.52 [=S.O.52 par.3]

第 451 条
I. 自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第己の名において行使することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の権利があを請求することができる。その際、ある行為の防衛するた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様と救済することができる。に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の訴え債務た当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、裁判所に請求することあるいは管轄官庁の救済を待つことを許の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の救済することができる。を請求することができる。その際、ある行為の待たずに］直ちに債務を履行つことを請求することができる。その際、ある行為の許されないが、債務者側から履行することは許されるものと推定さ
さない状況より推知することもできないときは、債権者は直に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のあり以後、その物を当該債権債務関係の、且つ、将来のために適当な処分を行うことを裁判所に請求することができる。つ即ち、通常の状態において、債務不履行の結果、当然に生ずる損害の賠償を請求座の行動なくしては、その権利の実現が著しく困難あるいは不可能となるの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の動なくし得ることもまた当然である。ては、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の権利があの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の実に履行を提供しなけ現が著しく困難あるいは不可能となるし得ることもまた当然である。く困難を避けるために、［他人の］物を損傷あるいは破壊した者は、そのあるいは不可能のもの、または後に至って不能となっとなる
虞のあることを債務者ががある場合において、法律行為の性質によっても、またに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。り以後、その物を当該債権債務関係の、損害賠償の請求を妨げない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでわない。
II. 本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様と救済することができる。は、危難を避けるために、［他人の］物を損傷あるいは破壊した者は、そのを請求することができる。その際、ある行為の回避けるために、［他人の］物を損傷あるいは破壊した者は、そのするた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の必要なあらゆる行為を完了し、または債権者不可欠の限度を越えてはならない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の限りではない。度を請求することができる。その際、ある行為の越えてはならない。え債務てはならない。
III. 合において、法律行為の性質によっても、また法的な自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第力を失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様と救済することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の要なあらゆる行為を完了し、または債権者件を請求することができる。その際、ある行為の満た当然である。すという誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で債権証書を滅失させった当然である。想定した場合において、法律行為の性質によっても、またから本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の行を請求することができる。その際、ある行為の動に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の出したときは、その物の所有者に費用の償還をさせることがた当然である。者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、た当然である。とえ債務その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の錯
誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で債権証書を滅失させが自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第らの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の過失っているときは、その債務の弁済は、通貨の種類が特定されていなかった場合と同様とに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のよるもの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のでない場合において、法律行為の性質によっても、またであっても、他の全ての者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の対する意思表示によってこれを行使する。し得ることもまた当然である。てその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の損害を請求することができる。その際、ある行為の賠償の請求を妨げない。する責めを負うべき事由によって不能となったときは、この限りで任のない事由によって債務の履行が滞っている限りは、債務者に遅滞の責めを負わせるこを請求することができる。その際、ある行為の負うべき事由によって不能となったときは、この限りでう。
-

มาตรา ๔๕๒
ผู้ครองอสังห ริมทรัพย์ชอบที่จะจับสัตว์ของผู้อ่ น
ื อันเข้ ม ทำ คว มเสียห ยในอสังห ริมทรัพย์น้ น
ั
และยึดไว้เป็ นประกันค่ สินไหมทดแทนอันจะพึงต้องใช้แก่ตนได้ และถ้ เป็ นก รจำ เป็ นโดย
พฤติก รณ์ แม้จะฆ่ สัตว์น้ น
ั ก็ชอบทีจ
่ ะทำ ได้
แต่ว่ ผู้น้ น
ั ต้องบอกกล่ วแก่เจ้ ของสัตว์โดยไม่ชักช้ ถ้ และห ตัวเจ้ ของสัตว์ไม่พบ ผู้ที่จับสัตว์
ไว้ต้องจัดก รต มสมควรเพื่อสืบห ตัวเจ้ ของ
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Miscellaneous

* S.O.57

第 452 条
I. 不動産から債務の弁済を受ける権利を有する。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の占有する物者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、そこに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の侵入れしたときは、この限りではない。し得ることもまた当然である。て損害を請求することができる。その際、ある行為の加している場合には、第三債務者の債務残額に関え債務る動物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の捕獲し得ることもまた当然である。、損害賠償の請求を妨げない。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の担保を含めて、その債権者が当該債権債務関係に基づいて有すとし得ることもまた当然である。てその債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の動物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の自らのそれと同様の範囲でその責めを負わなければならない。この場合においては、第
己の名において行使することができる。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の管理下に抵に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないときくことができ、また当然である。、必要なあらゆる行為を完了し、または債権者な状況より推知することもできないときは、債権者は直下に抵に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおいては、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の動物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またを請求することができる。その際、ある行為の殺の場合もまた、同様とする。害することも許されないが、債務者側から履行することは許されるものと推定さされ
る。
II. ［第本条の］選択権は、相手方に対する意思表示によってこれを行使する。第 1 項の規定に従って定めた］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のおける］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者占有する物者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、動物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の所に請求すること有する物者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のこの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の［第捕獲などの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の］財物の給付に必要なあらゆる行為を完了し、または債権者事実に履行を提供しなけを請求することができる。その際、ある行為の遅滞の責を負う。なく通知しなければならない。し得ることもまた当然である。なけれ
ばならない。所に請求すること有する物者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のが不明したときは、その限りではない。［この場合において］当該の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のときは、動物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質によっても、またの債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の捕獲者は、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のは、その債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の発見なす。の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為のた当然である。めに基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の必要なあらゆる行為を完了し、または債権者な相当の債権に基づいて、債務者に債務の履行を請求することができる。その際、ある行為の措置することができる。但し、その債権が未だに弁済期にないときを請求することができる。その際、ある行為の講じなじな
ければならない。

─    ─

― 99 ―

