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はじめ に

中国にお いては︑改革開放政策 への転換と共に市場原理が徐々に浸透するようにな った︒ これを受け て︑当事者間

の意思自治を中心に定める契約法もきることながら︑人々の財産 の法的保護 に資する物権法も単行法 の形態 により制

定された︒また︑直近 の立法状況に ついて言えば︑侵権責任法 の誕生により︑家族法関係 の法制度 の整備を除き︑近

代西洋民法 の概念および枠組みを積極的に導入した財産法体系がほぼ樹立したと理解することができよう︒しかしな

がら︑種々 の民事法に関する単行法が制定されたとは言え︑各規定間 の解釈上 の整合性を巡る問題が浮き彫りにな っ

てきている︒そ のため︑各制度 の趣旨を横断的に理解した上で︑法的予見可能性 の向上に資する解釈論を展開するこ

とは︑中国民法学界にと つて極めて重要な課題になろう︒また︑中国民事法 の立法経緯を勘案すると︑各単行法が異

なる時期に段階的に制定されたため︑各法を解釈する際 に︑断片的な理解ではなく︑各規定 の有機的な結合 に細心 の
注意を払 いつつ︑横断的な視点から議論を行う必要性があると思われる︒

物権法 の領域 では︑中国 の法伝統が踏襲され︑厳格な物権法定主義を導入した制度が誕生した︒また︑ 一般 の人々
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にと つて最も大きな財産 である不動産に ついては︑都市部 における家屋 の物権変動を巡 って︑登記効力発生要件主義

が採用され︑有因主義を軸とする規定が制定された︒ つまり︑不動産登記整備が進んでいる都市部 では︑原則として

当事者間 の有効な法律行為および登記 の移転が不動産物権変動 の要件とな っている︒そ のため︑理論的には原因行為
である契約 の無効はそ の物権変動に影響を及ぼす ことになる︒

しかしながら︑中国 の都市部 の現状を見ると︑近時 の不動産価格 の高騰により家屋 の転売が比較的頻繁に行われ て

おり︑安定した取引 の基盤を構築するために︑第 三者が現れる際には取引 の安全を図る必要性が非常 に大き い︒そこ

で︑真正権利者 の保護と取引 の安全と の均衡を図るために︑物権法 一〇六条 により善意取得制度が設けられ ており︑
そして︑ この条文 の文言上︑動産 のみならず︑不動産も善意取得 の対象とされ ている︒すなわち︑物権法 一〇六条は︑
次 のように規定され ている︒

﹁
処分権 のな い者が不動産 又は動産を譲受人に譲渡した場合 には︑所有権者は取り戻す権利を有する︒法律 に別段 の

規定 がある場合を除き︑次に掲げる事由 に該当するときは︑議受人は︑当該不動産 又は動産 の所有権を取得する︒
︵一︶議受人が当該不動産 又は動産を譲り受けた時に書意 であ つた︑ 公︾ 合理的な価格 で譲渡された︑ 會 ︾ 譲渡

された不動産 又は動産 に ついて︑法律が登記をしなければならな いと規定する場合 にはす でに登記をしているか︑登
記が必要 でな い場合 にはすでに譲受人に引き渡され ている︒

譲受人が前項 の規定 に従 い不動産 又は動産 の所有権を取得した場合 には︑原所有権者は処分権 のな い者 に損失 の賠
償を求める権利を有する︒
当事者がそ の他 の物権を善意 に取得した場合 には︑前 二項 の規定を参照する︒
﹂
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一〇六条は︑動産および不動産 の書意取得を 一か条 により混合 した形で規定しているため︑ こうした解釈 の余地 に

富む条文構造は︑錯綜する議論を引き起 こしている︒しかしながら︑条文を適用する際 の法的安定性は当事者 にと つ

て不可欠なも のであり︑不動産善意取得要件 の明確化は︑法的予見性を促進する重要な作業 であろう︒

そこで本稿では︑中国における理論的な状況を整理し︑実務 の紛争解決方法を踏まえながら︑不動産善意取得 の解
釈を中心に以下 の手順により分析を展開した い︒

まずは︑ 二にお いて不動産 の善意取得を巡る立法者および最高人民法院 の見解を整理し︑ これにより 一〇六条 の適
用に関する基本的な姿勢を明らかにした い︒

次に︑ 三で︑不動産取引紛争および解決方法 の実態 に ついて︑物権法制定後 の事例を取り上げ︑紛争解決を巡る実

務上 の傾向を分析する︒紛争実態を詳細に分析する作業 により︑真正権利者 の保護と取引安全 の維持と の権衡を巡る
裁判官 の価値判断︑および第 二者 の善意 に関する判定方法を明確なも のにした い︒

最後に︑ 四で紛争解決 の実態および中国における住宅 の制度改革 に起因する独自 の課題を踏まえながら︑理論およ
び実務 の現状を念頭 に置き つつ︑不動産善意取得に関する解釈上 の私見を示した い︒
二︑ 不動産 の書意取得 に関する規定の分析
１︑物権法 一〇六条 の重要性 の再認識

周知 のように︑中国 の改革開放路線は︑常に軌道修正を行 いながら実施されてきた︒そのため︑中国 の基本的な民
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事財産法は︑法律制定当時 の社会︑経済状況に対処し つつ︑ いく つか の段階を経 て整備︑樹立するようにな った︒現

在立法され ている︑民法通則︑担保法︑契約法︑物権法および侵権責任法と いう単行法は財産法 の骨格 であり︑経済

活動 の運営 に貢献している︒ このように︑経済体制が徐々に変動してきた中国では︑条文間 の整合性が重視され てい

る民法典そ のも のが立法化されていな い︒その結果︑各単行法が制定時 の社会状況に適応する利点がある 一方︑横断

的な視点に基づ いた諸単行法における具体的な条文間 の整合性 が見逃されやす い問題が潜在している︒ そして︑法律

の不備を補 い︑条文間 の餌齢を解消するために︑最高人民法院が公布した各種 の ﹁
司法解釈﹂も基本規定 に類似する

役割を果たし︑重要な裁判基準として︑具体的な紛争解決に寄与している︒ しかし︑平行する各種 の基準は︑法 の複
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雑煩雑化現象を引き起 こしており︑条文解釈時 の困難を増幅させ ていると言えよう︒また︑本稿が取り扱う課題を分
析する際にも︑横断的な視点から関連する規定を整理する必要があると思われる︒

本稿が直接 の検討対象としているのは︑不動産 の善意取得問題 である︒ この論点に深く関連する原因行為 である契

約効力 の問題に言及する条文は︑民法通則および契約法 の規定 に散在している︒ つまり︑民法通則にお いては︑五八

条は法律行為 の無効︑五九条は変更 又は取消し の要件 に ついて定めており︑六 一条 一項は法律行為が無効又は取り消

された後 の法的効果を規定している︒ これに対し︑契約法にお いては︑五 一条は処分権を有しな い者が他人 の財産を

処分した場合 の契約 の効力︑五二条は契約無効 の事由に ついて︑五四条は契約変更又は取消しの事由 に ついて︑五八

言うま でもなく︑不動産取引に入る第 二者 の処遇を定める内容は︑真正権利者 の保護と取引安全 の維持を権衡する

規定されている︒

条は契約が無効又は取り消された後 の賠償責任に ついて︑そして九七条は契約解除後 の法的効果に ついて︑それぞれ
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際 の重要な判断基準になるであろう︒しかし︑筆者 の先行分析により︑物権法制定以前 の中国民法通則︑契約法 では︑

無効︑取消 し︑解除 の法的効果を巡 って︑ 日本法九 四条 二項︑九六条 三項 のような第 二者 の処遇を定める規定は見当
たらな いことを明らかにした ︒

既に述 べたように︑中国物権法は︑登記効力発生要件主義を都市部 の不動産物権変動 の原則として規定している︒

こうした理論構造では︑不動産 の取引が無効︑取り消された場合 には︑不動産物権変動が最初から生じな いため︑物

権が遡及的に元 の権利者に復帰することになる︒したが って︑何らか の規定 により制限を加え︑その遡及効を阻止し

なければ︑取引 の安全が甚だしく侵害される︒ しかしながら︑従来 の中国法 における契約を規律する法律 では︑そ の

遡及効が第 二者と の関係 で制限されることを定める基本規定が完備され ていな いため︑物権法 一〇六条 の善意取得規
定は︑取引 の安全を図るも のとして極めて重要な役割を果たす ことになろう︒
２︑物権法 一０六条 の解釈を巡る立法者および最高人民法院 の見解

前述 のように︑今ま での民事基本法 では︑法律行為または契約が無効ある いは取消しによ つて最終的に効力が生じ

なか った場合 における第三者 の処遇に触れる内容が見当たらなか った︒そのため︑第二者が関与した時 に終局 の物権

変動を確定するため の条文上 の根拠が欠如している︒ しかしながら︑不動産 の転売が比較的多く生じる状況下 では︑

静的安全と動的安全と の間 のバランスを有効に図るために︑何らか の形により関連する制度を健全化する必要性が浮

上してきている︒そこで︑人々の増加し つつある財産保護に対応することを目的 の 一つとして生まれた中国物権法は︑

第九章 の所有権所得 の特別規定 にお いて︑例外的に第 二者 の保護規定を設け ている︒そ の 一〇六条は︑比較的 に詳細
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な基準を設け︑善意 によ つて物 の所有権を所得しようとする第 三者 の保護を図る規定 であり︑従来 の民事基本制度 の

欠陥を補うため の重要な条文 である︒物権法 のような民事基本法 に善意 の第 二者 に係わる保護規定が新設されたこと

は︑中国民事法が健全な市場経済活動 の維持にも配慮していると いう重要な意味を持 つと考えられるため︑評価に値
すると思われる︒

も っとも︑ 一〇六条は︑動産および不動産 の善意取得を同じ条文 により規定している上︑両者 における取得要件を

区別して設け ていな いため︑曖昧さが残され ている︒さら に︑ 一〇六条 の冒頭 にお いて ﹁
処分権 のな い﹂と規定され
︵３ ︶

て いる が︑ ﹁
処分権 のな い﹂ ことをも たらす事 情 は多岐 にわ た る にも かかわ らず ︑本条 は個 々 の事情 の特殊 性を度 外視

し︑ 一つの文言を用 いて集約した形により条文化し ている︒こうした条文構造は︑ 一〇六条 の解釈 の困難を増幅して
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いると思われる︒以上 のようなことから︑多様な解釈 の可能性をも つ 一〇六条を巡 って︑多元的な角度から議論され

ており︑百花練乱な様相を呈している︒したが って︑以下では︑問題核心 の所在を明らかにするために︑立法機関お
よび裁判実務に重要な影響をもたらす最高人民法院 の立場を整理してみた い︒

︵
１︶立法機関の考え方

のである︒ ここでは︑本稿 の検討する書意取得 の問題に ついて︑以下 のように説明され ている︒

物権法は人々の財産 の保護︑帰属に係わる重要な法律 であるため︑審議 の段階から多 く の関心が寄せられ ていた︒
また︑激し い議論を経てようやく採択された後間もなくして︑立法機関が ﹁
物権法釈義﹂と いう立法理由書を出版し︑
公式な見解を公開した︒理由書は︑物権法 の逐条解説が行われ ているため︑条文 の理解を深めるには非常に有益なも
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まず︑善意取得 の定義および適用範囲 に ついて次 のように述 べている︒善意取得とは︑譲受人は︑財産 の所有権 の

移転と いう目的をも つて︑善意 で対等 の価格によ つて財産を占有 した場合 に︑たとえ譲渡人が所有権を移転させる権

利がなくても︑譲受人がそ の所有権を取得できること である︒そ の適用範囲に ついて︑動産 のみならず︑不動産も善

意取得 の対象とされている︒
次に︑書意取得 の要件に ついては︑次 のように解説 している︒第 一に︑譲受人は善意 でなければならず︑譲渡人に

処分権がな いことに つき知らなか ったことが必要である︒第 二に︑譲受人が合理的な価格を支払 ったことである︒第

二に︑譲渡された財産 に ついては︑登記が必要な物は登記がす でに移転済みである こと︑登記が必要でな い物は譲受

人に引き渡されたことが不可欠である︒ このような説明が行われた後 に︑以上 の三 つの要件を同時に具備しなければ
ならな いことが強調され ている︒

立法理由書 では︑ 一〇六条 の善意取得 の問題に ついて基本的な説明が行われ ており︑とりわけ︑善意︑合理的な価

格および不動産取引 における登記 の移転と いう三 つの要件は同時 に備える必要性があると いう点に ついて︑重要な示

唆が得られる︒も っとも︑後述 のように︑中国における不動産取引 の現状を考えると︑立法機関が提示した理解に忠

実に従えば︑取引安全 の保護と いう制度趣旨を完全に実現させることができなくなる恐れがな いわけ ではな いが︑立

法者 の基本的な考え方を確認できると いう点 では︑理由書 の意義が大き いと思われる︒しかし︑立法理由書 における

解説はやや簡素なも のとな つており︑有機的に善意取得制度を運用しようとする場合 には︑そ の他 の学説により補足
する必要があろう︒
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︵
２︶最高人民法院 の見解

中国 の最高人民法院は裁判実務 に対し大きな影響を与え ており︑ 一概 には言えな いが︑法律 によ つては ﹁
最高人民

法院関与適用○○法若干問題的解釈﹂ ︵
○○は法律名となる︶を公布する方法を用 いて︑そ の法律 の具体的な適用およ

び実際 の紛争処理に重要な意見を下している︒したが つて︑最高人民法院 の観点を適切に把握することは︑裁判実務

の方向性 の理解にと つて不可欠 である︒そこで︑ ここでは︑物権法が採択された後 に公開された意見書を材料に︑最
高人民法院 の見解をまとめてみた い︒
そして︑ 一〇六条が規定する善意取得制度 に ついて︑要約すると次 の通りである︒

まず︑善意取得制度 の目的に ついて︑取引安全 の保護︑取引 の促進︑取引 の正常な秩序および市場経済 の正常な発
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展が掲げられている︒また︑取引当事者 の信頼利益 の保護︑取引 コストなど の視点から︑善意取得制度を設ける理由
に関する説明が行われ ている︒
次に︑善意取得 の構成要件を巡 つて以下 のように解説されている︒

①譲受人が財産譲渡時は︑善意 でなければならな い︒ つまり︑善意は人 の内在的心理活動 であり︑外部 から把握し

にく いため︑具体的な基準を設ける必要がある︒そして︑書意 の認定方法に ついては︑推定 の方法によるべぎ であり︑

②財産が有償 で合理的な価格 により譲渡されなければならな い︒有償 であることは︑善意取得 の前提 である︒多く

第 三者 の保護 に不利 である︒

すなわち︑原則的に護受人は善意な者 であると推定され︑従来 の権利者は譲受人 の悪意 に つき挙証しなければならな
い︒なお︑そ の理由に ついて︑譲受人 に本人 の書意に つき挙証責任を負わせると︑譲受人 の負担を加重させ︑書意 の
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の無償譲渡 の場合は︑目的物 の出所が疑わしく︑誠実な譲受人としては︑目的物 の出所に ついて詳細 に調べる必要性

がある︒ したが って︑ これを怠 って無償 に譲り受けた場合は︑善意 ではなく︑ある いは過失があるであろう︒また︑

有償 の場合 にお いて︑合理的な価格は財産取得時 の善意を認定する基準になろう︒なぜならば︑市場経済にお いて︑

一般論からすれば財産 の譲渡は対価が必要 であり︑ これに反する財産譲渡は︑ この取引が善意によるも のでな いかも
しれな いと いう不信感を引き起 こすかけ である︒

③財産 の譲渡に ついて︑法律 に従 って登記が必要 である場合 には︑登記 の移転が必要 である︒ つまり︑不動産 のよ

うな登記を財産移転 の要件としているときがあり︑ こうした場合 は︑登記移転時を財産 の移転時としている︒

最後に︑善意取得制度 の性質 に ついては︑次 のように考えられている︒すなわち︑善意取得制度は︑取引安全 の保

護 のために︑従来 の権利者と譲受人と の権利に対して行う強制的な物権配分 に係わる国家立法である︒そして︑譲受

人が所有権を取得することは︑法律行為 ではなく物権法 の規定 によるも のであり︑確定的︑終局的なも のである︒

以上で説明した最高人民法院 の意見をまとめると︑取引 の安全および市場経済 の健全化が非常 に意識され ているよ

うに窺える︒また︑挙証責任配分 の理由説明 の部分を見ると︑善意第 二者 の保護 の必要性が重要視され︑これを念頭

に置き つつ第 三者による立証 の負担を減らし︑取引 の促進を図ろうとしている特徴が見受けられる︒

中国にお いて︑ 二〇世紀七〇年代から経済体制が徐々に変更され︑市場経済が段階的に定着するようにな ってきた︒
経済体制 の移行に対応するために民事法制度も整備され つつ︑経済活動 の促進 に役割を果たして いる︒ そして︑市場

経済導入 の成果として不動産など の個人財産 の蓄積が増加するようになり︑ こうした状況 の中︑民事法制度 の根幹 の

一つである物権法が制定された︒物権法 の運用にあた つて︑裁判実務 の甚大な影響を与える最高人民法院は︑重要な
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解説書により第二者 の保護および取引安全 の維持を強調する説明を行 っている︒最高人民法院が市場経済 の促進に関

する見解を提示することは︑大きな意味を持ち︑評価 に値すると思われる︒また︑書意取得制度 に関する解釈には曖

味な部分が存在するため︑ このような最高人民法院 の見解を物権法実施に関する司法解釈 の制定など の確実な方法を

用 いて 一層明白化することが望ま しい︒そして︑こうした手法により実務にお いて取引 の安全が図られ ている裁判を

定着させることは︑中国社会 における市場経済化理念 のさらなる浸透に大変有益 であろう︒
三︑不動産取引紛争および解決方法の実態
１︑初期の判決から見た登記制度の意義

不動産 の善意取得制度は︑不動産 の真正権利者と第三者間 の利益を調整する重要な制度 であり︑善意 によ つて不動

産を取得する第 二者 の権利が保護される︒そ の善意 の判定基準を巡り︑不動産 の登記が最も重要な要素となる︒登記
制度 の持 つ意義またはそ の役割は国によ つて異なる︒不動産 の管理を重視する中国にお いては︑ 一般的に登記制度 の

機能がど のように理解されているかを確認する必要性があろう︒そこで︑善意取得 の事業を検討する前 に︑不動産登
記制度 の意義を理解すること に資する事案を紹介した い︒また︑物権法は全く新 しい民事基本法 であり︑新制度 の実

施にあた つて︑従来 の考え方 の影響を受けながら新制度を運用する傾向 にあるため︑物権法施行間もな い頃 の事案は
制度に対する 一般的な理解をより浮き彫りにすることができると思われる︒

以下は中国 の都会を代表する天津 の事例を紹介し︑中国都市部における登記制度 の機能に関する理解を確認した い︒
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︵
１︶事実 の概 要

原告Ｘは被告Ｙの父である︒ Ｘは 一九九八年に現金 により家屋を購 入し︑妻と相談した結果︑家屋 の登記名義人を

Ｙとした︒そ の後︑Ｘ︑Ｙおよび妻 の三人が 一緒 に購 入した家屋に居住 している︒ 二〇〇七年七月︑ Ｙは結婚するこ
とを理由にＸに他所 への引 っ越しを要求した︒その後︑ Ｙは家屋を売却しようとしている︒

原告 Ｘの主張によれば︑家屋の登記名義人は子Ｙとな っているが︑実際家屋を購入する資金はＸが提供したも ので

あり︑家屋購 入後︑Ｘが最初から この家屋に居住している︒したが って︑Ｘが家屋 の真正所有者 であり︑所有権 の確
認および登記 の変更を請求した︒

これに対し︑被告Ｙの主張によれば︑ 一九九八年Ｘと母が家屋を購 入した時から家屋 の登記名義人はＹであり︑ Ｙ
は家屋 の所有者 である︒

︵
２︶判決 の概要

二〇〇七年 一〇月︑天津市南開区人民法院は物権法九 条 に基づき︑次 のような判断を下した︒原告およびその妻は︑

一九九 八年家屋を購入する際に︑その登記名義人を被告としている︒したが って︑原告 の家屋 の所有権を再確認しよ
うとする請求は支持 できな い︒

︵
３︶分析

本事案は︑不動産が転売され ていな い例 である︒本件 にお いて︑ Ｘは不動産購 入用 の資金を提供しているが︑その
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登記名義人は子であるＹとな っている︒また︑Ｘは購入した家屋に住んでおり︑不動産 の占有を行 っている︒こうし

た状況を踏まえると︑Ｘは自分が死亡するまで家屋 の持ち主 であると いう意思があると考えられる︒不動産 の転売が

行われ ておらず︑取引上 の第 三者が現れ ていな い場合 にお いて︑本件 のように登記に不実な状況が生じていれば︑そ
の変更を認める紛争解決方法も考えられる︒また︑中国 の物権法 一九条は︑不動産 の更正登記に ついて規定している

ため︑人民法院がＸを保護しようとする場合 には︑その法的根拠が存在している︒しかしながら︑本件 では物権法九

条が適用され︑不動産購入の実際 の出資者より︑登記を備えた者 の利益が優先的に保障され ている︒

この事例からは︑以下 のことが理解 できる︒仮に不動産取引 の安全を図ることが登記 の重要な機能 であると いう理

解 に立 てば︑事案 のような第 三者が現れな いときは︑真実 の権利状況を尊重して実質 の権利者が保護される可能性が

大き いと考えられる︒翻 つて見ると︑不動産 の規制を重視している中国にお いて︑登記は不動産を管理する重要な手
段 である︒物権法 にお いて︑九条 により登記効力発生要件主義が採用され︑有因主義を軸とする制度が設けられたこ

ともまた︑管理に有利と いう点が重視された側面を帯び ている︒そして︑登記を行う ことは当事者にと つて 一種 の法

定義務 であり︑ これを怠 った場合︑ある いは本人 の過失により不実な登記が発生する場合 には︑ これにより不利益を

被る可能性が生じる︒そ のため︑本件 の紛争処理にお いては︑権利者 による登記行為を促進させるような解決法が採

られていると思われる︒また︑物権法 一〇六条 の内容 から見受けられるように︑不動産 の書意取得 の制度設計にお い

ても︑第 二者による登記 の取得は不可欠な要件として設けられ ている︒以上 のよう に︑登記 の不動産管理機能が重視

されている考え方は︑裁判実務に対し 一定 の影響を及ぼしていることを念頭 に置く必要があろう︒
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２︑真正権利者が保護された判決
︵
１︶事実 の概 要

被告 ・控訴人︶と契約を
原告 ・被控訴人︶は︑商売用 の資金を獲得するために︑ ■ ︵
二〇〇五年六月二二日︑Ｘ ︵
︲
約 二六〇万
締結した︒契約 の内容は︑次 の通りである︒Ｘは︑自己所有 の 一階にある家屋を担保にＹから 二〇万元 ︵

︑
︑
円︶を借り受け︑その融資期間は二〇〇五年六月二二日から 二〇 一〇年六月二二日ま での五年間とする︒また Ｘは
︲に 得させる︒そ の融資期間内
︲に占 させ︑その使用収益を Ｙ
．に対し融資 の利息を支払わな い代わりに︑家屋をＹ
取
用
Ｙ

︲
．はＸに家
．に二〇万元を返し︑ Ｙ
に︑ Ｙ
は家屋を譲渡または抵当権を設定することができず︑融資期間終了後︑ ＸはＹ
︲
．からＸ
屋を返却するとされた︒さらに︑所有権 の登記に必要な費用に ついては︑Ｘから Ｙに移転時はＸが負担し︑ Ｙ

︲が 担するとされている︒なお︑契約締結時 の立会人 の証言によると︑契約する当時︑Ｘは自己所
に返却する際はＹ
負

有 の家屋を利用して商売用 の資金を調達 しようとしており︑ ■は小型 のスーパー マーケ ットを開くために︑ 一階にあ

．は二〇万元を Ｘに
るＸ所有 の家屋を活用しようとしている︒契約締結 の当日に︑家屋登記移転 の手続きが行われ︑ Ｙ

引き渡した︒
︲
︲
被告 ・控訴人︶は本件家屋に ついて売買契約を締結した︒そ の契約 によれば︑Ｙ
二〇 一〇年 四月 一〇 日︑ Ｙと協 ︵

は三五万元 の価格で家屋を■に譲渡し︑家屋の登記変更が二〇 一〇年六月二三日に行われると約定されている︒なお︑

そ の他 の条項は電子機器により入力され︑印刷
当該契約 の第八条は︑その他 の条項と異な って手書き の方式 により ︵

︑﹁
本契約は二〇 一〇年六月二三日に効力が発生する﹂と の内容を記載 している︒そして︑ 二〇 一〇年六
されている︶
月二三日に︑本件家屋 の所有権移転登記が行われた︒
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．
そこで︑ Ｘは︑ＸとＹ
間で締結された契約は本件家屋 の売買契約ではなく︑家屋を担保とす る消費貸借契約 である

．
と協間で行われた本件家屋 の転売行為は無効 であることを理由として︑本人に家屋 の所有権があると主張し︑
ため︑ Ｙ
提訴した︒

︲とちは︑両者
︲
原告 の主張に対し︑ Ｙ
の契約は︑契約法が定める契約無効 の規定 に反しておらず︑ Ｙ
がＸと の間 では
本件家屋 の所有権がす でに移転していることを理由 に反論している︒
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︵
２︶判決 の概要

① 一審 では︑河南省正陽県人民法院は以下 のように認定して︑判決を下した︒
︲は
公民は︑信義則に従 って民事活動を行うべき である︒本件 では︑ ＸとＹ
平等 の立場から自ら の意思に基づき︑本
件家屋を担保とされている消費貸借契約が締結され ており︑また︑契約に従 って履行され ている︒他方︑ ■と ︑は︑

本件家屋 の売買契約を締結し︑そ の契約 の第八条は︑手書き の方式により ﹁
本契約は 二〇 一〇年六月二三日に効力が

．と の契約 では︑ 二〇 一〇年六
発生する﹂と いう条項を記入し︑ 二〇 一〇年六月 二三日に登記手続きを行 った︒Ｘと Ｙ

月二二日をも つて期間が終了すると約定されている︒そ のため︑契約 の慣習および 日常 の生活経験からすると︑ ちは︑

Ｘと Ｙ間 では事実上本件家屋を担保とされ ている消費貸借契約が締結され ていること︑および︑は家屋 の真正所有権

．
たがつて︑Ｙ
とちによる本件家屋の処分行為は︑信義則に反するものであり︑無権の処分行為である︒また︑ちの行
．
為は︑物権法 一〇六条の善意取得規定の適用に符合せず︑Ｙ
とちによる本件家屋の処分行為はＸの合法的権益を侵害

．
者 ではな いことを知 っている筈 であり︑ Ｙ
とＬ間 の約定は︑ Ｘと︑間 で約束した契約期間から逃れるも のである︒し
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．
とＬ間 での転売行為
したも のであり︑現行 の法律 により否定的な評価を受けるべき である︒したが って︑ ＸによるＹ
は無効 であると いう主張を認めるべき である︒

．
間 の契約は︑不動産 の売買契約ではなく消費貸借契約 である︒
なお︑契約 の目的解釈および証言からして︑ ＸとＹ

︑
■︑ Ｌ
を
とし
定 した︒
は
お
よ
び
法
的
根
拠
欠
く
て
否
主
張
事
実
根
拠
の
︲
以上 のような理解 のもとで︑ 一審は︑契約法六 条 ︑物権法 一〇六条および担保法 四九 条 の規定 に従 い︑ Ｙとちによ

る本件家屋 の売買契約は無効と いう判決を下した︒
︲
一審判決に対し︑Ｙ︑ Ｌは以下 のような理由により上訴した︒第 一に︑ 一審 の事実認定に間違 いがある︒すなわち︑

．
間 の契約は消費貸借契約である のならば︑本件家屋 の所有権移転 の登記を行う必要がなか ったであろう︒
仮にＸ︑Ｙ

．
間 の契約にお いて利息および借家 の費用が定められていな いことか
また︑借金証明書がなか ったこと︑およびＸ︑ Ｙ

ら して︑当該契約は消費貸借契約 ではな い︒第 二に︑手続き上に不備がある︒本件は物権 の所有権を争う事件 である

が︑ 一審判決 では︑︑Ｌ の売買契約が無効とされている︒第 二に︑ 一審判決 の法的根拠が存在しな い︒第 四に︑Ｌは
善意取得により本件家屋 の所有権を取得している︒
② 二審 では︑次 のように判断され︑上訴が棄却された︒

まず︑事実 の認定 に関しては︑ 一審判決 で行われ ている内容がほぼ踏襲され ている︒
．
次に︑Ｘ︑Ｙ
間 で締結された契約 の性質 に ついて︑条件および期限付き の消費貸借契約とした︒また︑ Ｘ︑ ■が本

件家屋 の登記移転を行う際 に︑売買契約履行 の方式が用 いられ ては いるが︑契約時 の価格が時価と異な っている こと

からして︑売買に関する両当事者 の真実な意思が見られな いため︑権利移転に関する合意は認められな い︒
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さらに︑最高人民法院関与貫徹執行 ﹁
中華人民共和国民法通則﹂若干問題的意見 ︵一九八八年 四月公表︶ ︵
以下︑ ﹁
民

法通則﹂執行意見と略称する︶ 一一五条 一項は︑ ﹁
抵当権設定者自身が抵当物を占有︑保管している場合 にお いて︑抵

当権 の存続期間中︑債権者 の同意を得ず︑抵当権設定者が当該抵当物を他人に譲渡するとき︑又は抵当物 の抵当権設

定済みの部分に つき再度抵当権を設定するときは︑そ の行為が無効 である︒
﹂と規定している︒本件 の事実 に照らし合

わせると︑私が三五万元 ︵
約 四五五万円︶ で本件家屋を Ｌに売却する行為は︑ Ｘの合法的財産権益を侵害 しており︑
．の消費貸借契約 に違反している︒したが って︑Ｙ
︑ Ｌの主張は認められな い︒
．
Ｘ︑ Ｙ
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以上 のようなことを理由に︑ 二審 は︑上訴を棄却し︑ 一審判決を維持した︒

︵
３︶分析
本事業 には︑以下三 つの課題が存在し ていると思われる︒
①まず︑本稿 の検討する不動産善意取得 の問題 に ついて分析を行 いた い︒

︲
．へ移転し︑さら にＹ
本件家屋 の登記がＸから Ｙ
とちの売買契約 の履行によりＬ へ移転したため︑本件は転々譲渡 の

Ｘは本件家屋を利用して商売用 の資金を調達 し︑五年後に家屋を回収する趣旨 で契約を締結しようとしており︑他方︑
．はその間 一階にある本件家屋を利用してスーパー マーケ ツト の経営を始めようとしていた︒そして︑
Ｙ
契約内容を見

ついて︑担保権設定 で利用される登記ではなく︑所有権移転登記が行われた︒しかしながら︑立会人 の証言によれば︑

そこで︑ ■と の間に金銭債務 の弁済期 日が定められた契約を締結したが︑その契約が履行される際 に︑家屋 の登記に

紛争類型に属すると思われる︒本件 のＸは商売用 の資金を入手するために︑自 己所有 の家屋を活用しようとしている︒

―不動産 の善意取得を中心に
中国物権法の運用実態への考察
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．とＹ
．
← Ｘと いう 二回 の登記移転が予定され︑そ の手続
ると︑五年 の契約期間が明言されているだけではなく︑ Ｘ← Ｙ

き費用 の負担方法も約定され ている︒ こうした内容を踏まえると︑Ｘには自己所有 の家屋を売却する意思がな いと言

．に
えよう︒そうだとすれば︑本件ではＸと︑では不動産契約売買契約が行われ ておらず︑登記簿 で記載され ているＹ
所有権があると いう内容と権利 の実態が 一致していな い︒

真正権利者と第二者と の利益調整を考えると︑本件 では︑家屋譲渡 の意思を持 っていな い真正権利者 Ｘは︑権利実

態と登記内容と の乖離をもたらしたと いう過失があると言わぎるを得な いであろう︒ これ に対し︑本件 の第 三者Ｌは
︲
売買契約 の形式により三五万元 の価格 でＹから家屋を購 入し︑自己 への登記 の移転を済ませた︒

中国物権法 の内容を踏まえると︑不動産 の善意取得 の要件として︑ 一〇六条 の文理解釈によれば︑登記 の具備は必

要要件であ って︑十分要件 ではなく︑それ以外に︑善意および合理的な価格も重要な要件とされ ている︒本件 の事実

をみると︑ Ｘには権利外観 の作出に つき過失がある のに対し︑第 二者 ちは︑登記︑合理的な価格と いう要件を具備し

ている︒そこで︑問題 の焦点は善意 の判断 に移るであろう︒
︲
︲
そして︑本件 にお いて︑Ｙ︑発間 の売買契約は二〇 一〇年 四月 一〇 日︑すなわち︑ ＸとＹが約定 した五年期間 の終
︲
︲
了直前 に締結され ており︑さらに︑ 三五万元 の売買金額が設定されている︒ このことからすると︑ ＹにはＸ︑ Ｙ間 の

契約は売買契約 ではな いと いう認識を持 っているにもかかわらず︑あえ て本件家屋を売却する悪意があると推測され

．は自 己が不動産登記 の名義人とな っていることに便乗 して︑周到
る︒すなわち︑本件家屋 の時価が高騰したため︑Ｙ
な用意をも つて本件 の家屋を売却しようとしたと言えよう︒

︑Ｌ間 の契約では︑そ の第八条は手書き の方式により ﹁
．
本契約は二〇 一
つぎ に︑ Ｌ側 の事情を見ると︑確かに︑Ｙ
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︲
︑ Ｌ間に登
〇年六月 二三日に効力が発生する﹂と いう補足条項を記入している︒また︑ 二〇 一〇年六月 二三日に︑ Ｙ

記移転手続きが行われた︒しかしながら︑ これら の事実 からして︑直ちにちにも悪意があると推測する のは拙速 にす

．
．
ぎると思われる︒ つまり︑本件 では︑Ｙ
はＸ︑Ｙ
間 の契約は売買契約 ではな いことを知 っており︑そして︑その悪意

をも つていち早く本件家屋を売却 しようと解するのが通常 であろう︒そして︑そ の目的を達成するために︑契約締結

後 に︑好意を装 って第 二者 ちに迅速な売買契約 の履行を勧誘し︑契約発効日を補記した上︑同日に登記移転 の手続き
を行うよう約束することも考えられよう︒

これに対し︑ちは︑現実に家屋を占有している︑が誠実な人であると思 い込み︑ いち早く家屋 の所有権を入手しよ

︲の意見に 同す
うと︑ Ｙ
賛
ることもあり得よう︒ したが つて︑本件 の事実 から︑合 理的な価格により本件家屋を購 入し
たちは善意者 ではな いと短絡的 に推測することができな いと思われる︒

以上 のような分析を踏まえると︑本件 では︑真 正権利者 Ｘには権利外観 の作出 に つき過失がある のに対し︑第 三者

ちは事実から して直ちに善意者 ではな いと断定する のは困難 であろう︒ このような状況下にお いて︑ ちが 一〇六条 の

定める善意者に該当するかどうかに ついては︑仮に取引 の安全を重視する立場をとる のであれば︑第 二者 Ｌが保護さ
れる可能性が残 っていると思われる︒しかし︑ 一審︑ 二審共に過失 のある真正権利者 Ｘの権利を保護している︒なぜ
このような判断が下された のであろう︒

．
本件 では︑Ｘ︑Ｙ
間 の契約内容からして︑ ■はＸには本件不動産 の所有権を譲渡する意思がな いことを知 っている

と推測される︒そして︑ ■︑ Ｌ間 の契約を勘案すると︑ Ｘと の契約が終 了後 に家屋 の返却が請求されるであろうと認

．
識しているＹ
は︑緻密な計画により家屋 の時価 の高騰から生じる利益を不当に獲得しようとしている ことが推測され

19 ‑

―‑

法政研究 17巻 2号 (2012年 )

︲
る︒したが って︑判決 では︑信義則が強調され︑悪質な行為者 Ｙ への批判が行われている︒そして︑合理的な価格を

．の不当行為に同調した のではな いかと いう心証が生まれたと思われる︒ そ の結果︑
支払 ったにもかかわらず︑ちはＹ

．
とＬ間 の契約が無効とされた上︑Ｘが保護された︒なるほど︑ 一〇六条 の適用にあた つて︑第二者 の主観様態だけ
Ｙ

ではなく︑他人 の財産を権限なく処分した者 の悪意 の程度も相当重要視され ているように見える︒中国 の法には古く

から性善説が前提とされ ている道徳的律法と いう側面があ嘘 ︑善 へ導かせるために︑裁判では紛争当事者を巡る道徳

的判断をも重視される傾向が存在する︒本事案 から︑現在でも裁判時 にお いて行為者 への道徳的な判断が為されるよ

うに見受けられる︒ このような価値判断構造は︑他 の事業 にお いても生じうるため︑注目に値すると思われる︒
②次に本事業 の理論根拠 の課題に ついて検討した い︒

本件 の判断 では︑︑とＬと の間 で行われた家屋 の売買契約が無効とされている︒ そして︑上訴理由にお いてこの間
題が取り上げられたが︑ 二審は 一審 の判断を維持している︒

この裁判手法に ついて︑従来から︑物権 の帰属を巡る紛争解決 では︑物権変動原因 である契約が無効にされる判決

が多発 している︒例えば︑物権法が制定される前 の裁判実務 では︑登記名義変更手続きが完了していな い場合 であ っ

て︑売主が翻意するときに︑売買契約を無効にした上で原状回復させるとする判断がしばしば見られる ︒そ こで︑ こ

の問題を是正するために︑物権法 一五条は︑ ﹁
当事者間 で締結された不動産物権 の設定︑変更︑移転及び消滅に関する

契約は︑法律 に別段 の規定がある場合︑ 又は契約に別段 の約定がある場合を除き︑契約成立 の時から効力を生ずる︒

︑
物権変動と原因行為 の区分原
物権 の登記を経由していなくても︑契約 の効力には影響しな い︒
﹂と規定し いわゆる ﹁
則﹂を条文化した︒
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︲
しかしながら︑前述 のように︑ ＬにはＹ
と の契約 の締結にあた つて︑ Ｘの利益を侵害する悪意が存在するか否かが

︑Ｌ間 の契約が無効とされ ている︒理論的に言えば︑仮に本
．
判然としていな い︒それにもかかわらず︑裁判 では︑ Ｙ

件 の第二者Ｌが善意者 ではな いため︑真正権利者 Ｘを保護しようと考えるとしても︑ 一〇六条を適用すれば︑条文上

︑Ｌ間 の契約を無効 にする必要性が見られな
．
の根拠が備えることになると思われる︒したが って︑裁判 ではあえ てＹ
いであろう︒

■︑Ｌ間 の契約が無効とされることによ つて︑す でに採用された債権 ・物権峻別 の理論 に混乱をもたらす恐れが生

．に損害賠償を請求することができなくなる︒また︑契約当事
じる こともさることながら︑ Ｌは契約不履行を理由にＹ
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者間 の意思自治をなるべく尊重する観点からすると︑安易に契約を無効にすることは望まし いではなかろう︒

も っとも︑中国にお いて契約が無効にされやす い状況が頻発することは︑裁判所が強力な職権を用 いて問題解決に

臨む ことに由来すると考えられる︒すなわち︑歴史上︑中国 の裁判 では︑民事紛争を処理する際 に裁判官 が強 い職権
をも つて︑当事者 の刑事責任を課す伝統がある︒そして︑現在︑中国 の裁判 では強 い職権により民事紛争を解決する

傾向が依然として存在するが故 に︑本来ならば当事者 の意思自治が守られるべき契約 の領域 にお いても︑必要以上 の

干渉が現れるようにな つた︒ そのため︑本来有効な契約もしばしば無効とされている︒
しかし︑市場経済 への移行を原則としている現在︑活発な契約活動 により経済 の活性化を促進す べき であると思わ

れる︒ こうした理念を念頭 に置く のならば︑裁判実務 にお いて可能な限り契約を存続させる方向 へ舵を切り替えるべ
③ 二審 で提示された条文根拠 に ついて検討した い︒

き であろう︒
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︲
ＸとＹの契約 の実体を巡 って︑本件 では︑ Ｘは自己所有 の家屋を活用し︑商売用 の資金 の調達を図ろうとした︒ま

．に占用︑利用させる代わりに︑利息支払 いの免除を図 っていた︒
た︑Ｘは︑本件家屋を利用していな いため︑それをＹ

︲
したが って︑ Ｘ︑ Ｙ
間 の契約は実質上担保権 の設定を目的とするも のであり︑不動産質 の実態を持 つのではな いかと

．による所有権
思われる︒と ころで︑担保目的物を登記する際 に︑何らかの理由により所有権移転 の登記が行われ︑ Ｙ
の処分が行われた︒

．
民法通則﹂執行意見 一一五条 一項 の規定を法的根
間 の契約は消費貸借契約と理解した上で︑ ﹁
二審 の判決は︑Ｘ︑ Ｙ
︲
拠 に︑ Ｙが行 った本件家屋 の売買契約を無効にした︒ しかし︑ こうした 二審判決は次 のような二 つの深刻な問題を抱
え ている︒

抵当権設定者自身が抵当物を占有︑保管している場合 にお いて﹂と規定しているため︑
まず︑引用された条文は ﹁

本件 の事実を踏まえると︑本条文を適用する前提が存在していな いと言わぎるを得な い︒すなわち︑ Ｘは本件家屋 の
︲
．
が家屋 の売却を行 っ
所有者であり︑抵当権設定者 である のに対し︑Ｙは金銭債権者 である︒本件では︑金銭債権者 のＹ

担当権設定者が当該抵当物を他人に譲渡﹂ の内容と抵触している︒恐
たため︑ ﹁
民法通則﹂執行意見 一一五条 一項 の ﹁

らく︑ Ｌ︑ Ｌ間 の契約を無効にした いと いう判断が先行して︑規定 の内容が良く吟味されな いままに条文を引用した
と思われる︒

民法通則﹂執行意見 一一五条 一項自体がす でに廃止されていたため︑適用する余
つぎに︑判決を下した時点 では︑ ﹁

地さえな いであろう︒具体的 に言えば︑ この規定は︑物権法 の規定と抵触するため︑ 二〇〇八年 一二月二四日より施

行された最高人民法院 の決定 により廃止された ︒すなわち︑物権法 一七九条は︑抵当権 の内容を説明しており ︑抵当
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目的物 の占有は抵当権設定者から移転 しな いことを定めている︒他方︑物権法 二〇八条は︑占有 の移転が必要とされ

る動産質権を規定している︒そして︑物権法は厳格な物権法定主義を採用している︒ ﹁
民法通則﹂執行意見を制定する

当時 では︑動産と不動産が厳密に区別されずに抵当権設定 の対象とされており︑そ の 一一五条は混乱をもたらす恐れ
があるため︑最高人民法院審判委員会 は︑ この規定を廃止したと思われる︒

も つとも︑中国は︑裁判官 の恣意的な判断を防ぐため︑裁量ではなく法そ のも のにより紛争処理させようとする法

伝統があるため︑現代 の民事法規 の制定にお いても従来 の立法手法が維持され︑裁判官 の主観的要素を排除し︑その

独断を制限するために各種 の裁判基準が制定され ている︒そ のため︑民事法制が煩雑︑複雑なも のとなる現象が発生

している︒大量 の規定が錯綜 しているが故 に︑裁判実務 では規定 の最新 の動向が見逃される恐れが生じている︒そし

て︑本事案 における二審 の条文適用もまた︑法 の煩雑︑錯綜 の現状を物語 っていると言えよう︒
３︑第 二者が保護された判決
︵
１︶事実 の概 要

Ｘ ︵
原告︑控訴人︶はＡの兄弟 であり︑本件家屋 の原登記名義人 である︒ 二〇〇 二年 一月︑ＡはＸの身分証明書と

本件家屋 の権利証明書を用 いて︑Ｂ不動産仲介業者 に本件家屋 の売却を依頼した︒ 二〇〇 二年 一月 一七日に︑ Ｘを売

主とし︑Ｙ ︵
被告︑被控訴人︶を買主とし︑ Ｂ不動産仲介業者が 一部 の売買手続きを代理するとする︑本件家屋 の伸

介契約が締結された︒本契約 では︑Ｙは二六万二〇〇〇元 ︵
約 二四〇 万円︶ の価格 により本件家屋を購 入す ると約定

され ている︒契約が締結された当日︑ＹはＡに対し五〇〇〇元 の手付金を支払 い︑ Ａはこれを受け取り︑ Ｘを名義人
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とする領収書を Ｙに引き渡した︒

そ の後︑ＡとＹは︑ Ｘを名義人とする家屋売買契約を締結し︑次 のように約定している︒↓ ＹはＸから 二六万二〇

〇〇元 の価格により本件家屋を購入する︒↓Ｙが支払 った五〇〇〇元 の手付金は売買代金 の 一部とする︒口 Ｙは︑ 二

〇〇 二年 二月五日ま でに 一〇万元︑ 二〇〇 二年 三月三〇日ま でに 一五万七〇〇〇元を支払う︒ＯＸは二〇〇 二年 二月

三〇 日ま でに︑ Ｙに本件家屋を引き渡す︒︐
ｖ本契約が締結された 二五日以内に︑本件家屋 の名義変更手続きを行う︒

上記 の売買契約締結後︑ 二〇〇 二年 一月三 一日︑ＡとＹは︑Ｘを名義人とする ﹁
第 一期家屋売買代金支払 いに関す

る協議﹂を締結した︒ この協議 では︑Ｙは二〇〇 二年 二月五日ま でに第 一期 の売買代金 一〇万元を支払 い︑Ｘは代金

受領後 一週間以内 に本件家屋 のロー ンを完済すると約定され ている︒ この協議が締結された当日︑ Ａは︑Ｙが支払 っ
た 一〇万元を受領し︑ Ｘを名義人とする領収書をＹに渡した︒

そして︑ 二〇〇 二年 二月︑ＡはＸに成りすまして︑Ｙと 一緒に登記機関 へ赴き︑本件家屋 の不動産登記名義変更手

続きを行 った︒同年 二月二二日︑Ｙは本件家屋所有権 の登記名義人とな った︒また︑ 二〇〇 二年 二月二二日︑ 二月二

九 日︑ ＹはＡに対し︑それぞれ 一三万三〇〇〇元︑ 二万四〇〇〇元を支払 い︑ ＡはＸを名義人とする領収書をＹに渡
した︒その後︑ Ｙは本件家屋 の内装を行 い居住するようにな った︒

二〇 一〇年 二月二三日︑ Ｘは︑本件家屋が売買される際に︑本人がその事情を全く了解しておらず︑また︑所有権

登記移転手続きおよび売買代金 の領収はす べてＡが行 ったも のであるため︑ＡとＹが締結した契約は無効であると主
張して︑本件家屋 の返還を求めて提訴した︒

原告 の主張に対し︑Ｙは次 のような反論を行 った︒本件家屋 の売買は不動産仲介業者を通じて行われた有効なも の

―‑ 24 ‑―

である︒ そして︑所有権登記移転手続き の際に関連書類が審査され︑本人は正当な手続きを経 て所有権者とな つた︒

さらに︑たとえ Ａが本件家屋 の所有者 ではなくても︑ ＸはＡに対して権利を主張す べき であり︑ Ｙは善意 の第 二者 で
あるため保護されるべき であると主張した︒

︵
２︶判決 の概要

① 一審は︑諸契約および領収書 で記載された署名 の司法鑑定 の結果に基づ いて次 のように述 べ︑判決を下した︒

本件家屋 の原所有者は︑Ｘである︒Ａは︑Ｘの同意を得ずにＸの身分証明書および不動産 の権利証書を持ち出 し︑
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Ｘを名義人とする契約を締結 し︑事後にＸの追認も得られ ていなか ったため︑ Ｘを名義人とし ているＹと の家屋売買

契約は無効 である︒本来なら契約 の無効 により︑目的物は返還されるべきである︒しかし︑法律 の規定 によれば︑処

分権 のな い者が不動産を譲受人に譲渡した場合 であ って︑譲受人が譲り受けた時に善意 で︑か つ合理的な価格により

購 入され登記が行われたときは︑譲受人はそ の所有権を取得し︑原所有権者は処分権 のな い者 に損失 の賠償を求める

権利を有する︒本件 では︑Ｙは仲介業者を通じて家屋を購 入したため︑主観的には悪意がなく︑加え て︑Ｙは合理的

な対価を支払 い︑所有権 の登記を取得している︒したが つて︑本件家屋 の売買契約は無効 ではあるが︑ Ｙはなお善意

人としているＹと の家屋売買契約を無効とし︑Ｘの家屋 の返還請求を認めな いとする判決を下した︒

以上 のように述べたうえ で︑ 一審は︑契約法 の四八条 ︑五二条︑五八条および物権法 一〇六条を根拠 に︑ Ｘを名義

取得 の規定 により所有権を取得している︒Ｘは︑本件家屋 の原権利者としてＡに対し損害賠償を請求することができ
るが︑本件家屋 の返還主張は認められな い︒
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一審判決 に対し︑ Ｘは︑本人 の家屋に係わる売買契約が無効とな ったにもかかわらず︑家屋 の所有権が認められな
いのは︑矛盾があるとして上訴し︑そ の返還を求めた︒
② 二審は︑ 二次 のように述べ︑上訴を棄却した︒

まず︑本件における事実および司法鑑定 の結果からして︑ Ｘを名義人としているＹと の家屋売買契約が無効とされ
る のは正当である︒

次 に︑関連する証拠を踏まえると︑契約当時にＡはＹに対し自己はＸではな いことを説明した事実が見られな い︑

また︑Ａと Ｙは知人ではなく︑ Ｙが仲介業者を通じて本件家屋 の購入に至 った︒さら に︑ Ｙは合理的な対価を払 って
おり︑所有権 の登記名義人とな っている︒したが って︑ Ｙは︑本件家屋 の売買 の過程にお いて過失がな いため︑物権
法 の善意取得規定 により本件家屋 の所有権を取得する︒
以上 の理由から︑ 二審は︑ 一審 には矛盾が生じていな いと判断し︑上訴を棄却した︒

３︶分析
︵
①まず︑不動産善意取得 の適用 に ついて検討した い︒

本事業は︑物権法 一〇六条が想定する典型例 であると思われる︒本件では︑真正権利者Ｘの所有権は︑兄弟 である

Ａにより不当に処分され︑第 二者 Ｙは︑売買契約によりそ の登記を備え ている︒また︑本件 の事実 から して︑無権利

者 であるＡはＸの身分証明書および本件家屋 の権利証書を利用し︑Ｘの名義 で売買契約を締結しているため︑他人 の
権利を処分する事案 に属する︒
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真正権利者と第 二者 の利益を権衡する視点からして︑Ｘ側は︑中国当時 の社会的状況を考慮すると︑全く過失がな

いと断言することは困難 である︒すなわち︑市場経済 への移行が確立され ていな い時代 の中国にお いて︑都市部 の住
宅は基本的に職場から配分され︑賃貸され ており︑そして︑少なくとも 一九九〇年代 では︑成熟した不動産取引市場

が確立されていなか ったと考えられる︒そのため︑当時多く の人々にと つて複数 の不動産を所有することは稀 であり︑

Ｘも こうした状況下にあ つたと考えられる︒そうだとすれば︑本件 のような自己所有 の家屋が不当に処分され︑他人

-2? -

に占有されているにもかかわらず︑その状況に つき完全に知らなか つたことはなしろ異例 であると言えよう︒また︑

Ｘが提訴するま での八年間は︑上海における不動産価格が急激に高騰したため︑通常︑自己所有 の不動産 の状況に関
心を持 つであろう︒加え て︑売買 の過程にお いて︑ ﹁
第 一期家屋売買代金支払 いに関する協議﹂が締結され︑そ の内容
からして︑本件家屋には ローンが残されていた ことが判明できる︒ Ｘは︑ ローンが完済され︑請求されなくな つた こ

とに ついて無関心では いられな いであろう︒以上 の状況からして︑八年間に渡 って権利 の主張をしなか ったＸには少
し の過失もな いと いう ことが断定 しがた いと思われる︒

これに対し︑Ｙは不動産 の仲介業者を経由して本件家屋を購 入しており︑合理的な価格 によ つてそ の家屋を取得し
た︒また︑取引 の流れを見ると︑Ｙは三 つの契約又は協議を経て︑慎重な姿勢を示しながら本件家屋の所有権者とな っ

たと思われる︒ こうした状況を踏まえると︑ Ｙは︐本件家屋 の売買に つき過失がな いと考えられよう︒
判決 では︑ 一審︑ 二審とも第二者Ｙの権利を保護する判断を下している︒上記 の事案分析 から︑不動産善意取得 の
②続 いて︑本事案 の条文および理論構成に ついて検討した い︒

適用に関する判決 の判断は正当 のように思われる︒
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物権法 一〇六条 の適用に ついては︑本件 の事実 から して︑ 一審︑ 二審 の判断が適切 のよう に思われる︒

そこで次に︑裁判 のＹの本件家屋購入の契約を巡る分析を行 いた い︒本件 では︑Ａが原所有権者Ｘに成り済まし︑

Ｙと の間でＸが名義人とされる売買が行われた︒他人 の権利が処分される契約は︑契約法 では︑効力未定 のも のとさ
れ ている︒すなわち︑無権利者は原権利者に成り済ま し︑権限なく原所有者 の財産を処分した契約は︑原権利者 の追

認することにより有効になるが︑それがなければ無効 になる︒原権利者意思 の尊重と いう観点から︑本件における契
約無効 の判断自体は適切 のように思われる︒

しかしながら︑注意す べきは︑本件 の事案を適用できる契約法 の根拠規定は二か条あると思われる点 である︒ つま
り︑本件判決で引用された四八条以外に五 一条があげられる︒前者は︑代理に関する規定 であり︑後者は無権利者 の

処分に関する規定 である︒仮 に無権代理が生じる前提が本人を代理して契約が行われ ていることが必要とする立場を

とる のであれば︑本件は五 一条 の反対解釈により契約を無効にする解釈も可能となるため︑あえ て四八条を適用する
必要がな いと思われる︒

具体的に言えば︑契約法五 一条は︑ ﹁
処分権を有しな い者﹂ による他人 の財産処分を規定する条文 であり︑そして︑
物権法 一〇六条は ﹁
処分権 のな い者﹂が他人の財産を処分した場合 における物権 の帰属を定める規定 であるため︑処

分権がな いと いう両者 の共通点を重視すれば︑五 一条を適用した方がより条文上 の整合性が保たれるであろう︒

しかし︑本判決では︑ 四八条が適用され︑契約が無効とされた︒その理由は︑恐らく四八条 では無権代理にお いて

本人 の追認がなければ行為が無効 であることが明言されている点 にあると思われる︒すなわち︑五 一条 の反対解釈で
はなく︑四八条を法的根拠とするならば︑無効と いう法的効果がは っきりしているため︑当事者 の説得は容易になる
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と理解され ているかも しれな い︒本件 の法的判断に従えば︑本人に成り済ました行為も広義 にお いては無権代理契約

とされる︒しかし︑五 一条 の規定 が用意され ているにもかかわらず︑本条を根拠としな いのは︑条文適用範囲 の予見
性に混乱をもたらす恐れを生じさせる︒

したが って︑物権法 一〇六条と の整合性および法的予見性を維持する観点から︑本件 のような場合は︑契約を無効
にする根拠規定を五 一条とすることが望まし いと思われる︒
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四︑不動産取引紛争の実態を踏まえた評価
１︑事案の総合的な検討

本稿 の三では︑ 三つの事案を取り上げ︑紛争解決 の事態および紛争処理方法 に対する評釈を行 った︒ ここでは︑横

断的な視点から各事案 の特徴および相違点を整理し︑裁判実務 の特色をより明確なも のにした い︒なお︑以下では︑
本稿三で検討した 三 つの事案を紹介した順に︑事案 一︑事案 二︑事案 三とする︒

︵
１︶各事案 の特徴

事案 一は︑第 三者が登場しなか ったも のである︒本事案 では︑不動産 の購 入に資金を提供した真正権利者は︑子を

不動産所有権 の登記名義人としていた︒本来ならば︑本事案 のような不実な登記が行われ ている場合 は︑物権法 で規

定されている更正登記を用 いて不実 の状況が解消される可能性がな いわけ ではな い︒しかし︑裁判では︑登記効力発

中国物権法の運用実態へ の考察 ―不動産 の善意取得を中心 に
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生要件主義が重視され︑物権法九条 の適用により︑真正権利者が保護されていなか った︒ この事案から して︑中国に

おける登記 の機能を概観することができると思われる︒すなわち︑中国にお いては︑登記 の第 一義的な機能は不動産

の管理にあり︑取引 の安全を図る機能は第 二義 である︒そ のため︑ 一〇六条 では不動産 の登記を善意取得 の必要要件
としていると考えられる︒

事案 二は︑大都会 ではな い地域 で生じた紛争 である︒本事案 では︑売買契約を経 て家屋 の所有権を取得 しようとし

た第二者は︑時価で不動産 の購 入をし︑そ の登記ま で備え ていたが保護されなか った︒ この事案 からして︑真正権利

者 に権利外観 の作出 に つき過失がある場合 にお いて︑第 二契約 の売主 に相当 の害意があれば︑買主 である第 二者 に つ

地域 で生じた ことを踏まえれば︑中国における従来 の物権紛争に関する価値判断では︑第 二者 の保護よりも︑真正権

いて過失 の有無が判然としな いときでも︑第二者が保護されな いことが判明できた︒本事案は経済活動が活発 でな い

利者を保護する傾向があり︑その際︑真正権利者 の利益を害した売主 の悪質さが相当重視されることが窺える︒
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引 の安全を保護する意識が浸透し つつあると考えられる︒

の規定が法的根拠とされ︑第 二者は善意者として保護された︒ この事案からして︑都市部 における裁判実務では︑取

てそ の所有権者とな った︒本事業 は︑物権法 一〇六条が想定した典型的な例であり︑物権法 における不動産善意取得

処分が行われた︒不動産を購入した第二者は︑不動産仲介業者を経由して売買契約を締結し︑合理的な対価を支払 っ

事案三は︑大都市 である上海で生じた紛争 である︒本事案 では︑売主が真正権利者 に成り済まして︑他人 の権利 の

―‑

︵
２︶事案 二と事案 この相違点

事業 の分析 で判明したように︑紛争目的物 である不動産 の売主が相当 の悪意を持 っていた点 では︑事案 二と事案 三

が共通している︒また︑第二者が合理的な価格 により不動産所有権 の登記を取得し︑所有権者になろうとしている点

にお いても︑両事業 は 一致し ている︒しかしながら︑両者 にお いて異な った判断が下された本質的な理由はど こに求
められるであろう︒

事業 三では︑第三者が不動産仲介業者 の斡旋により売買契約を行 つている︒ この違 いが最も重要 ではなかろうか︒

つまり︑事案 三の二審 の判決理由 では︑買主と売主は知人ではなく︑仲介業者を経由して売買が行われたことが強調
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され ている︒要するに︑事案 三では︑買主と売主間 の売買は︑公開された不動産取引 の市場で行われ ているため︑知

人同士間 で行われた場合と比較して︑公開市場 に参加した第 三者 の善意 の可能性がかなり大き いと判断され ている︒

事案 二と事案 三における この相違 は異な った判断をもたら した重要な要素 であると思われる︒

も っとも︑事案 三では︑家屋 の売買契約が締結される前 に︑買主︑売主と仲介業者 の三者間 に本件家屋 の伸介契約

が締結された︒ この契約 の性質は︑委任契約 ではな い︒契約法 四二四条は ﹁
仲介人が委託者に対して契約締結 の機会

を報告し又は媒介サービ スを提供し︑委託人が報酬を支払う契約﹂と定義している︒ この種 の契約 では︑仲介業者 に
一定 の報酬が支払われるのが 一般的 である︒

注意す べきは︑中国法制史における研究からすると︑仲介人を経由する取引慣習は古くから存在している点 である︒

すなわち︑従来︑不動産取引 の過程に関しては︑時代 により若千異なるが︑買主と売主と の直接に行われることより
︑﹁
も︑買主 の要望 に応じて目的物を探し求める仲介人を通じて行われる のが 一般的であり︑そして︑ ﹁
見人﹂
知見人﹂
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︑﹁
は立会 又は証明 の任務を担 い︑ ﹁
保人﹂
中保人﹂ ︵
仲介人が担当する場合がある︶は追奪担保 の責任者 になる傾向が
あると言われている︒

そして︑中国 の都市部に不動産取引状況を踏まえると︑現代にお いても︑仲介業者を経由した売買が 一般的である︒

仮 に︑事案 三のような価値判断が恒常的なも のになるとすれば︑裁判実務では︑仲介業者 の経由は第二者 の善意を考
慮する重要な素材になるであろう︒

３︶不動産善意取得紛争処理時 の特徴
︵

以上 の事案分析 で明らかにな つたように︑事案 二と事案 三の判決 では︑原所有権者 の過失に ついてほとんど言及さ

れ ていなか った︒すなわち︑売主が登記名義人とな っていると いう権利外観 の作出 に ついて︑その原所有権者 の過失

の程度に関する判断が緻密に行われ ていなか った︒両判決 の内容を見ると︑紛争目的物 の売買における売主と第 二者

間 の契約 の内容が判断 の焦点とな つており︑ この契約により原所有権者 の権利が侵害され ているか否かが非常 に重視

され ている︒ この裁判手法からしてい裁判 における価値判断 では︑原権利者 の権利が侵害されているため︑そ の権利

は原則的に保護に値するが︑第 三者が完全 の書意者 であれば︑例外的に第二者 の権利を保護すると いう思考回路が潜

在すると理解することができる︒
また︑物権法 の 一〇六条 の内容を踏まえると︑処分権 のな い者による譲渡が行われた場合︑原所有権者は自 己の物

を取り戻す ことができることが原則とな っており︑善意 の第 二者 の保護は例外的に図られ ていると いう特徴が存在す
２
一︒
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も つとも︑中国は︑歴史上︑不動産取引 の紛争を処理する際に真正権利者 の保護が優先される傾向があると指摘さ

れ てい ︒ こうした法伝統が存在する中︑物権法 一〇六条文 の内容構造および裁判 の実務 からして︑真正権利者を保

護す べき理念がなお尊重され ていると思われる︒ この点は︑中国における不動産善意取得問題 の特色と言えよう︒

しかしながら︑真正権利者を保護する理念を厳格 に踏襲するならば︑原権利者 の過失が極度 に軽視される傾向が生

まれる︒取引が頻繁に行われ ている現在︑原権利者 の過失が原則的に度外視されるような手法は︑取引 の安全を破壊

する問題をもたらしかねな い︒また︑真正権利者と第 二者 の保護 の権衡上にも弊害を与え る恐れが生じる︒
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２︑物権法 一〇六条適用時 の問題点
︵
１︶不動産紛争多発する社会的背景

中国 では︑改革開放路線 へ移行する前 に︑都市部に住む人々は勤める ﹁
単 位 ﹂により住宅を配分され ていた︒そし
て︑市場経済 へ変更すると共に︑職場から住宅が配分される制度が徐 々に見直され︑とりわけ︑ 一九九 四年七月に国
務院による ﹁
国務院関与深化城鎮住房制度改革的決定﹂が公布されたことを晴矢として︑住宅 の市場化が全面的に普

及し始めた︒住宅改革 の成果として︑現在中国 の都市部 では不動産 の取引が頻繁 に行われ︑それに運動 して︑不動産
の取引を巡る紛争が急 に増えるようにな った︒

も っとも︑近時︑中国における不動産価格 の高騰を受け て︑不動産 の二重売買が多発する以外に︑以下 の現状も紛

そ の 一つは︑親が不動産購 入の資金を提供していたが︑その登記名義人は子とな っていることが取り上げられる︒

争 の増加を加速させ ている︒
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本 稿 の事案 一は︑ こ の状 況を 如実 に反映 し て いる︒ つま り︑ 不動 産価 格 の急 上 昇 のた め︑ 子は親 の強力 な資 金援 助 が

な ければ ︑家 屋 の購 入が非 常 に困難 であ る︒ 一人 っ子政 策 が実 施さ れ て いる中 国 では︑ 親 は子 の将来 の結婚 に備え ︑

︵
″︶

自 分 が購 入 した家 屋 の名 義 人を 子とす る こと が増え て いる︒ そ し て︑ 子が無 断 にそれを 処分 す る際 に紛 争 が起 こる こ
と にな る︒

もう 一つの大きな要因は︑中国 の婚姻法における夫婦財産 制 である︒すなわち︑夫婦 の婚姻関係 の存続期間中に取

得した財産は︑原則として夫婦 の共有財産とされている︒そして︑不動産 の登記簿 に両者 の氏名が記載され ていな い

場合 にお いて︑登記名義人がそ の不動産を売却したとき に紛争が生じてしまう︒なお︑不動産が高額 のため︑親が子
の家屋 の購入に資金を提供した場合 には︑問題がさら に複雑化する ︒

これ以外 にも紛争 の誘因が存在するが︑今後中国における不動産所有権を巡る紛争がさら に頻発することが予想さ
れる︒

︵
２︶不動産善意取得紛争処理時 の課題

前述 のように︑従来から︑不動産紛争処理時︑真正権利者 の保護が優先される慣習がある︒ このような法意識が潜

在するが故 に︑市場経済原理が重視され つつある現在 でも︑従来 の理念が完全 に払拭されて いな いと思われる︒そし
て︑本稿 で紹介 した事業 での紛争処理方法は︑従来 の理念 の延長 であると考えられる︒

しかしながら︑様々な経済活動が行われ ている中で︑真正権利者 の保護を中心に考える価値判断 には限界があろう︒

当事者 の合意をなるべく尊重し︑取引 の安全を保障することは︑経済活動を促進する効果があり︑社会全体 の活性化
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に つながる︒ この理念を前提にするならば︑中国 の現状からして︑不動産善意取得紛争を処理するにあた つて︑以下
の二 つの問題に留意する必要があると思われる︒

第 一に︑現在不動産を巡るトラブ ルを処理する際に︑裁判実務 では︑真正権利者を保護するため︑往 々にして不動

産 の売主と第 二者と の間 の契約を無効にする傾向がある︒ つまり︑契約を無効にして︑不動産 の所有権を遡及的に真

正権利者 に復帰させるとする手法がしばしば見受けられる︒ こうした処理 の仕方は︑強力な職権により民事紛争 の解

決に介 入すると いう慣習に由来すると考えられる︒ しかしながら︑不動産善意取得紛争を解決するときには︑たとえ

第 二者は書意 でな いため所有権を取得 できな いと いう判断 に至 ったとしても︑物権法 一〇六条 のみを根拠 に真正権利

者 の保護を図れば︑そ の目的が達成 できるため︑あえ て第 二者による契約を無効 にする必要性がな いであろう︒近時︑

安易に契約を無効にする実務上 の問題を是正するために︑ 二〇 一二年五月︑最高人民法院は︑ ﹁
最高人民法院関与審理

売買契約糾紛案件適用法律問題的意 見 ﹂を公布した︒また︑最高人民法院はそ の記者会見で︑契約 の効力 の認定を巡

る記者 の質問 に対し︑現代契約法 の趣旨は取引を奨励し︑社会 の富を増加させることにある以上︑不適切な無効 の認

定は︑取引 のコストを増やし︑経済発展を阻害するとする旨 の解答を行 った︒ このような姿勢は経済活動 の活発化に

大変有益 であり︑新 しい司法解釈 のもと で︑裁判実務はできる限り契約を存続させる方向 に進むべき であろう︒

第 二に︑物権法 一〇六条 は︑動産および不動産 の善意取得を同 一の条文により混合した形 で定めている︒両者 の要

件を明確なも のにするために︑動産と不動産とを区別して考えることが望ましいであろう︒そこで︑不動産善意取得

の要件として︑文理解釈からすると︑善意︑登記︑合理的な価格が必要 であると理解することができよう︒

これに対し︑筆者は︑以前公表した論文にお いて中国 では ﹁
善導﹂ の法伝統 の存在すること︑さら に善意取得と い
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う 一〇六条 のタイト ルを踏まえ て︑第二者が善意 であるか否かは最も重要な事項 であり︑登記内容 への信頼︑合理的
価格は善意を判断する要素に包摂されるべきとする私見を示した ︒

も っとも前述 のように︑中国にお いては︑登記 の中心的な機能は不動産 の管理にあるため︑ 一〇六条 では不動産 の

登記を善意取得 の必要要件とされていると思われる︒ しかし︑所有権登記 の完備を要件 にすると︑善意 で不動産を取

得しようとしている第二者は︑登記名義移転が完了するまで保護されなくなる恐れが生じる︒登記と いう要件はすで

に条文化され ているため︑ この要件を無視することができな いであろう︒しかし︑善意 の第 二者を保護する観点から︑

何らか の方法によ つてこの不都合を補う必要性があるように思われる︒ そこで︑私見として︑物権法 二〇 条が規定す

る仮登記をも登記 の要件としてみとめられれば︑ 一定 の問題解消になる のではな いかと思われる︒すなわち︑物権法

一〇六条 でいう登記を拡大解釈し︑仮登記も登記としてみなされると いう方法をとれば︑取引 の安全がより確保され

ると考えられる︒また︑所有権移転手続きが行われた場合 にお いて︑善意 の第 三者が申請済みの時点から︑登記完了

とみなされるとする不都合を緩和する方法も考えられよう︒そして︑経済活動 の活発化を実現するためにも︑ これら
の試みにより取引 の安全を図る必要性があるように思われる︒
五︑むすび に代えて

中国では︑ 一九九 四年に住宅改革が行われ︑その成果として︑現在中国 の都市部 では不動産 の取引が頻繁 に行われ
るようにな つた︒そして︑近時不動産 の取引を巡る紛争が急激 に増えるようにな った︒ こうした状況 の下で︑ 二〇〇
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七年に制定された物権法による対応が期待され ている︒

本稿 では︑取引 の安全 の保護に資する物権法 一〇六条を中心に︑そ の条文 の適用および不動産善意取得紛争処理時
の特徴と課題を検討してきた︒そして︑本稿 の分析により以下 の結論 に至 った︒

第 一に︑従来 の中国法 における契約を規律する法律 では︑そ の遡及効が第 二者と の関係 で制限されることを定める

基本規定が完備され ていな いため︑ 一〇六条は︑取引 の安全を図るも のとして極めて重要 である︒しかし︑立法者お

よび最高人民法院 の理解を踏まえ て︑善意所得 の要件に つき動産と不動産を厳密 に区別せず に説明が行われているた
め︑解釈上 の曖味さがなお残 っていると言えよう︒

第 二に︑事業 の分析により︑中国 の裁判実務 では次 のような傾向が存在することを判明した︒

Ｄ不動産登記 の第 一義的な機能はその管理にあり︑取引 の安全を図る機能は第 二義的であるため︑実務 では登記 の
管理機能が重視され ている︒

Ｄ中国では︑従来から真正権利者を保護する法伝統が存在している︒ したが って︑実務では︑原権利者 の権利が侵

害されているため︑その権利は原則的に保護するが︑第 三者が完全 の善意者 であれば︑例外的に第二者 の権利を保護

すると いう価値判断が見受けられる︒その結果︑不動産善意取得紛争を処理する際に︑真正権利者 の過失 の程度が重
要視され ていな い︒

ω中国 では︑強力な職権 により民事紛争 の解決 に介 入すると いう慣習が存在する︒ そのため︑真正権利者 の不動産
が処分された場合 に︑そ の処分行為が容易に無効とされることは現在 でも多発している︒

口都市部 では仲介業者を経由した不動産売買が多く生じており︑ この方法により不動産を購 入しようとする第 二者
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は︑そ の善意が比較的認定されやす い︒

第二に︑不動産取引が急増する状況を踏まえ て︑善意 の第三者 の保護をより図るべき である︒しかし︑中国にお い

て登記 の中心的な機能は不動産 の管理にあるため︑ 一〇六条 により登記 の完備が善意取得 の必要要件とされている︒

一〇六条 の実効性を高めるために︑書意 の第二者を保護する観点から︑まず︑物権法 二〇条が規定する仮登記をも登

記 の要件として認める方法が考えられる︒ そして︑善意 の第二者による所有権移転手続きが行われた場合 には︑そ の
申請済 みの時点から登記が完備したも のとみなすと いう解釈をすることも考えられよう︒

以上 のように本稿 では︑中国 の不動産紛争解決 の実態を中心に検討を行 い︑その特徴 の抽出︑さら に問題解決 の方

法 の提示を試 みた︒現在中国では︑不動産を巡 つて様 々な紛争が生じている︒ そのため︑今後も制度運用 の最新 の動
向を見守る必要性があろう︒

︵
← 関連す る条文 の整理および物権法 一〇六条 の重要性 に ついて︑拙稿 ﹁
不動産 の善意取得︱中国物権法 の条文整理と解釈を中心に﹂静岡
大学法政 研究十七巻 一号 ︵
二〇 一二年︶ 二七 三頁以下は︑ そ の整 理を試 みて いる︒
＾
ι 拙稿 上則掲注 ︵
１︶ 二九〇︱ 二九 五頁を参照︒

︵
こ 韓世遠 ﹁
中国人民大学出版社︑ 二〇〇 三年︶ 一五 三頁を参照︒
無権処分与合 同効力 工利明主編 ﹃民商法理論争議問題︱無権処分﹄ ︵
﹂
Ｔ︶日本 で公表され ている文献と して︑崖建遠 ﹁
不動産物権的善意取得﹂名城法学 五九巻 三 四号 ︵
二〇 一〇年︶ 一六 四︱ 一三二頁は︑不
動産善意取得 の錯綜す る問題状況 の概観を把握す ること に大変有益 である︒

＾
こ 胡康生主編︑全国人民代表大会常務委員会法制 工作委員会編 ﹃
中華人民共和国物権法釈義﹄ ︵
法律出版社︑ 二〇〇七年︶ 二四〇頁以下を
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参 照︒

︐

一 ｏ ヽ ヽ● Ｑ ■
︐

Ｘ ¨●
︐

Ｃ

い ０ た ０ ● いｏ● ● も Ｑ 贄 ８ ６
い ｏ● Ｑ ︶ ﹂ ヽ ① ヽそ い 〇〇ヽ■ ｏヽ
︐︐

●Ｈ

＾
こ 黄 松 有主 編 ︑ 最高 人 民法院 物 権法 研究 小 組編 著 ﹃﹁
人 民法 院出 版社 ︑ 二〇 〇七年 ︶ 三 二七 頁
中華 人 民 共和国 物権 法﹂ 条 文 理解 与適 用﹄ ︵

︶

以下 を参 照︒
︐

＾
ε 物権法九条第 一項は ﹁
不動産物権 の設定︑変更︑移転及び消滅 は︑法 に従 い登記をする こと により︑効力を生ずる︒登記を しなければ︑
︒
効力 は生じな いが︑ただし法律 に別段 の規定 がある場合を除く︒
﹂と規定 し ている
︵
３ 物権法 一九条 は︑次 のよう に規定 している︒ ﹁
権利者︑利害関係者 は不動産登記簿 の記載事項に誤りがあると認める場合︑更 正登 記を申

請す ることが できる︒ 不動産登記簿 に記載された権利者が書面 によ って更 正に同意す る場合︑ 又は証拠 によ つて登記 に確 かに誤りがある
ことを証明 できる場合︑登記機関は更 正しなければならな い︒

不動産登記簿 に記載された権利者 が更 正に同意 しな い場合 ︑利害関係者 は異議登 記を申 請す ることが でき る︒登 記機関が異議登 記を し

た場合︑申請者 が異議登記 の日から十五 日以内 に訴えを提起しなければ︑異議登 記は失効す る︒異議登記 の不当により︑権利者 に損害を
も たら した場合︑権利者 は申請者 に損害賠償を請求す ること が でき る︒
﹂
︒ 河南省駐馬店市 中級人民法院 二〇 一一年 一一月 一〇 日判決 ﹁公 一
︒
＾
〇 一一︶駐民 二終字第 二八八号﹂
＾
し 契約法六条 は︑ ﹁
︒
当事者は︑権利を行使 し︑ 又は義務を履行す るとき︑信義誠実 の原則 に従わなければならな い︒
﹂と規定 し ている
＾
じ 担保法 四九条 は︑ ﹁
抵当権 の存続期間中︑抵当権設定者が登 記済 みの担当物を譲渡す る場合︑抵当権者 に通知 し︑譲受 人に目的物に抵当

権が設定された ことを知ら せなければならな い︒抵当権設定者 が通知 しな いとき︑ 又は譲受人 に知ら せなか ったときは︑譲渡行為 が無効
︒
である︒
﹂と規定 して いる

＾
︒ 仁井 田陛 ﹃
中国社会 の法と倫 理︱中国法 の原理﹄ ︵
清水弘文堂書房︑ 一九 六七年︶ 一二九︱ 一三〇 頁を参 照︒
３ ﹁
金善朝訴鄭光栄房 屋売買付款後未弁過戸手続要求確認売買有効案﹂﹃
人民法院案例選︱ 一九九九年第 四集 ︵
総 三〇集こ ︵
人民法院出版

社︑ 二〇〇〇年︶ 六 一︱六八頁 で取 り上げられた 一審判決 は︑ そ の典 型例 であ る︒
３ ﹁
最高人民法院関与廃止 二〇〇七年底以前発布的有関司法解釈 ︵
第七批︶的決定﹂ は︑ 二〇〇八年 一二月八 日に最高人民法院審判委員会
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によ つて採択された︒最高人民法院弁公室編 ﹃
中華人民共和国最高人民法院公報︱ 二〇〇九年巻﹄ ︵
人民法院出版社︑ 二〇 一〇年︶ 一二九
頁を参照︒

︵
じ 物権法 一七九条は次 のよう に規定 し ている︒
﹁
債務 の履行を担保す るために︑債務者 又は第 二者が財産 の占有を移転せず に︑当該財産 の抵 当権を債権者 のため に設定 した場合︑債務

者が履行期 の到来 した債務を履行せず︑ 又は当事者 が約定 した抵 当権を実行す る事由 が発生 したとき︑債権者は当該財産 から優先的 に弁
済を受 ける権利を有す る︒

前項 に規定す る債務者 又は第 二者を抵 当権設定者と し︑債権者を抵当権者と し︑担保 に供した財産を抵当物とす る︒
﹂
︵
じ 厳格物権法定主義が導 入された理由および背景 に ついて︑拙稿 ﹁
中国物権法と侵権責任法 ︵
不法行為法︶と の錯綜︱救済措置 から見た

現状 静 岡法務雑誌第 四号 ︵
二〇 一二年︶ 四 一貫を参照︒
﹂
︵
じ 滋賀 秀 三 ﹁
法制史 の立場 から見た現代中国 の刑事立法﹂﹃
中国法制史論集︱法典と刑罰﹄ ︵
創文社︑ 二〇〇 三年︶ 三五 二頁を参 照︒

︵
り 上海市第 一中級人民法院 二〇 一一年 一〇月九 日判決 ﹁
︒
全一
〇 一一︶酒 一中 民 二 ︵
民︶終字第 二 一一五号﹂
︵
υ 契約法 四八条 一項は︑ ﹁
行為者 が代理権を有せず︑ 又は代理権 の範囲を超え︑ 又は代理権消滅後 に︑被代理人 の名義をも つて締結した契

約 は︑被代理人 の追認を経なければ︑被代理人 に対 して効力を生 じず︑行為者 が責任 を負わなければなら な い︒
﹂と規定 している︒
︑﹁
︵
２
契
法
五
は
を
し
約
一
条
処
分
有
な
い
者
が
を
し
権
他
人
の
財
処
分
た
場
に
産
合
お いて︑権利者 が追認したとき 又は処分権 のな い者 が契約締結後
︒
に処分権を取得 したとき は︑ 当該契約 は有
す ︒
し
効
と
る
と
規
定
て
い
る
﹂
２︶工利明 ﹁
無権処分的若 千問題﹂ 三利明主編 ﹃
民商法理論争議問題︱無権処分﹄ ︵
中国人民大学出版社︑ 二〇〇 三年︶ 五三頁は︑無権代理

︒
と無
を
し
権
処
分
と
の
違
説
明
相
て
い
る
＾
り 仁井 田陛 ﹃
中国法制史研究︱土地法︑取引法﹄ ︵
東京大学出版会︑ 一九 六〇年︶ 三四 一︱ 三四三頁を参 照︒

︵
● 仁井 日 前掲注 ︵
３︶ 三四六頁を参照︒
２
︵
υコ
単位﹂制度 に ついては︑拙稿 ﹁
中国法人制度中 の ﹃
事業単位﹄ に関す る考察﹂静岡大学法政研究 一四巻 二号 ︵
二〇〇九年︶ 頁以下は︑
そ の解説を試 みている︒
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―不動産 の善意取得を中心に
中国物権法の運用実態へ の考察

り
＾
当
時
の
政
策
転
換
の
状
況に ついては︑朱鉢基 ﹁
房改試点的政策﹂﹃
朱鉢基講話実録 ︵
第 二巻Ｌ ︵
人民出版社 ︑ 二〇 一一年︶ 一︱五頁を参照︒
＾
ι 婚姻法十七条 は︑ ﹁
夫妻 の婚姻関係存続期間中 に取得 した以下 に列記す る財産 は︑ 大妻 の共同所有 に帰す る︒
①給 料︑賞与︒② 生産 ・経営 の収益︒③ 知的財産権 の収益④相続また は贈与 によ つて取得した財産︑ただ し︑第十八条 三号 に規定する

場合を除く︒⑤ そ の他 共同所有 に帰す べき財産 夫妻は共同 に所有す る財産 に対 し︑平等 の処理権を有す る︒
﹂と規定 し ている︒
十八条 は︑ ﹁
以下 に列記す る事情 のひと つに該 当する場合 は︑夫妻 の 一方 の財産とす る︒

① 一方 の婚姻前 の財産︒② 一方が身 体 に障害を受けた こと により取得 した医療費︑障害者生活補助費など の費用︒③ 遺言または贈与 の

︒

契約中 に︑夫または妻 の 一方に のみ帰すると確定された財産︒④ 一方が専用する生活用品︒⑤ そ の他 一方 に帰す べき財産︒
﹂と規定 してい
２ り

＾
響 霙暁明主編︑最高人民法院 民事審判第 一庭編著 ﹃
最高人民法院婚姻法司法解釈 ︵
三︶理解与適用﹄ ︵
人民法院出版社︑ 二〇 一一年じ 一四
頁は︑親 による出資 の問題を述 べている︒
＾
ｕ ｒｉ
︑ へびヽ ヽｏＰ ８ヽ
５ヽ︑
ＳｏＨ
Ｎ
彙８ Ｈ
く
ヽ
やヽ 日
ヨ
ヨ
く
ｏ
ｏ
ｃ
０
ｏ
い
む
ρ
´
∽
∽
お
０
︲
︐
︐
さご超く ８ ｃ卜も く０
８ ＰＨ
ミ８Ｎ ８
●おで
ヽｘをくヽ８Ｎ８ヽも烏０
＾
９

＾
︒
り 拙稿 ︒前掲 注 ︵
１︶ 三
を
〇
〇
頁
参
照
︵
３ 例えば︑ 孫美蘭 ﹁
物権法第 一〇 六条 不動産善意取得構成要件的認定﹂梁慧 星主編 ﹃民商法論叢 ︵
四〇巻こ ︵
法律出版社︑ 二〇〇 八年︶
三二三頁は︑ こ の点を指摘 した上 で︑登 記 の完備が必要要件とし ている︒
＾
じ 物権法 二〇条は︑ ﹁
当事者は家屋 又はそ の他 の不動産物権を売買する契約を締結し︑将来物権 の実 現を保障す るために︑約定 に従 い登記

機関 に仮登 記を申講す ることが できる︒仮登 記後︑仮登 記 の権利者 の同意を得ず に︑当該不動産を処分 した場合︑物権的効力を生 じな い︒
仮登 記後︑債権が消滅 し︑ 又は不動産登記が可能とな った 日から 三ヶ月以内 に登 記を申請 しなければ︑仮登記は失効す る︒ と規定し て
﹂
いる︒

︷
υ 真 正権利者 の保護を重 視す る中国 にお いては︑取引 の安全を 一層図る必要性 があると思われる︒ しかしながら︑物権法 一〇
六条 は︑登
記を不動産善意取得 の要件と して いるため︑ これ に厳格 に従えば︑ 不動産 の売主が何らか の理由 で登記 の名義変更 手続きを厭うような場
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合 には︑登 記名義 人になれなか った善意 の第 二者が保護されなくな る︒ そこで︑取引 の安全を確 保する見地 から︑ 不動産 の買主 は︑ 順位
保全的効力または権利保全的効力 のある仮登記を済ませること によ つて保護され るべきと考え る︒ つま り︑買主は︑比較的容易 に申請 で

きる仮登 記を備えれば︑自己 の権利を守 るため に最大 の努力を行 ったため︑非難される べき帰責性が払拭される ことになると考えられ る︒

そうだとすれば︑ 不動産取引時 の注意義務を果たした善意 の第 二者 は︑本登記がなく ても保護され て然 るべきだと 思われ る︒
なお︑ 上記 のような私見は︑仮登記 の実務を踏まえ て検証す る必要性 があり︑ 中国 における登 記手続き の実態 を検討 した上 で︑詳細な
論 証を展開 した い︒

課 題番 号 二 二七 三〇 〇 〇 四︶ による研 究 成果 の 一部 で
若 手研究 ︵
Ｂご ︵
本 稿 は︑ 平成 二 二年度 科学 研究 費補 助 金 ﹁
あ る︒
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