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研究成果の概要（和文）
：
本研究では、社会主義国家である中国における最初の物権法の運用状況について、歴史
的経緯を踏まえながら、比較法の視点から緻密な実態検証が行われた。関連する研究成果
を要約すれば、次の通りになる。まず、社会の激動期にある中国では、民事制度の中核に
関わる単行法が整備されたため、本研究は、民事法制度を鳥瞰的な視点から、物権法およ
び侵権責任法（不法行為法）との共通点を明らかにした。次に、物権法制度の解釈および
運用の特徴について解析を行い、物権法における善意取得制度を中心に、その誕生背景､
条文解釈および紛争処理の実態を巡って複眼的な視点から検討を行い、問題解決の方法の
提示を試みた。
研究成果の概要（英文）
：
This report focuses on the research of the new Chinese real right law using the case
analysis on practical application of its law from the comparative law's point of view.
This research has two main themes as follows: the first one is to clarify the common
features between real right law and tort law. The second one is to verify the acquisiti
on by bone fide third party.
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運用実態
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物権変動

不動産善意取得
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４．研究成果
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従い、中国の物権法制度の複眼的な研究を

を理解する上で非常に重要であり、今後の

行い、次のような結論に至った。

中国法整備の提案に資する。
加えて、登記を不動産物権変動の効力発
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法の視点から条文解釈、事案研究などを通
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じて緻密な実態検証が行われたため、研究

為法）との錯綜―救済措置から見た現状
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会報告により公開した。
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