特別講演
清華大学・名城大学交流協定締結 10 周年記念

中国財産法の現状と課題

はじめに
1998 年に､ 清華大学法学院と名城大学法学部との間で締結された学術交流協定
は､ 2008 年に 10 周年を迎えた｡ この間､ 両校では､ 相互に教員を派遣して集中講
義や記念シンポジウムを開催するなど､ 日中両国の法学研究および教育活動にとっ
て大きな成果を上げてきた｡
交流協定締結 10 周年を記念して､ 2008 年 11 月 1 日午前 10 時から午後 6 時まで､
名城大学名駅サテライトにて､ 中国財産法をテーマとして記念講演会を開催した｡
周知のとおり､ 経済の市場化が進み急速な発展を続ける中国では､ 私有財産の保障
が大きな法的課題となっている｡ 経済的な結びつきが強く､ 法制度の改変によりさ
まざまな面での影響が予想されるわが国においても､ この問題は大きな関心事であ
り､ 学術的にも興味深いテーマである｡
この記念講演会では､ 清華大学法学院から 4 人の先生方を招聘し､ 中国財産法を
めぐる現状と諸問題をテーマとする基調報告を行っていただき､ 意見交換を行った｡
これを契機として､ この問題に対する理解を深めるとともに､ 両国間のさらなる学
術交流の発展と深化につなげていきたいと考えている｡
なお､ 同講演会に先立ち､ 来賓として白春華・中華人民共和国駐名古屋総領事館
主席領事をお迎えし､ 交流協定締結 10 周年の記念式典を催した｡ 同式典では､ 白
主席領事から祝辞を賜り､ また両校の交流協定の締結および発展に寄与された､ 李
樹勤・清華大学法学院元院長､ 戦憲斌・清華大学法学院教授､ 王晨光・清華大学法
学院前院長に対し､ それぞれの功績への感謝の意味を込めて､ 記念品の贈呈が行わ
(1)

(名城

'10)

59−3･4− 166

清華大学・名城大学交流協定締結 10 周年記念

特別講演

ϡࡼѻ⠽ᴗⱘᛣপᕫ

れた｡
本稿では､ 記念講演会における､ 崔建遠教授､ 韓世遠教授､ 申衛星副教授､ 王洪
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亮副教授 (肩書きはいずれも当時) による講演の完全原稿を中国語原文で掲載する
とともに､ それぞれについて日本語による要旨および本学の片桐善衛教授と佐藤文
彦教授によるコメントを付している｡ なお､ 韓教授は英語による論稿を提出された
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ため､ その日本語訳を掲載している (同日も英語で講演をされた)｡ 片桐､ 佐藤両
教授は､ 講演会の場においてそれぞれ日本側の状況を踏まえて各講演に対してコメ
ントをされており､ ここでの内容もそれらに準拠したものである｡ なお､ 清華大学
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法学院の各教授の論稿の日本語要旨については､ 同講演会の開催にご協力いただい
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た､ 名城大学元職員の伊佐初枝氏による日本語訳を基に､ 同講演会において進行役
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を務めた伊川が､ 片桐､ 佐藤両教授の助言を得て修正を加えたものである｡ 要旨の
目的は､ 各教授の講演の概要や論稿の趣旨を大まかに伝えることを目的としており､
中国民法について不案内な者による修正であるため､ 内容や表現において不十分で
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あることにつき､ あらかじめお詫びを申し上げるとともに､ ご海容をお願いしたい｡
(文責

伊川

正樹)

ϔǃϡࡼѻ⠽ᴗᛣপᕫࠊᑺⱘ⹂ゟ
ϔѯゟ⊩՟Ϟˈᛣপᕫҙҙ䗖⫼Ѣࡼѻ⠽ᴗˈϡࡼѻⱘ᮴
ᴗ໘ߚ⬅ⱏ䆄ⱘֵ݀ࠊᑺ㾷އǄЁ䰚ⱘ᮶᳝⧚䆎гབℸЏᓴǄ
ǉЁढҎ⇥݅⠽ᴗ⊩Ǌ˄ҹϟㅔ⿄ЎЁ䰚⠽ᴗ⊩˅ᬍᓺᯧ

1

䕭ˈᇚᛣপᕫࠊᑺ㒳ϔ䗖⫼Ѣࡼѻ⠽ᴗϡࡼѻ⠽ᴗⱘপᕫϞ˄
106 ᴵ 1 ℒ˅ˈᮍϞؐᕫ㚃ᅮǄᔧ✊ˈキゟ⊩䆎ⱘゟഎϞˈ
ࡼѻ⠽ᴗⱘᛣপᕫϡࡼѻ⠽ᴗⱘᛣপᕫഛ䗖⫼ৠϔⱘᵘ៤㽕
ӊˈԐ᳝᭳䜠ⱘԭഄǄ
1

খ㾕ᄭᅾᖴ˖
ǉݡ䇜⠽ᴗ㸠Ў⧚䆎Ǌ
ˈ䕑ᄭᅾᖴ˖
ǉ䆎⠽ᴗ⊩Ǌ
ˈ⊩ᕟߎ⠜⼒ 2001 ᑈ⠜ˈ 201 义˗⥟߽
ᯢ˖
ǉ⠽ᴗ⊩ⷨおǊ
ˈЁҎ⇥ᄺߎ⠜⼒ 2002 ᑈ⠜ˈ 276 义˗Ёᬓ⊩ᄺ⠽ᴗゟ⊩䇒乬㒘˖
ǉ݇Ѣ<
⇥⊩㤝Ḝg⠽ᴗ⊩㓪>ࠊᅮ㢹ᑆ䯂乬ⱘᛣ㾕Ǌ
ˈ
ǉᬓ⊩䆎യǊ2003 ᑈ 1 ᳳ˗ṕ᯳˖
ǉ⠽ᴗ⊩㤝Ḝ˄Ѡ
ᅵ䆂〓˅㢹ᑆᴵ᭛ⱘ㾷䞞Ϣᡍ߸Ǌˈ䕑ᯧ㒻ᯢЏ㓪˖
ǉ⾕⊩Ǌ
˄ 5 䕥g 1 ो˅
ˈ࣫Ҁᄺߎ⠜⼒ 2005
ᑈ⠜ˈ 5ˉ11 义Ǆ

59−3･4−165 (名城

'10)

(2)

(3)

(名城

'10)

59−3･4− 164

清華大学・名城大学交流協定締結 10 周年記念

特別講演

ϡ䖛ˈᛣপᕫࠊᑺᰃ৺䗖⫼Ѣϡࡼѻ⠽ᴗⱘഎড়ˈ㋴᳝ѝ䆎ˈ

ⱏ䆄㈓Ёㄝ䇌⾡䫭䇃Ǆℸᚙމϟˈা㽕ⱏ䆄ᴗ߽㹿໘ߚˈ᮴ᴗ໘

ϨЁ䰚⠽ᴗ⊩ⱘ乕Ꮧ㗠ذℶǄ᳝䡈Ѣℸˈҡ᳝ᖙ㽕ܜ㸠䅼

ߚे⦄ᅲথ⫳Ǆ⬅ℸˈ៥Ӏϡ㛑Ўⱏ䆄ᰃϡࡼѻ⠽ᴗবࡼⱘ㽕ӊˈ

䆎䖭Ͼ䯂乬Ǆ

ህ䅸Ўⱏ䆄⠽ᴗҎᖙᅮᰃ᳝ᴗ໘ߚҎˈ䖭П䯈≵᳝ᖙ✊ⱘᵰ݇㋏Ǆ

䗮䇈䅸Ўˈࡼѻ⠽ᴗ䗖⫼Ѣᛣপᕫࠊᑺˈϡࡼѻ⠽ᴗ߭৺ˈ

Ё䰚ˈϡࡼѻⱏ䆄ৡНҎϢⳳᅲ⠽ᴗҎϡϔ㟈ⱘᚙމϡᇥ

3

ϡࡼѻ⠽ᴗⱘ᮴ᴗ໘ߚ䯂乬⬅ⱏ䆄ⱘֵ݀㾷އǄ䖭⾡⧚䆎佪ܜ䴶

᭄ˈЏ㽕থ⫳ॳ᳝བϟ݁⾡˖˄1˅ⱏ䆄ᴎ݇ⱘ䫭䇃⭣ⓣǄ՟བˈ

Јⱘ䆬䯂ᰃˈऴ᳝ⱏ䆄ഛֵ᳝݀ⱘ⊩ࠊϟˈࡼѻऴ᳝ϡࡼ

䇃ᇚ⬆᠔᳝ⱘᶤϡࡼѻⱏ䆄Эⱘৡϟˈ䇃ᡞ A ὐⱏ䆄Ў B ὐǄ

ѻⱏ䆄Ўᴗ߽㾖ᰃৠ䋼ⱘˈ2ᇍѢফ䅽ҎѢ᮴ᴗ໘ߚഎড়পᕫᷛ

˄2˅ϡࡼѻⱏ䆄㈓ⱘ⊩ᕟবࡼǄ՟བˈ⬆⅏ѵˈ⬅Эࡲ⧚њ㒻ᡓ

ⱘ⠽ⱘ⠽ᴗ䯂乬ˈⱏ䆄ⱘֵ݀䎇ҹ㾷އ䯂乬ˈ㗠ऴ᳝ⱘֵ݀Ў

ⱏ䆄ˈԚⳳℷⱘ㒻ᡓҎЎϭǄ˄3˅ϡࡼѻ⠽ᴗবࡼⱘॳ㸠Ў㹿⹂

ҔМϡ㛑˛ᇍℸˈ䗮䇈ᕔᕔ䖭ḋಲㄨ˖ࡼѻ⠽ᴗⱘ݀⼎ᮍ⊩Ўऴ᳝ˈ

䅸Ў᮴ᬜ᩸䫔ˈ㗙㹿䗑䅸ˈϡࡼѻ⠽ᴗ༅এ݊বࡼⱘḍǄ

㗠ऴ᳝᠔ᰁ⼎ⱘ⠽ᴗ݇㋏Ϣⳳᅲⱘ⠽ᴗ݇㋏ϡϔ㟈ⱘᚙᔶ䕗Ўᐌ

՟བˈᢉᢐড়ৠ䖱ডњ⊩ᕟǃ㸠ᬓ⊩㾘ⱘᔎࠊᗻ㾘ᅮǄ˄4˅ḍ⊩

㾕ˈҙҙ߁׳ᇍऴ᳝ⱘֵ䌪ेՓফ䅽Ҏপᕫࡼѻ⠽ᴗˈ䖛Ѣ䕏⥛ˈ

ᕟ㾘ᅮপᕫϡࡼѻ⠽ᴗˈԚ㟇Ҟҡࡲ⧚䖛᠋ⱏ䆄Ǆ՟བˈᶤЏᅵ

䖛ߚഄ⡎⡆њⳳᅲ⠽ᴗҎⱘ߽Ⲟˈ㗠ˈ᮴ᴗ໘ߚഎড়ˈ䳔㽕

⊩䰶ᑨ⬆Эⱘ䇋∖ᇚ᳝݊݅ⱘ $ ὐঞ݊Ⳍᑨⱘᓎ䆒⫼ഄՓ⫼ᴗ

ࡴ㒚࣪পᕫࡼѻ⠽ᴗⱘ㽕ӊˈ䗖ᔧޣᇥফ䅽Ҏপᕫࡼѻ⠽ᴗⱘᴎ

Ӌߚࡆˈ⬅⬆পᕫѻᴗˈ߸ޚއ䆌Ǆϡ䖛ˈ䆹߸އк䗕䖒ৢ㟇Ҟˈ

Ӯˈᠽֱᡸⳳᅲ⠽ᴗҎⱘ㣗ೈǄ䖭ℷᰃᛣপᕫࠊᑺⱘ⫼℺ПഄǄ

ҡࡲ⧚ $ ὐঞ݊Ⳍᑨⱘᓎ䆒⫼ഄՓ⫼ᴗⱘবⱏ䆄㓁Ǆ4˄5˅

Ϣℸ᳝߿ˈϡࡼѻ⠽ᴗⱘ݀⼎ᮍ⊩Ўⱏ䆄ˈ㗠ⱏ䆄᠔ᰁ⼎ⱘ⠽ᴗ݇

ྏ᳝݅ᆊᒁ᳝݅ㄝഎড়ˈϡࡼѻⱏ䆄㈓䆄䕑ⱘ⠽ᴗҎা᳝䚼ߚ

㋏Ϣⳳᅲⱘ⠽ᴗ݇㋏ᕜᇥ㜅㡖ˈेՓϾ߿ᚙމϟᄬⴔⱏ䆄ৡНҎ

៤ਬˈ㔎݊Ҫ᳝݅ҎⱘֵᙃǄ˄˅ߎѢ㾘䙓⊩ᕟ݊Ҫ㗗㰥ˈᇚ

Ϣⳳᅲ⠽ᴗҎϡϔ㟈ˈϡࡼѻ⠽ᴗⱏ䆄ⱘֵ݀г䎇ҹ㾷އ䯂乬ˈ

㞾Ꮕ䌁фⱘ᠓ሟㄝⱏ䆄ҪҎৡϟˈᑊ᮴䌴ϢⱘᬜᵰᛣᗱǄ
䴶ᇍབℸᚙᔶˈফ䅽Ҏҙҙ߁׳㞾Ꮕ≵᳝䖛༅ഄֵ䌪њϡࡼ

᮴䳔䰘ࡴ݊Ҫᴵӊेৃ⬅ফ䅽Ҏপᕫϡࡼѻ⠽ᴗˈᤶ㿔Пˈ≵᳝

ѻⱏ䆄㈓ⱘ䆄䕑ˈህপᕫϡࡼѻ⠽ᴗˈᘤᗩᇍⳳᅲ⠽ᴗҎ䖛Ѣ㢯ࠏǄ

ᛣপᕫࠊᑺⱘゟ䫹ПഄǄ
݊ᅲˈѢҎⱘ᳝䰤⧚ᗻⱘ㟈ੑᔅ⚍ˈⱏ䆄ᑣϡৃ䙓ܡഄӮ
ߎ⦄䇌བⱏ䆄䆄䕑ϢᔧџҎᛣᗱ㸼⼎ϡヺǃ⠽ᴗবࡼঞᯊড
2
ᐌ吣㗅˖
ǉᛣপᕫⱘЁ䯂乬üüѢ⠽ᴗ⊩㤝Ḝⱘ߱ℹߚᵤǊ
ˈ䕑ᓴঠḍǃ⬄Ϫ∌ǃ⥟⋾҂Џ㓪˖
ǉЁ
ᖋ⾕⊩ⷨおǊ
˄2006 ᑈg 2 ो˅
ˈ࣫Ҁᄺߎ⠜⼒ 2007 ᑈ⠜ˈ 10 义Ǆ

59−3･4−163 (名城 '10)

(4)

ᇍѸᯧⳌᇍҎݡࡴѯ㽕∖ˈ՟བˈᖙ乏ᰃ᳝ٓⱘѸᯧ㸠ЎϨӋḐ
3
ᐌ吣㗅˖
ǉᛣপᕫⱘЁ䯂乬üüѢ⠽ᴗ⊩㤝Ḝⱘ߱ℹߚᵤǊ
ˈ䕑ᓴঠḍǃ⬄Ϫ∌ǃ⥟⋾҂˖
ǉЁᖋ
⾕⊩ⷨおǊ˄2006 ᑈg 2 ो˅ˈ࣫Ҁᄺߎ⠜⼒ 2007 ᑈ⠜ˈ 8 义Ǆ
4
খ㗗⥟⋑䡈˖
ǉ⇥⊩⠽ᴗg䗮߭g᠔᳝ᴗǊ
˄ᘏ 1 ˈ˅ݠϝ⇥кሔ 2003 ᑈ 8 ᳜㸹⠜ˈ 122 义Ǆˈ
ᴀ᭛ॳ〓᠔В߸⫳އᬜথ⫳⠽ᴗপᕫᬜᵰⱘ՟ᄤˈϡヺড়⥟⋑䡈ᬭᥜⱘॳᛣǄϰਈᄺ⊩ᄺ䰶ⱘ咘䰇ᇓ
ᬭᥜ⡍ᛣヨ㗙╘⏙ˈফヨ㗙㦋Ⲟࣾ⌙Ǆ⡍咘䰇ᇓᬭᥜ㟈ҹ㹋ᖗⱘ䇶ᛣʽ

(5)

(名城

'10)

59−3･4− 162

清華大学・名城大学交流協定締結 10 周年記念

特別講演

ড়⧚ˈϡࡼѻᏆ㹿বⱏ䆄㹿ѸᯧⳌᇍҎऴ᳝ㄝˈᠡ㛑݀ᑇড়⧚

࣪ⱘফ䅽Ҏপᕫ᮴ᴗ໘ߚП⠽ⱘ㽕ӊˈᥦ䰸њᶤѯᚙމϟফ䅽Ҏপ

ഄᑇ㸵ѸᯧⳌᇍҎⳳᅲ⠽ᴗҎП䯈ⱘ߽Ⲟ݇㋏Ǆ㗠䖭ѯᴵӊˈ䲒

ᕫ⠽ᴗⱘৃ㛑ˈ䕗དഄᑇ㸵њᮍᔧџҎⱘ߽Ⲟ݇㋏ˈϡৃ㔎Ǆ

ҹ㹿ֵ݀ࠊᑺ᠔ᆍ㒇ˈैℷᰃᛣপᕫࠊᑺⱘ乬Ёᑨ᳝ПНǄህ

ফ䅽Ҏপᕫ᮴ᴗ໘ߚП⠽ⱘ⠽ᴗˈᰃ৺ᡓফ䆹⠽Ϟⱘ᮶᳝䋳

ℸˈᖋ⠽ᴗ⊩ᆊ剡ᇨᮑ㩖ᇨ㒇ᬭᥜⱘϟ䗄䯤䞞䴲ᐌ᳝ࡽⲞ˖

ᢙ˛ֵ݀ࠊᑺᇍℸ䇁⛝ϡ䆺ˈᣝ✻䘏䕥ⓨˈԐТᰃ㚃ᅮⱘ㒧䆎Ǆ

ǉᖋ⇥⊩Ǌ  ᴵᰃ݇Ѣᴗ߽ℷ⹂ᗻᅮⱘ㾘ᅮˈϢǉᖋ

䖭ᇍফ䅽Ҏᴹ䇈᳝ᯊϡሑ݀ᑇড়⧚Ǆ㗠ᛣপᕫࠊᑺˈ㟇ᇥᣝ✻䗮

⇥⊩Ǌ  ᴵ  ᴵ݇Ѣᛣপᕫᬜⱘ㾘ᅮˈ㱑⑤Ѣৠ

䇈ˈऎߚᚙމ㗠އخᅮˈ䕗Ў䗖ᔧǄ䖭гᰃᛣপᕫࠊᑺ㒳ϔ䗖⫼

ϔᗱᛇˈԚ݊ᵘ៤㽕ӊᬜϞˈজ᳝Ꮒᓖ˖  ᴵЎВ䆕

Ѣࡼѻ⠽ᴗϡࡼѻ⠽ᴗⱘ⧚⬅ПϔǄ

䋳ᢙ㾘㣗ˈгህᰃᙄⳳᅲ⊩ᕟ݇㋏᮴⊩ᶹᯢᯊˈ䆹㾘㣗ᠡথ
⫼˖ফഄⱏ䆄㈓ݙᆍⱘᬃᣕ㗙ˈϡ䋳В䆕䋷ӏ˗  ᴵ 

⬅ℸৃ㾕ˈЁ䰚⠽ᴗ⊩ᡓ䅸ϡࡼѻ⠽ᴗⱘᛣপᕫ˄ 106
ᴵ 1 ℒ˅ˈᮍϞؐᕫ䌲ৠǄ

ᴵЎᅲԧ⊩Ϟⱘᴗ߽㸼䈵㽕ӊˈ݊㾘㣗ߎথ⚍ˈЎϡℷ⹂ⱘˈг
ህᰃϢⳳᅲ⊩ᕟ݇㋏ϡⳌヺⱘഄⱏ䆄㈓ǄഄѸᯧЁˈֵ䌪

Ѡǃ䕀䅽ড়ৠϡᰃЎᛣপᕫᵘ៤㽕ӊⱘѸᯧ㸠Ў৫˛

ഄⱏ䆄㈓ⱘݙᆍ㗙ˈֵ݊䌪ফ⊩ᕟֱᡸˈҪ㦋ᕫഄⱏ䆄㈓⢊ᗕ

ᖋ⊩㋏Ёˈ⠽ᴗ㸠Ўᰃᇐ㟈⠽ᴗবࡼⱘ⊩ᕟ㸠Ўˈᅗৠḋ

Ϣⳳᅲ⊩ᕟ݇㋏ϡⳌਏড়ᯊˈᑨ㛑পᕫⱘᴗ߽ഄԡǄᬙ㗠гৃҹ䇈˖

ᄬѢᛣপᕫПЁˈ㗠Ϩˈ᮴ᗻⱘ⠽ᴗ㸠Ў䖬㹿䅸Ўᰃᛣপ

ᴗ߽㸼䈵পҷᴗ߽ᴀ䑿Ǆ

ᕫⱘ⸔Ǆ6Ϣℸϡৠˈϡᡓ䅸⠽ᴗ㸠Ў⧚䆎ⱘЁ䰚ˈᛣপ

ᛣপᕫࠊᑺ㒳ϔ䗖⫼Ѣࡼѻ⠽ᴗϡࡼѻ⠽ᴗˈ֓Ѣ䇈ᯢ݀

ᕫϻ༅њѢ⊩ᕟ㸠Ў㗠বࡼⱘ㡆ᔽˈᅗϢ䘫༅⠽পᕫǃܜऴㄝৠ

⼎ⱘֵ݀ࠊᑺᛣপᕫࠊᑺП䯈ⱘⳌѦ݇㋏Ǆ݀⼎ⱘֵ݀ᰃ

㹿㾚ЎॳྟপᕫǄ✊㗠ˈ䖭⾡㾕㾷䲒ҹ៤ゟˈЎᇍᛣপᕫⱘ䖭

ᛣপᕫࠊᑺᕫҹᓎゟᄬⱘ䘏䕥ࠡᦤᡔᴃࠡᦤˈᛣপᕫࠊ

⾡ᅮᗻˈᛣੇⴔϝҎ᮴ᴗ໘ߚҎП䯈ⱘѸᯧ㸠Ўϡᰃ⊩ᕟ㸠Ўˈ

ᑺ߭ᰃֵ݀ⱘᖙ✊㒧ᵰˈᰃֵ݀㨑ᅲⱘԧԧ⦄ПϔǄ≵᳝݀

㗠ᰃџᅲ㸠ЎˈԚ䖭ᅠܼᙪѢᔧџҎ䗮䖛ᛣᗱ㸼⼎䖯㸠Ѹᯧⱘᅶ㾖

ֵࠊᑺˈফ䅽Ҏপᕫ᮴ᴗ໘ߚП⠽ⱘ⠽ᴗህ㔎Уℷᔧᗻ˗≵᳝

џᅲˈৃ㛑ѻ⫳ᇍϝҎϡ߽ⱘ⊩ᕟৢᵰǄ7

ᛣপᕫࠊᑺˈҙ߁ֵ݀ࠊᑺˈফ䅽Ҏপᕫ᮴ᴗ໘ߚП⠽ⱘ⠽ᴗ᳝
䖛ⒹПႠˈᇍⳳᅲ⠽ᴗҎ᳝䖛㢯Пᓞˈ᳝༅ᴗ㸵Ǆᛣপᕫࠊᑺ㒚

5

[ᖋ]剡ᇨǃᮑ㩖ᇨ㒇˖
ǉᖋ⠽ᴗ⊩Ǌ
˄Ϟ˅ݠ
ˈᓴঠḍ䆥ˈ⊩ᕟߎ⠜⼒ 2004 ᑈ⠜ˈ 489 义Ǆ
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(6)

6

Vgl. Aretz, Das Abstraktionsprinzip-Das einzig wahre? Juristische Ausbildung,1998,Heft 3, S.246.䕀ᓩ㞾ᐌ
吣㗅˖
ǉᛣপᕫⱘЁ䯂乬üüѢ⠽ᴗ⊩㤝Ḝⱘ߱ℹߚᵤǊ
ˈ䕑ᓴঠḍǃ⬄Ϫ∌ǃ⥟⋾҂Џ㓪˖
ǉЁᖋ
⾕⊩ⷨおǊ
˄2006 ᑈg 2 ो˅
ˈ࣫Ҁᄺߎ⠜⼒ 2007 ᑈ⠜ˈ 11 义Ǆ
7
ᄭᅾᖴ˖ǉݡ䇜⠽ᴗ㸠Ў⧚䆎Ǌ
ˈ䕑ᄭᅾᖴ˖
ǉ䆎⠽ᴗ⊩Ǌ
ˈ⊩ᕟߎ⠜⼒ 2001 ᑈ⠜ˈ 202ˉ203 义˗ᐌ
吣㗅˖
ǉᛣপᕫⱘЁ䯂乬üüѢ⠽ᴗ⊩㤝Ḝⱘ߱ℹߚᵤǊ
ˈ䕑ᓴঠḍǃ⬄Ϫ∌ǃ⥟⋾҂˖
ǉЁᖋ⾕⊩
ⷨおǊ
˄2006 ᑈg 2 ो˅
ˈ࣫Ҁᄺߎ⠜⼒ 2007 ᑈ⠜ˈ 11 义Ǆ

(7)

(名城

'10)
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䖭⾡㾖⚍ⱘ䯂乬Ѣˈᅗձ✊ᣝ✻ᖋ⊩݇Ѣ䋳ᢙ㸠Ў໘ߚ

ৠⱘᛣ㾕ǄǉЁढҎ⇥݅⇥⊩˄㤝Ḝ˅Ǌ
˄2002 ᑈ 12 ᳜ 17 ᮹˅

㸠ЎѠߚⱘᶊᵘߚᵤЁ䰚⠽ᴗ⊩ⱘ⠽ᴗবࡼ䯂乬ˈ㒻㓁മᣕф

 99 ᴵ 1 ℒ 4 乍 5 乍㾘ᅮˈ⊩ᕟϡ⽕ℶ㗙䰤ࠊ䕀䅽ǃ䕀

पড়ৠㄝ᠔䇧؎ᴗ㸠ЎϡӮᓩথ⠽ᴗবࡼⱘᛣ㾕ˈᖋ⊩Ϟᓩথ

䅽ড়ৠϡሲѢ᮴ᬜ㗙㹿᩸䫔ˈഛЎᛣপᕫⱘᵘ៤㽕ӊǄ
ǉЁढҎ

⠽ᴗবࡼⱘ⠽ᴗ㸠ЎЁ䰚⠽ᴗ⊩ᡓ䅸⠽ᴗ㸠Ў㗠ব៤џᅲ

⇥݅⠽ᴗ⊩˄ᕕ∖ᛣ㾕〓˅
Ǌ
˄2002 ᑈ 1 ᳜ 28 ᮹˅Ѣ 101 ᴵ

㸠Ўˈ݊㒧䆎֓Ā䘏䕥āഄᕫߎ˖Ё䰚⠽ᴗ⊩Ϟⱘᛣপᕫᰃ

 1 ℒ 4 乍 5 乍ǃ
ǉЁढҎ⇥݅⠽ᴗ⊩˄㤝Ḝ˅Ǌ
˄2004

ҹџᅲ㸠ЎЎ⸔ⱘǄ

ᑈ 8 ᳜ 3 ᮹˅Ѣ 104 ᴵ 1 ℒ 4 乍 5 乍䛑䞡⬇њϞ䗄㾘ᅮǄ

ヨ㗙䅸Ўˈ䖭⾡ᗱ䏃ᄬⴔ䯂乬ˈ݊ॳѢˈЁ䰚ⱘ⠽

2004 ᑈ 10 ᳜ 15 ᮹ⱘǉЁढҎ⇥݅⠽ᴗ⊩˄㤝Ḝ˅
Ǌ 106 ᴵ

ᴗ⊩ᇮᡓ䅸⠽ᴗ㸠Ў⧚䆎ˈгህϡᅰ䞛㒇䋳ᢙ㸠Ў໘ߚ㸠Ўⱘ

 1 ℒ㾘ᅮᛣপᕫҹ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜЎ㽕ӊ˄ 4 乍˅
ˈߴ䰸њĀ⊩

Ѡߚᶊᵘˈϡৃമᣕфपড়ৠㄝ㸠ЎাӮѻ⫳؎ᴗ؎ࡵǃϡӮᓩথ

ᕟϡ⽕ℶ㗙䰤ࠊ䕀䅽ā䖭Ͼ㽕ӊǄ2005 ᑈ 7 ᳜ 11 ᮹ⱘǉЁढҎ

⠽ᴗবࡼⱘ㾖⚍Ǆ៥Ӏᑨᔧമᣕ䖭ḋⱘ㾖⚍˖Ё䰚ˈϡᰃ໘

⇥݅⠽ᴗ⊩˄㤝Ḝ˅Ǌ
˄ 111 ᴵ 1 ℒ 4 乍˅
ǃ2006 ᑈ 6 ᳜ 6

ߚ㸠Ўᡓᢙⴔ⠽ᴗবࡼⱘӏࡵˈ㗠ᰃфपড়ৠㄝ㸠Ўঞ݊ሹ㸠㙽䋳

᮹ⱘǉЁढҎ⇥݅⠽ᴗ⊩˄㤝Ḝ˅Ǌ
˄ 110 ᴵ 1 ℒ 4 乍˅

ⴔᓩথ⠽ᴗবࡼⱘ䞡ӏǄབℸˈᛣপᕫഎড়ˈᛣপᕫᰃ䕀䅽

Ѻ✊Ǆাᰃࠄњ 2006 ᑈ 10 ᳜ 20 ᮹ⱘǉЁढҎ⇥݅⠽ᴗ⊩˄㤝

ড়ৠঞ݊ሹ㸠ࡴϞᛣᓩথ⠽ᴗবࡼˈ㗠䴲џᅲ㸠Ўѻ⫳ᛣপᕫ

Ḝ˅
Ǌ
˄݁ᅵ䆂〓˅ᠡߴ䰸њ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜ䖭Ͼ㽕ӊ˄ 105 ᴵ

ⱘ㒧ᵰǄ㒧䆎ᰃˈϡᡓ䅸⠽ᴗ㸠ЎⱘЁ䰚ⱘ⦄㸠⊩Ϟˈᛣ

1 ℒ˅ˈ2006 ᑈ 12 ᳜ 15 ᮹ⱘǉЁढҎ⇥݅⠽ᴗ⊩˄㤝Ḝ˅Ǌ
˄ϗ

পᕫҡ✊⾏ϡᓔ⊩ᕟ㸠Ўˈ㗠䴲ᓎゟџᅲ㸠ЎПϞǄϝҎ᮴

ᅵ䆂〓˅ќҹᡓ㒻˄ 105 ᴵ 1 ℒ˅
ˈ᳔ৢѢ 2007 ᑈ 3 ᳜ 16

ᴗ໘ߚҎП䯈ⱘѸᯧ㸠Ўձ✊ᰃгা㛑ᰃ⊩ᕟ㸠Ўˈ㗠䴲џᅲ㸠ЎǄ

᮹㹿कሞܼҎ⇥ҷ㸼ӮѨӮ䆂䗮䖛ⱘǉЁढҎ⇥݅

བℸᅮᗻⱘড়⧚ᗻ䖬ѢˈϝҎ᮴ᴗ໘ߚҎП䯈ⱘѸᯧ㸠

⠽ᴗ⊩Ǌ⹂ᅮ˄ 106 ᴵ 1 ℒ˅
Ǆ

Ўヺড়⊩ᕟ㸠Ўⱘᵘ៤ˈҹঞা᳝ᡞ⊩ᕟ㸠ЎЎᛣপᕫⱘ⸔

ሑㅵབℸˈ᳝ᄺ㗙ձ✊മᣕ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜЎᛣপᕫⱘ㽕ӊП
ϔǄ8ᇍℸˈヨ㗙߭ᣕ᳝ᓖ䆂ˈҢҹϟಯϾᮍ䴶ќҹ䯤ᯢǄ

Пϔˈᠡヺড়ᛣপᕫЗֱᡸѸᯧᅝܼⱘ䳔㽕䖭Ͼ⡍ᗻǄ

˄ϔ˅ϡৃᗑ㾚Ёᖋϸ⇥⊩᮴ᴗ໘ߚᵘ䗴ϞⱘᏂ߿
ᖋ⇥⊩ऎߚ⠽ᴗ㸠Ў؎ᴗ㸠Ўˈ⠽ᴗ㸠ЎЎ໘ߚ㸠Ўˈ

ϝǃ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜϡᅰЎϡࡼѻᛣপᕫⱘ㽕ӊ
ϡࡼѻ⠽ᴗⱘᛣপᕫᑨ৺ҹ䕀䅽㸠Ў᳝ᬜЎ㽕ӊˈᄬⴔϡ
8
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(8)

(9)

⥟߽ᯢǃል亲ǃୌ˖
ǉЁ⠽ᴗ⊩ᬭǊ
ˈҎ⇥⊩䰶ߎ⠜⼒ 2007 ᑈ⠜ˈ 150 义Ǆ

(名城
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ᚳ᳝໘ߚҎ᳝໘ߚᴗ䰤ˈᠡ㛑⫳ᬜ˗ϢℸⳌডˈ؎ᴗ㸠ЎЎ䋳

ᖋ⇥⊩ᡓ䅸фपড়ৠㄝ؎ᴗ㸠Ў᳝ᬜˈᑊ䴲Ўᛣপᕫࠊᑺⱘ

ᢙ㸠ЎˈӏԩҎ䛑ৃҹҢџˈϡҹ᳝໘ߚᴗ䰤Ўᖙ㽕Ǆ9བℸˈ

ᴀ䋼㽕∖ˈাᰃ༝㸠⠽ᴗ㸠Ў؎ᴗ㸠ЎѠߚᶊᵘⱘᖙ✊㒧ᵰǄ

᮴ᴗ໘ߚⱘᚙމϟˈ؎ᴗ㸠Ўⱘ⊩ᕟᬜϡফ໘ߚᴗ᳝᮴ⱘᕅડˈ

䖬᳝ˈЁ䰚ড়ৠ⊩  ᴵ㾘ᅮˈ䰤ࠊ㸠Ў㛑Ҏㅒ䅶ড়

ϔ㠀䛑Ӯ᳝ᬜˈা᳝⠽ᴗ㸠Ў㔎໘ߚᴗ䰤㗠໘Ѣᬜᕙᅮⱘ⢊

ৠˈ݊ᬜᕙᅮˈ䰸䴲䆹ড়ৠЎ㒃㦋߽ⲞϢ݊ᑈ啘ǃᱎǃ㊒⼲

ᗕǄ㢹ѸᯧⳌᇍҎЎᛣˈ
Āձ݇ѢᛣֱᡸП㾘ᅮˈᛣҎѺᕫ⬅

عᒋ⢊Ⳍމ䗖ᑨǄ䆹⊩  ᴵ㾘ᅮˈ᮴ᴗҷ⧚ⱘড়ৠᬜᕙᅮǄབ

䴲ᴗ߽ҎপᕫǄᛣϔᅮᑺϞҷ᳓њ໘ߚᴗǄ
ā10㗙䇈ᛣ㸹

ᵰ䰤ࠊ㸠Ў㛑Ҏ᪙㞾ߎप݊⠊↡П⠽ˈফ䅽Ҏᇍℸϡⶹᚙˈг᮴

ℷњ໘ߚᴗⱘ㔎11ˈՓফ䅽Ҏপᕫ⠽ᴗǄ㟇Ѣᛣ㸹ℷ໘ߚᴗˈ

䞡䖛༅ˈᴀк㗙䅸ЎᑨᔧᛣপᕫǄ㸠ЎҎ䍙䍞ҷ⧚ᴗ䰤ߎप

ᰃ৺Փ⠽ᴗ㸠Ў՟ഄ᳝ᬜˈ㱑᳝㚃ᅮ䇈12ˈԚヨ㗙䅸Ўҡ乏䅼Ǆ

㹿ҷ⧚ҎП⠽ˈѺ✊Ǆ

Ϣℸ᳝߿ˈǉЁढҎ⇥݅ড়ৠ⊩Ǌ˄ҹϟㅔ⿄ЎЁ䰚ড়

ডᇍᛣ㾕䅸Ўˈ᳝ᴗ໘ߚᚙމϟˈা㽕ᴗ߽Ҏϡќ䗑䅸ˈড়

ৠ⊩˅ 51 ᴵᇚ໘ߚᴗ䰤Ўᕅડфपড়ৠㄝ⊩ᕟ㸠Ўᬜⱘ㽕

ৠᔦѢ᮴ᬜˈ᮴ᴗ໘ߚഎড়ˈফ䅽Ҏডצᛣপᕫˈ᳝༅ᴗ㸵Ǆ

ӊˈߎपҎǃ䌴ϢҎǃѦᯧҎᇍѢᷛⱘ⠽᳝໘ߚᴗ䰤ˈфपড়ৠ

ᇍℸˈヨ㗙ಲᑨབϟ˖
˄˅䰤ࠊ㸠Ў㛑Ҏ᪙㞾ߎप݊ⲥᡸҎП⠽ǃ

ㄝ⊩ᕟ㸠Ў᳝ᬜ˗৺߭ˈᬜᕙᅮǄ13䖭䞠ⱘфपড়ৠㄝ⊩ᕟ㸠Ў

᮴ᴗҷ⧚Ҏ䍙䍞ᴗ䰤ߎप㹿ҷ⧚ҎП⠽ˈᰃ৺ሲѢ᳝ᴗ໘ߚˈϡ᮴

ᖋ⇥⊩Ϟ⿄Ў؎ᴗ㸠ЎǄ㟇ℸৃⶹᖋ⇥⊩Ё䰚ড়ৠ⊩

⭥䯂Ǆ˄˅䱤ৡҷ⧚എড়থ⫳ⱘ᮴ᴗҷ⧚ˈ㹿ҷ⧚Ҏϡ䗑䅸᮴ᴗ

᮴ᴗ໘ߚᵘ䗴Ϟⱘϡৠ˖㔎໘ߚᴗˈᖋ⇥⊩Ϟфपড়ৠㄝ

ҷ⧚㸠Ўˈ⬅᮴ᴗҷ⧚Ҏᡓᢙ⊩ᕟৢᵰˈᢦ㒱ᛣফ䅽Ҏপᕫᷛⱘ

ҡ✊᳝ᬜˈЁ䰚ড়ৠ⊩ϞᬜᕙᅮǄԩेˈމՓᖋ⇥⊩

⠽᠔᳝ᴗˈᰒ✊ϡᔧ˗᮴ᴗҷ⧚Ҏᢹ᳝Ѹᯧⱘᷛⱘ⠽എড়ˈᑨ

Ϟˈгϡࠏᛣ䗑∖؎ᴗ㸠Ўⱘ᳝ᬜˈ㟇ᇥ᳝ᄺ䇈བℸ䅸䆚ˈѢᰃ᳝

䗖⫼ᛣপᕫࠊᑺǄ˄˅䰤ࠊ㸠Ў㛑Ҏ᪙㞾ߎप݊ⲥᡸҎП⠽ˈ

ࡼѻⱘᛣপᕫϡᖙҹॳ㸠Ў˄؎ᴗ㸠Ў˅ⱘ᳝ᬜЎ㽕ӊП䆎Ǆ14

݊ⲥᡸҎϡќ䗑䅸ˈফ䅽ҎϡԚ䰤ࠊ㸠Ў㛑Ҏ㔎໘ߚᴗᮍ䴶
ᰃᛣⱘˈϡⶹ䕀䅽ҎЎ䰤ࠊ㸠Ў㛑Ҏᮍ䴶гᰃ᮴䖛䫭ⱘˈՓ

9

[ᖋ]䖾⡍ᇨgṙ䖾ᑧᮃ˖
ǉᖋ⇥⊩ᘏ䆎Ǌ
ˈ䚉ᓎϰ䆥ˈ⊩ᕟߎ⠜⼒ 2000 ᑈ⠜ˈ 169 义˗⥟⋑䡈˖
ǉ⇥
⊩ᘏ䆎Ǌ
ˈϝ⇥кሔ 2000 ᑈ⠜ˈ 284ˉ285 义Ǆ
10
[ᖋ]㓈ᇨ㒇gᓫ剕≿˖
ǉ⇥⊩ᘏ߭ 2˖⊩ᕟ㸠ЎǊ
ˈᶣᵫㄝ 1992 ᑈ 4 ⠜ˈ 142 义ˈ䕀ᓩ㞾⬄Ϫ∌˖
ǉ⠽ᴗ㸠Ў⧚䆎ⷨおǊ
ˈЁᬓ⊩ᄺߎ⠜⼒ 2002 ᑈ⠜ˈ 263 义Ǆ
11
ᇮᆑ˖ǉ⠽ᴗ⊩䆎Ǌ
ˈ㤷⋄ॄк佚㙵ӑ᳝䰤݀ৌ 1979 ᑈ 5 ࠋˈ 506 义˗⥟䕊˖
ǉ⠽ᴗবࡼ䆎Ǌ
ˈЁ
Ҏ⇥ᄺߎ⠜⼒ 2001 ᑈ⠜ˈ 259 义Ǆ
12
⥟䕊˖ǉ⠽ᴗবࡼ䆎Ǌ
ˈЁҎ⇥ᄺߎ⠜⼒ 2001 ᑈ⠜ˈ 259 义Ǆ
13
ṕ᯳˖ǉབԩ⧚㾷ড়ৠ⊩ 51 ᴵǊ
ˈ
ǉҎ⇥⊩䰶Ǌ2000 ᑈ 1 ᳜ 8 ᮹˗የᓎ䖰˖
ǉ᮴ᴗ໘ߚ䕼Ǌ
ˈ
ǉ⊩
ᄺⷨおǊ2003 ᑈ 1 ᳳˈ 1ˉ23 义Ǆ
14
⥟⋑䡈˖ǉ؎⊩ॳ⧚gϡᔧᕫ߽Ǌ
˄ᘏ 2 ˅ݠ
ˈ146 义ˈৄ࣫ˈϝ⇥кሔˈ1999˗⥟⋑䡈˖
ǉ⇥⊩⠽ᴗ
2g⫼Ⲟ⠽ᴗgऴ᳝Ǌ
ˈЁᬓ⊩ᄺߎ⠜⼒ 2001 ᑈ⠜ˈ 258ˉ259 义˗⥟䕊˖
ǉ⠽ᴗবࡼ䆎Ǌ
ˈЁҎ
⇥ᄺߎ⠜⼒ 2001 ᑈ⠜ˈ 256ˉ258 义Ǆ
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ПᛣপᕫѸᯧᷛⱘ⠽ˈᠡ䕗དഄᑇ㸵њᮍⱘ߽Ⲟ݇㋏ǄЎѢ
ℸഎড়ˈ䰤ࠊ㸠Ў㛑ҎⱘⲥᡸҎ᳝䖛䫭Ǆ㱑✊ᄬⴔ᮴㸠Ў㛑
Ҏ䰤ࠊ㸠Ў㛑ҎⱘֱᡸӬܜѢѸᯧᅝܼⱘॳ߭ˈ᮴㸠Ў㛑
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Ҏ໘ߚ݊䋶ѻᯊˈড়ৠ᮴ᬜ˗䰤ࠊ㸠Ў㛑Ҏ໘ߚ݊䋶ѻᯊˈড়ৠ

ࡵϡᄬˈᛣপᕫҎᑨᔧ䖨䖬ϡᔧᕫ߽ˈ䆹ϡᔧᕫ߽ⱘ߽Ⲟˈ

ⱘᬜᕙᅮˈⱚϡⳌᇍҎᛣ㗠Փড়ৠ᳝ᬜǄԚヨ㗙䅸Ўˈ䆹ॳ

ϡᰃॳ⠽ˈ㗠ᰃॳ⠽Ӌؐ乱Ϣ䚼ߚӋℒⱘᏂ乱ˈᬙᛣপᕫҎ䖨䖬

߭ᰃ৺ᓊԌ㟇᮴㸠Ў㛑Ҏ䰤ࠊ㸠Ў㛑Ҏ᪙㞾໘ߚ݊ⲥᡸҎⱘ

ⱘϡᔧᕫ߽ᰃ䆹Ꮒ乱˗ᇮᬃҬӋℒⱘˈড়ৠ乍ϟⱘҬℒНࡵϡ

䋶ѻˈϡ᮴⭥䯂ˈⲥᡸҎ᳝䖛䫭ⱘᚙމϟᇸ݊བℸǄ˄˅ᖋ

ᄬˈᛣপᕫҎᑨᔧ䖨䖬ϡᔧᕫ߽ˈ䆹ϡᔧᕫ߽ⱘ߽ⲞˈᅰЎ

⇥⊩Ϟˈᛣপᕫ៤ゟˈ㗠Ў⠽ᴗ㸠Ўⱘॳ㸠Ў᮴ᬜ㹿᩸

ᷛⱘ⠽ॳ⠽Ǆϡ✊ˈᇍⳳℷᴗ߽Ҏ䖛㢯Ǆ䖭⾡ᗱᛇˈヨ㗙ҹࠡ᠔

䫔ᯊˈᛣ˄পᕫҎ˅ϡ䖛༅㗠ᡓᢙǉᖋ⇥⊩Ǌ  ᴵϞ

㨫ǉ᮴ᴗ໘ߚ䕼Ǌϔ᭛Ё᳝᠔ԧ⦄Ǆ

ⱘ։ᴗ䋷ӏˈ৺߭ˈӮՓǉᖋ⇥⊩Ǌ  ᴵ  乍ࠡ↉˄݀

䖭⾡㚠᱃ϟˈЁ䰚ⱘ᭄ӊ⠽ᴗ⊩㤝Ḝ䛑ᡞ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜ

ֵǃᛣপᕫ˅ⱘ㾘㣗Ⳃⱘ㨑ぎˈ㗠ᰃ⬅ϡᔧᕫ߽⊩ќҹᬥ⌢˖

Ўᛣপᕫⱘ㽕ӊПϔˈԐТাⳟࠄњᖋ⇥⊩ⱘ㸼㗠⋲ᆳ

ᛣফ䅽Ҏ᳝ٓপᕫഎড়ˈձǉᖋ⇥⊩Ǌ  ᴵ  乍ࠡ

݊ݙⱘᵘ䗴ঞ䘏䕥Ǆ⬅Ѣᖋ⇥⊩ᛣপᕫഎড়ᑊϡࠏᛣ䗑∖

↉݇ѢĀ᮴ᴗ߽Ҏህᶤϔᷛⱘ㗠ߎخᇍᴗ߽Ҏ᳝ᬜⱘ໘ߚⱘˈ᮴

؎ᴗ㸠Ў᳝ᬜˈ㸼гϡሑϔ㟈Ǆ⡍߿䳔㽕ᣛߎⱘᰃˈ㕂Ꮖ㒣⫳

ᴗ߽Ҏ᳝Нࡵᴗ߽Ҏ䖨䖬䆹乍໘ߚ㗠পᕫⱘ߽Ⲟāⱘ㾘ᅮˈ

ᬜᅲᮑⱘЁ䰚ড়ৠ⊩  ᴵǃ  ᴵǃ  ᴵǃ  ᴵ

ᛣপᕫҎߎ䅽Ҏҹ䞥䪅˄䇋∖ᴗ˅ᴹ䖨䖬ϡᔧᕫ߽˗ᛣপᕫ

 乍ǃ  ᴵǃ  ᴵⱘ㾘ᅮѢϡ乒ˈ䍋♝♊ˈӮҎЎഄ䝓៤

Ҏ᮴ٓপᕫഎড়ˈ߭ձǉᖋ⇥⊩Ǌ  ᴵ  乍ৢ↉݇Ѣ

㾘㣗Ⳓ˖ৠϔ乍ߎपҪҎП⠽ⱘѸᯧˈ᮶ヺড়Ё䰚ড়ৠ⊩

Ā໘ߚ㋏᮴ٓഄЎПⱘˈѢ䆹乍໘ߚ㗠Ⳉপᕫ⊩ᕟϞ߽ⲞⱘҎ

 ᴵǃ  ᴵǃ  ᴵǃ  ᴵ  乍ǃ  ᴵ  ᴵⱘ

䋳᳝ৠḋⱘНࡵāⱘ㾘ᅮˈᴗ߽ҎᇍᛣপᕫҎѿ᳝ಲ䕀䅽ⱘ䇋

㾘ᅮˈᵘ៤фपㄝড়ৠৃ᩸䫔ǃᬜᕙᅮ᮴ᬜ˗জヺড়Ё䰚

∖ᴗˈेॳ⠽ⱘ䖨䖬˄>ᖋ@剡ᇨǃᮑ㩖ᇨ㒇˖
ǉᖋ⠽ᴗ⊩Ǌ
˄Ϟˈ˅ݠ

⠽ᴗ⊩݇Ѣᛣপᕫᵘ៤㽕ӊⱘ㾘ᅮˈ㟈Փфपㄝড়ৠ᳝ᬜˈ㸼⦄

⊩ᕟߎ⠜⼒  ᑈ⠜ˈ  义Ǆ
˅
Ǆ׳䡈䖭⾡ᗱᛇˈЁ䰚⦄

ߎϡৠⱘ⊩ᕟৢᵰˈᆍᯧ䇅ՓҎӀᇍ⊩ᕟⱘᴗ࿕ᗻѻ⫳ᗔ⭥Ǆ

㸠⊩Ϟˈᑨᔧᔶ៤ҹϟ㾘߭˖᮴ٓѸᯧЁথ⫳ᛣপᕫⱘˈѸᯧ㸠

⬅ѢЁ䰚ড়ৠ⊩Ё䰚⠽ᴗ⊩ᰃৠԡ䰊ⱘ⊩ᕟˈ䲒ҹ

Ў㹿⹂䅸Ў᮴ᬜǃ㹿᩸䫔ϡ㹿䗑䅸ᯊˈᛣপᕫҎ䖨䖬ᷛⱘ⠽ॳ

䖤⫼⡍߿⊩ӬܜѢ᱂䗮⊩ⱘ㾘߭࣪㾷䖭⾡㾘㣗Ⳓˈ䞛⫼ᮄ⊩Ӭܜ

⠽Ǆ᳝ٓѸᯧЁথ⫳ᛣপᕫⱘˈѸᯧ㸠Ў㹿⹂䅸Ў᮴ᬜǃ㹿᩸䫔

Ѣᮻ⊩ⱘ㾘߭㱑✊ৃҹˈ䖒ࠄ䙓ܡᔶ៤⺄ᩲⓣ⋲ⱘ㒧ᵰˈԚᇚ䆹㾘

ϡ㹿䗑䅸ᯊˈᛣপᕫҎ㢹Ҭ⏙њܼ䚼Ӌℒˈ߭㒜ሔഄপᕫᷛⱘ

߭ᑨ⫼Ѣℸ໘ˈ⧚⬅ϡߚܙǃ᳝ˈজ㔎У㕢ᛳǄ

⠽ⱘ᠔᳝ᴗ˗ᬃҬњ䚼ߚӋℒⱘˈড়ৠ乍ϟⱘ䚼ߚⱘҬℒН
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የᓎ䖰˖ǉ᮴ᴗ໘ߚ䕼Ǌ
ˈǉ⊩ᄺⷨおǊ ᑈ  ᳳǄ
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˄Ѡ˅䏃ᕘձ䌪˖⊩ᕟⱘⳈ㾘ᅮᡥ⊩ᕟ㸠Ў᳝ᬜ

⬅Ѣᛣᗱ㸼⼎⬅ᬜᵰᛣᗱ㸼⼎㸠Ўᵘ៤21ˈ᳝ᄺ㗙Џᓴ⬅Ⳃⱘᛣ

䆮✊ˈ㢹䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜЎᛣপᕫⱘ㽕ӊヺড়ᅲ䋼ℷНⱘ

ᗱǃᬜᵰᛣᗱ㸼⼎㸠Ўᵘ៤22ˈ᳝ᄺ㗙䅸Ў⬅ᬜᵰᛣᗱǃ㸼⼎ᛣ

㽕∖ˈेՓ㔎У㕢ᛳˈ᳝䖱ᔶᓣ䘏䕥ˈг᮴ৃ८䴲Ǆⳳᅲᚙᔶࠄᑩ

ᗱ㸼⼎㸠Ўᵘ៤23ˈ᳝ᄺ㗙ᇚ݊ᭈড়Ўݙᛣᗱ㸼⼎24ˈᖋ

བԩਸ਼˛

Ӵ㒳⇥⊩ᄺ䇈߭㒚ߚЎⳂⱘᛣᗱǃᬜᵰᛣᗱǃ㸼⼎ᛣ䆚ǃ㸠Ўᛣ

ᛣপᕫⱘ䯂乬Ϟˈফ䅽Ҏপᕫ⠽ᴗⱘℷᔧḍˈおコᰃࠄ
⡍⅞ⱘゟ⊩ᬓㄪ⊩ᕟⱘⳈ㾘ᅮሖ䴶ᇏᡒˈ䖬ᰃࠄ᳝ᬜⱘ⊩ᕟ㸠

ᗱ㸼⼎㸠ЎǄ25कߚᯢᰒˈ᮴䆎䞛পԩ⾡ᄺ䇈ˈѸᯧⳌᇍҎⱘ
ᛣ䛑ϡሲѢᛣᗱ㸼⼎ⱘ㋴ˈгϡᰃ⊩ᕟ㸠Ўⱘᵘ៤㽕㋴Ǆ
ѸᯧⳌᇍҎⱘᛣᰃϡᰃ⊩ᕟ㸠Ў᳝ᬜ㽕ӊⱘᵘ៤㽕㋴ਸ਼˛ṙ

Ўᮍ䴶ᇏ㾙˛ᡞ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜЎᛣপᕫⱘ㽕ӊПϔˈ䗝ᢽњৢ

䖾ᑧᮃᬭᥜᣛߎˈӏԩϔϾ⊩ᕟࠊᑺ䛑া㛑݊ᬓ⊏ࠊᑺⱘḚᶊݙ

㗙Ǆ䖭ḋϔᴹˈᓩߎњᮍᮍ䴶䴶ⱘ䯂乬Ǆ
1ˊϢ⊩ᕟ㸠Ў⧚䆎ϡヺ

ᦤկ䗮䖛⊩ᕟ㸠Ўᅲᮑⱘ⾕⊩㞾⊏Ǆ⾕⊩Ϟⱘ⊩ᕟ㸠Ўгϡᕫ䘒䍞

ᖋ⇥⊩ゟ⊩⧚⬅к˖ࠄݭ
Āህᐌ㾘㿔ˈᛣᗱ㸼⼎Ϣ⊩ᕟ㸠Ў

䖭ϔḚᶊⱘ㣗ೈˈϔ㋏߫ⱘ䰤ࠊᰃᖙ㽕ⱘড়ⳂⱘⱘǄ݊Ё⍝ঞࠄ

ЎৠНП㸼䖒ᮍᓣǄՓ⫼ᛣᗱ㸼⼎㗙ˈЗջ䞡Ѣᛣᗱ㸼䖒Пᴀ䑿䖛

⊩ᕟ㸠Ўⱘݙᆍড়⊩ǃ䘧ᖋ䆘ӋǃҢџ⊩ᕟ㸠ЎⱘҎᕫᶤ⾡ড়

ˈ㗙З⬅Ѣᶤ乍ᛣᗱ㸼⼎ҙᰃᶤ乍⊩ᕟ㸠Ўџᅲᵘ៤П㒘៤䚼

⧚ഄᔶ៤݊ᛣᗱⱘ㛑˄㸠Ў㛑˅
ǃϡᄬᛣᗱ⨩⮉ㄝǄ26᠔᳝䖭

ߚ㗠ᏆǄ
ā17ሑㅵৢᴹⱘᖋᄺ㗙䅸䆚ࠄᛣᗱ㸼⼎ҙҙᰃ⊩ᕟ㸠ЎЁ

ѯˈ䛑ሲѢ៥Ӏ᠔䇈ⱘ⊩ᕟ㸠Ўⱘ᳝ᬜ㽕ӊⱘ㣗⭈Ǆৠḋᰒ㗠ᯧ㾕ˈ

ᶤ⾡Ўᴀⱘ㽕㋴ˈᅗᑊϡㄝৠѢ⊩ᕟ㸠Ўˈ㗠ԧⱘ⊩ᕟ㸠Ў

݊ЁϡࣙѸᯧⳌᇍҎⱘᛣǄ

䖬ৃ㛑ࣙᣀ݊Ҫџᅲ㽕㋴ˈԚᰃ⧚䆎Ϟˈᄺ㗙ӀҢᴹϡᗔ⭥˖⊩

2ˊϢЁ䰚⦄㸠⊩㾘ᅮⱘ⊩ᕟ㸠Ўⱘ᳝ᬜ㽕ӊঞ݊ᄺ䇈ϡヺ

ᕟ㸠ЎПᴀ䋼Зᛣᗱ㸼⼎Ǆ18ҹ㟇ѢҞҡ᳝Ⳍᔧⱘ㨫ৡⱘᖋ

݇Ѣ⊩ᕟ㸠Ўⱘ᳝ᬜ㽕ӊˈǉЁढҎ⇥݅⇥⊩䗮߭Ǌ˄ҹϟ

ᄺ㗙䞛পĀ⾕Ҏⱘǃᮼᓩ䍋ᶤ⾡⊩ᕟᬜᵰⱘᛣᗱ㸼⼎ā19ⱘ⬠

ㅔ⿄ЎЁ䰚⇥⊩䗮߭˅㾘ᅮ᳝ϝ乍ˈϔᰃ㸠ЎҎ᳝Ⳍᑨⱘ㸠

ᅮǄ䖭г㞾✊ˈ⾕⊩㞾⊏ᰃϾЏԧḍ݊ᛣᖫ㞾Џᔶ៤⊩ᕟ݇㋏

Ў㛑ˈѠᰃᛣᗱ㸼⼎ⳳᅲˈϝᰃϡ䖱ড⊩ᕟ㗙⼒Ӯ߽݀݅Ⲟ˄

ⱘॳ߭20ˈ⊩ᕟ㸠ЎЎ⾕⊩㞾⊏ⱘᎹᖙ✊ড䖭⾡ᴀ䋼㽕∖Ǆ

17

ǉゟ⊩⧚⬅кǊ 1 ोˈ 125 义ˈ〚ḐЍ(Mugdan)㓪˖
ǉᖋ⇥⊩䌘᭭ᘏ∛Ǌ 1 ोˈ 421 义Ǆ
䕀ᓩ㞾[ᖋ]䖾⡍ᇨgṙ䖾ᑧᮃ˖
ǉᖋ⇥⊩ᘏ䆎Ǌ
ˈ䚉ᓎϰ䆥ˈ⊩ᕟߎ⠜⼒ 2000 ᑈ⠜ˈ 190 义Ǆ
খࡴ߬⏙⊶˖
ǉ⇥⊩ὖ䆎Ǌ
ˈᓔᯢкᑫ 1979 ᑈ⠜ˈ 79 义Ǆ䕀ᓩ㞾㨷ᅝ⫳˖
ǉ⇥џ⊩ᕟ㸠ЎǊ
ˈЁҎ
⇥ᄺߎ⠜⼒ 1994 ᑈ⠜ˈ 95ˉ96 义Ǆ
19
[ᖋ]䖾⡍ᇨgṙ䖾ᑧᮃ˖
ǉᖋ⇥⊩ᘏ䆎Ǌ
ˈ䚉ᓎϰ䆥ˈ⊩ᕟߎ⠜⼒ 2000 ᑈ⠜ˈ 142 义Ǆ
20
ৠϞǄ
18
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21
ԳᶨЏ㓪˖
ǉ⇥⊩ॳ⧚Ǌ
˄ׂ䅶ᴀ˅
ˈ⊩ᕟߎ⠜⼒ 1986 ᑈ⠜ˈ 95 义˗䰜᷅Џ㓪˖
ǉ⇥⊩ᄺǊ
ˈঢ়ᵫ
ᄺߎ⠜⼒ 1987 ᑈ⠜ˈ 73 义˗ᴢ⬅НЏ㓪˖
ǉ⇥⊩ᄺǊ
ˈ࣫Ҁᄺߎ⠜⼒ 1988 ᑈ⠜ˈ 117 义˗ᆛᖫ
ᮄᘏ㓪˖
ǉ⇥⊩ᄺǊ
ˈ䰩㽓Ҏ⇥ߎ⠜⼒ 1998 ᑈ⠜ˈ 210ˉ211 义Ǆ
22
㨷ᅝ⫳˖ǉ⇥џ⊩ᕟ㸠ЎǊ
ˈЁҎ⇥ᄺߎ⠜⼒ 1994 ᑈ⠜ˈ 224ˉ234 义Ǆ
23
ṕ᯳˖ǉ⇥⊩ᘏ߭Ǌ
ˈ⊩ᕟߎ⠜⼒ 2004 ᑈ 2 ⠜ˈ 169 义Ǆ
24
⥟߽ᯢ˖ǉ⇥⊩ᘏ߭ⷨおǊ
ˈЁҎ⇥ᄺߎ⠜⼒ 2003 ᑈ⠜ˈ 538ˉ539 义Ǆ
25
[ᖋ]⾥ࢦ˖
ǉᖋ⇥⊩gᘏ߭Ǌˈᜩሐ咥ߎ⠜݀ৌ 1986 ᑈᖋ᭛⠜ˈ 125ˉ126 义Ǆ䕀ᓩ㞾㨷ᅝ⫳˖
ǉ⇥
џ⊩ᕟ㸠ЎǊˈЁҎ⇥ᄺߎ⠜⼒ 1994 ᑈ⠜ˈ224 义Ǆ
26
[ᖋ]䖾⡍ᇨgṙ䖾ᑧᮃ˖
ǉᖋ⇥⊩ᘏ䆎Ǌ
ˈ䚉ᓎϰ䆥ˈ⊩ᕟߎ⠜⼒ 2000 ᑈ⠜ˈ 368ˉ370 义Ǆ
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55 ᴵ˅ˈ≵᳝ᦤঞѸᯧⳌᇍҎⱘᛣǄЁ䰚ⱘ⇥⊩䗮䇈ᇍℸᣕ

˄3˅ѸᯧⳌᇍҎⱘᛣǃᙊᛣ㹿ᔦܹѸᯧᅝܼⱘ㣗⭈ˈѢᑊϨ

䌲ৠᗕᑺˈ㟇ࡴњᔶᓣᮍ䴶ⱘ㗗㰥Ǆ27

ৢѢ⊩ᕟ㸠Ўঞ᳝݊ᬜ㽕ӊˈ䰤ࠊⴔ⊩ᕟ㸠ЎⱘᬜǄ⊩ᕟ㸠Ў

Ё䰚ⱘ⦄㸠⊩ϞˈѸᯧⳌᇍҎⱘℎ䆜ǃ䞡䇃㾷ǃᛣ

ヺড়⿃ᵕⱘ᳝ᬜ㽕ӊⱘᚙމϟˈᛣ㗙ᙊᛣϡӮᇐ㟈⊩ᕟ㸠Ў᳝

ᙊᛣㄝЏ㾖⢊ᗕˈϡᰃ⊩ᕟ㸠Ўⱘᵘ៤䚼ߚˈѺ䴲އᅮ⊩ᕟ㸠Ў

ᬜˈা᳝⊩ᕟ㸠Ў㔎⿃ᵕⱘ᳝ᬜ㽕ӊⱘᚙމϟˈᛣ㗙ᙊᛣ

᳝ᬜⱘ⿃ᵕ㽕ӊˈাᰃゟ⊩㗙߽Ⲟ㸵䞣ⱘ⸔Ϟˈ䞛পњ⡍⅞ⱘ

ᠡৃ㛑ᕅડ⊩ᕟ㸠ЎⱘᬜǄᅗЁ䰚ⱘ⦄㸠⊩Ϟⱘഄԡࡳ

ゟ⊩ᬓㄪˈᡞ䖭ѯЏ㾖⢊ᗕЎৃ㛑ᕅડ⊩ᕟ㸠Ўᬜⱘ⍜ᵕ㋴Ǆ

㛑↨䕗ᴖˈ䳔㽕㉏ൟ࣪Ǆϔ⾡㉏ൟᰃЎമᣕ㗙৺䅸⊩ᕟ㸠

᠔䇧ѸᯧⳌᇍҎⱘЏ㾖⢊ᗕৃ㛑ᕅડ⊩ᕟ㸠Ўᬜⱘ⍜ᵕ㋴ˈ᳝

Ўᬜⱘ⊩ᅮձˈѸᯧⳌᇍҎЎᛣᯊৃҹ৺䅸⊩ᕟ㸠Ўⱘᬜˈ

ⱘᰃ⊩ᕟ㸠Ў᮴ᬜⱘॳ˗᳝ⱘᰃ⊩ᕟ㸠Ўৃҹব᩸䫔ⱘॳ˗

Ўᙊᛣᯊ߭ϡᕫ৺䅸⊩ᕟ㸠ЎⱘᬜǄ՟བˈᣝ✻Ё䰚⇥⊩䗮

᳝ⱘᰃѸᯧⳌᇍҎമᣕ㗙৺䅸⊩ᕟ㸠Ўᬜⱘ⊩ᅮձˈ᳝ⱘᰃ

߭ 66 ᴵ 1 ℒৢ↉ⱘ㾘ᅮˈᴀҎⶹ䘧ҪҎҹᴀҎⱘৡНᅲᮑ⇥џ

㸼ᛣҎϡᕫ৺䅸⊩ᕟ㸠Ўᬜⱘ㋴˗᳝ⱘᰃ㸼ᛣҎᇍ⊩ᕟ㸠Ў᠔

㸠Ў㗠ϡ৺䅸㸼⼎ⱘˈ㾚ЎৠᛣǄህᰃ䇈ˈᴀҎЎᙊᛣᯊϡᕫҹ

⫳ৢᵰᰃ৺ᡓফⱘᴵӊˈ᳝ⱘᰃⳳℷⱘᴗ߽Ҏ㛑৺ֱ᳝݊ᴗ߽ⱘᴵ

᮴ᴗҷ⧚㸠ЎЎᡫ䕽ˈϡᕫᢦ㒱ᡓফ᮴ᴗҷ⧚㸠Ў᠔ѻ⫳ⱘ⊩ᕟ

ӊǄݍВ՟䇈ᯢབϟ˖˄1˅ѸᯧⳌᇍҎⱘℎ䆜Ўৃ㛑ᕅડ⊩ᕟ㸠

ᬜᵰǄݡབˈᣝ✻Ё䰚ড়ৠ⊩ 49 ᴵ㾘ᅮˈѸᯧⳌᇍҎᇍѢ᮴

Ўᬜⱘ⍜ᵕ㋴ˈЁ䰚⇥⊩䗮߭ᰃҸℎ䆜㗠ᅲᮑⱘ⇥џ㸠

ҷ⧚ᴗⱘџᅲЎᛣᯊˈ㹿ҷ⧚Ҏ᮴ᴗ৺䅸ҷ⧚㸠Ўⱘ⊩ᕟᬜǄ

Ў᮴ᬜ˄ 58 ᴵ 1 ℒ 3 乍˅
Ǆ䖭᳝༅ᴗ㸵ˈѢᰃЁ䰚ড়ৠ

Ѡ⾡㉏ൟᰃˈѸᯧⳌᇍҎⱘᛣǃᙊᛣЎ㸼ᛣҎᇍ⊩ᕟ㸠Ў᠔

⊩ᇚׂ݊ℷЎЎৃব᩸䫔ⱘॳ˄ 54 ᴵ 2 ℒ˅
Ǆ
˄2˅Ѹ

⫳ৢᵰᰃ৺ᡓফⱘᴵӊǄ՟བˈᣝ✻Ё䰚ড়ৠ⊩ 50 ᴵ㾘ᅮˈ

ᯧⳌᇍҎⱘ䞡䇃㾷Ўৃ㛑ᕅડ⊩ᕟ㸠Ўᬜⱘ⍜ᵕ㋴ˈЁ

⊩Ҏ㗙݊Ҫ㒘㒛ⱘ⊩ᅮҷ㸼Ҏǃ䋳䋷Ҏᅲᮑњ䍞ᴗ㸠ЎˈѸᯧⳌ

䰚⇥⊩䗮߭˄ 59 ᴵ 1 ℒ 1 乍˅Ё䰚ড়ৠ⊩˄ 54

ᇍҎЎᛣᯊˈ䆹䍞ᴗ㸠Ў᳝ᬜ˗ѸᯧⳌᇍҎЎᙊᛣᯊˈ㟇ᇥ

ᴵ 1 ℒ 1 乍˅䌟Ϣњ䞡䇃㾷Ҏব㗙᩸䫔⊩ᕟ㸠Ўⱘᴗ߽Ǆ

᭄ᚙމϟ䆹䍞ᴗ㸠Ў᮴ᬜǄ

27
খ㾕䰜᷅Џ㓪˖
ǉ⇥⊩ᄺǊ
ˈঢ়ᵫᄺߎ⠜⼒ 1987 ᑈ⠜ˈ 79ˉ81 义˗䞥ᑇЏ㓪˖
ǉ⇥⊩ᄺᬭǊ
ˈ
ݙ㩭সᄺߎ⠜⼒ 1987 ᑈ⠜ˈ 108ˉ110 义˗ᴢ⬅НЏ㓪˖
ǉ⇥⊩ᄺǊ
ˈ࣫Ҁᄺߎ⠜⼒ 1988 ᑈ⠜ˈ
120ˉ121 义˗⥟߽ᯢǃ䛁ᯢ⨲ǃᮍ⌕㢇˖
ǉ⇥⊩ᮄ䆎ǊϞˈݠЁᬓ⊩ᄺߎ⠜⼒ 1988 ᑈ⠜ˈ 374ˉ
380 义˗ԳᶨЏ㓪˖ǉЁ⇥⊩ᄺg⇥⊩ᘏ߭Ǌ
ˈЁ݀ᅝᄺߎ⠜⼒ 1990 ᑈ⠜ˈ 216ˉ250 义˗㨷ᅝ
⫳˖
ǉ⇥џ⊩ᕟ㸠ЎǊ
ˈЁҎ⇥ᄺߎ⠜⼒ 1994 ᑈ⠜ˈ 198ˉ218 义˗䛁ᯢ⨲ǃ᠓㒡സǃᑓ㡃˖
ǉ⇥
ଚ⊩ॳ⧚ 1g⇥ଚ⊩ᘏ䆎gҎ䑿ᴗ⊩Ǌ
ˈЁҎ⇥ᄺߎ⠜⼒ 1999 ᑈ⠜ˈ 257ˉ259 义˗儣ᤃ◯Џ㓪˖
ǉ⇥⊩Ǌ
ˈ࣫Ҁᄺߎ⠜⼒ǃ催ㄝᬭ㚆ߎ⠜⼒ 2000 ᑈ⠜ˈ 152ˉ154 义˗⥟߽ᯢ˖
ǉ⇥⊩ᘏ߭ⷨおǊ
ˈЁ
Ҏ⇥ᄺߎ⠜⼒ 2003 ᑈ⠜ˈ 565ˉ573 义˗ᴢᰒϰ˖
ǉ⇥⊩ᬭǊ
ˈЁҎ⇥݀ᅝᄺߎ⠜⼒ 2003 ᑈ
⠜ˈ 122ˉ125 义˗ṕ᯳˖
ǉ⇥⊩ᘏ߭Ǌ
ˈ⊩ᕟߎ⠜⼒ 2004 ᑈ 2 ⠜ˈ 166ˉ168 义˗የᓎ䖰Џ㓪˖
ǉড়ৠ⊩Ǌˈ⊩ᕟߎ⠜⼒ 2003 ᑈ 3 ⠜ˈ 70ˉ72 义˗䶽Ϫ䖰˖
ǉড়ৠ⊩ᘏ䆎Ǌ
ˈ⊩ᕟߎ⠜⼒ 2004 ᑈ⠜ˈ
 176ˉ183 义˗䚥ѥ⨲˖
ǉ⇥⊩ᘏ䆎Ǌ
ˈ࣫Ҁᄺߎ⠜⼒ 2004 ᑈ⠜ˈ 224ˉ225 义Ǆ
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䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜЎᛣপᕫⱘ㽕ӊПϔˈᛣੇⴔᡓ䅸њᛣ㸹
ℷњ⊩ᕟ㸠Ў᳝ᬜ㽕ӊⱘ㔎ˈᛣ៤Ўњ⊩ᕟ㸠Ўⱘ᳝ᬜ㽕ӊП
ϔǄ䖭ϢЁ䰚⦄㸠⊩㾘ᅮⱘ⊩ᕟ㸠Ўⱘ᳝ᬜ㽕ӊঞ݊ᄺ䇈ˈϢ
ᇚѸᯧⳌᇍҎⱘℎ䆜ǃ䞡䇃㾷ǃᛣㄝЏ㾖⢊ᗕЎৃ㛑ᕅડ⊩
( 17 )

(名城
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ᕟ㸠Ўⱘ⍜ᵕॳⱘࠊᑺ䆒䅵ˈഛϡⳌヺǄ28

ৃҹ䇈⊩ᕟ㸠Ў㞾ྟ᳝ᅠܼⱘ⊩ᕟᬜˈ㟇ᇥ䘏䕥Ϟᰃ䖭ḋǄ

3ˊϢ᮶᳝ⱘ⠽ᴗপᕫॳⱘԧ㋏ϡヺ

᭄ӊЁ䰚ⱘ⠽ᴗ⊩㤝Ḝᇚ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜЎᛣপᕫⱘ㽕ӊП

བᵰᡞ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜЎᛣপᕫⱘ㽕ӊПϔˈϨ䅸Ўᛣ㸹

ϔˈᛣੇⴔ㽕∖䕀䅽ড়ৠϔᓔྟህᰃ᳝ᬜⱘˈ㗠ϡᰃձ䌪ᛣⱘ㸹

ℷ䕀䅽ড়ৠⱘᬜˈফ䅽Ҏপᕫᷛⱘ⠽ⱘ᠔᳝ᴗᗻ䋼ϞሲѢ㒻ফ

ℷᠡব៤᳝ᬜⱘǄ䖭ϡᰃᇍⳳᅲⱘᖋ⇥⊩ঞ݊⧚䆎ⱘ׳䡈ˈ㗠ᰃ

পᕫˈ䙷Мˈԧ㋏ϞᡞᛣপᕫᔦܹѢ⊩ᕟ㸠Ўⱘ㒻ফপᕫП

䞡ᮄ䆒䅵њ⊩ᕟ㸠Ўⱘ᳝ᬜ㽕ӊǄヨ㗙䅸Ўˈᛣপᕫ䖭ḋⱘ

Ёˈヺড়䘏䕥Ǆৃᰃˈ᮴䆎ᰃЁ䰚ⱘ᮶᳝⧚䆎ˈ䖬ᰃЁ

ԧࠊᑺЁ䞡ᮄ䆒䅵⊩ᕟ㸠Ўⱘ᳝ᬜ㽕ӊˈ乛᳝ѯ䍞ᴗⱘੇ䘧ˈϡሑ

䰚⠽ᴗ⊩㤝Ḝˈഛབℸ䅸䆚䆒䅵Ǆ

ཹᔧǄ30
˄ϝ˅߽Ⲟ㸵䞣˖ԩ⾡ফ䅽ҎᠡᑨফࠄӬᚴֱᡸ

Ё䰚᮶᳝ⱘ⠽ᴗপᕫॳⱘ⧚䆎ˈ䛑ᇚᛣপᕫЎ
Ѣ⊩ᕟ㸠Ў㗠পᕫ⠽ᴗⱘ㉏ൟⳟᕙˈ㗠ᰃᡞᛣপᕫЎ⣀ゟѢ⊩

䌲ৠᛣপᕫҹ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜЎࠡᦤⱘϧᆊǃᄺ㗙ˈ䅸Ў䖭ḋ

ᕟ㸠Ўⱘ⠽ᴗপᕫⱘ⾡㉏Ǆ29⠽ᴗ⊩㤝ḜѺ✊ˈབ 2005 ᑈ 7 ᳜ 11

ৃҹՓফ䅽Ҏ᮴ᴗ໘ߚҎЏᓴ䖱㑺䋷ӏˈϢ᳝߽݊Ǆᇍℸˈヨ㗙

᮹ⱘǉЁढҎ⇥݅⠽ᴗ⊩˄㤝Ḝ˅ǊѢ݊Āбゴ ᠔᳝ᴗপᕫ

ᣕ᳝ᓖ䆂Ǆϡ䫭ˈ䖱㑺䋷ӏ⹂ᅲ䕗㓨㑺䖛༅䋷ӏЎ䞡ˈԚᑨᔧ⫼ᕫ

ⱘ⡍߿㾘ᅮāЁᡞᛣপᕫЎ᠔᳝ᴗপᕫⱘ⡍߿ᚙᔶПϔ˄ 111

ᙄᔧǄফ䅽Ҏ㢹Ўᛣˈা㽕ᜓᛣˈϔᅮ㛑পᕫᷛⱘ⠽ⱘ᠔᳝ᴗˈ

ᴵˉ 113 ᴵ˅
Ǆ䖭ਞ䆝៥Ӏˈᡞ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜЎᛣপᕫⱘ㽕ӊ

ℸᯊϡᄬᤳ༅ˈ᮴ᴗ᮴ᴗ໘ߚҎЏᓴ䌨ٓ䋷ӏǄѢℸഎড়ˈ䆒

ПϔˈϢ᮶᳝ⱘ⠽ᴗপᕫॳⱘԧ㋏ϡヺǄ

㕂䖱㑺䋷ӏ䖬ᰃ㓨㑺䖛༅䋷ӏˈ᳝ҔМ݇㋏ਸ਼˛ফ䅽Ҏ㢹Ўᙊᛣˈ

4ˊᯊ䯈ǃ䘏䕥ᴗ䰤ᮍ䴶ⱘ䱰

ⳳℷⱘᴗ߽Ҏ䗑䅸㗙᮴ᴗ໘ߚҎপᕫњ໘ߚᴗˈ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜˈ

ᖋ⇥⊩ঞ݊⧚䆎Ϟˈ⠽ᴗ㸠Ў㔎໘ߚᴗ䰤㗠ᬜᕙᅮˈ

ফ䅽Ҏℸড়ৠ㗠পᕫᷛⱘ⠽ⱘ᠔᳝ᴗˈ᮴ᤳ༅ৃ㿔ˈ䖱㑺䋷ӏǃ

⬅ᛣ᳓ҷ໘ߚᴗ䰤˗Ё䰚ড়ৠ⊩Ϟˈфपㄝড়ৠߎपҎ

㓨㑺䖛༅䋷ӏ䖬ᰃ⌒ϡϞ⫼എ˗᮴ᴗ໘ߚҎ≵᳝পᕫ໘ߚᴗǃⳳ

㔎໘ߚᴗ㗠ᬜᕙᅮˈ⬅ᛣ㸹ℷ䆹⨩⮉ǄेՓ䞛পᛣ㸹ℷ⊩

ℷⱘᴗ߽Ҏজϡќ䗑䅸ⱘᚙމϟˈ䕀䅽ড়ৠᔦѢ᮴ᬜˈফ䅽Ҏϡ㛑

ᕟ㸠Ў˄ᖋ⇥⊩Ϟⱘ⠽ᴗ㸠ЎˈЁ䰚ড়ৠ⊩Ϟⱘфपㄝড়ৠ˅

পᕫᷛⱘ⠽᠔᳝ᴗǄѢℸഎড়ˈফ䅽Ҏ᮴ᴗ໘ߚҎЏᓴ㓨㑺䖛༅

ᬜⱘᄺ䇈ˈгᄬⴔҢᬜᕙᅮࠄ⹂ᅮഄ᳝ᬜⱘ㸹ℷ䖛ˈއϡ

䋷ӏˈৃ㛑ϡབ䗑お䖱㑺䋷ӏ᳝߽Ǆ䖭ᰃᑨᔧⱘˈᇍѢᙊᛣПҎЎ

28

ҔМ㽕⡍߿ֱᡸਸ਼˛ʽህᰃ䇈ˈҢ߽Ⲟ㸵䞣ⱘ㾦ᑺ㗗㰥ˈг᮴ᖙ㽕

የᓎ䖰˖ǉߎपҪҎП⠽ড়ৠⱘᬜ䆒䅵Ǌ
ˈ
ǉ⊇࣫⊩ᄺǊ2006 ᑈ 3 ᳳˈ 8 义Ǆ
⥟߽ᯢǃ䛁ᯢ⨲ǃਈ∝ϰ˖
ǉ⇥⊩ᮄ䆎ǊϟˈݠЁᬓ⊩ᄺߎ⠜⼒ 1988 ᑈ⠜ˈ 59ˉ77 义˗ᆛᖫ
ᮄᘏ㓪˖
ǉ⇥⊩ᄺǊˈ䰩㽓Ҏ⇥ߎ⠜⼒ 1998 ᑈ⠜ˈ 333ˉ334 义ǃ 531ˉ536 义˗ṕ᯳ǃ䰜ढᕀ˖
ǉ⠽
ᴗ⊩Ǌ
ˈ⊩ᕟߎ⠜⼒ 2003 ᑈ 2 ⠜ˈ 55ˉ57 义ǃ 203ˉ210 义˗⥟߽ᯢ˖
ǉ⠽ᴗ⊩䆎Ǌ
˄ׂ䅶ᴀ˅
ˈЁ
ᬓ⊩ᄺߎ⠜⼒ 2003 ᑈ⠜ˈ 187ˉ220 义Ǆ
29
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( 19 )

የᓎ䖰˖ǉߎपҪҎП⠽ড়ৠⱘᬜ䆒䅵Ǌ
ˈǉ⊇࣫⊩ᄺǊ2006 ᑈ 3 ᳳˈ 8ˉ9 义Ǆ
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㾘ᅮᛣপᕫҹ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜЎ㽕ӊǄ31

໘ߚҎⱘ䖱㑺䋷ӏ㗠ᇚ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜЎᛣপᕫⱘᵘ៤㽕ӊˈӮ

ᔧ✊ˈ䕀䅽ҎᇮѸҬЎࡼѻⱘᷛⱘ⠽㗙ᇮࡲ⧚ϡࡼ

䗴៤ᭈϾ⇥⊩ԧ㋏ⱘϡ䇤ˈ䲒ҹড়⧚㾷䞞བϟ⊩ᕟࠊᑺঞ㾘ᅮ˖

ѻⱘ⿏䕀ⱏ䆄എড়ˈᛣⱘফ䅽Ҏҡϡ㛑ᛣপᕫⱘᚙމϟˈ䕀䅽

˄1˅Ё䰚⇥⊩䗮߭ 58 ᴵ 1 ℒ 5 乍݇Ѣ䖱ড⊩ᕟ㗙⼒

ড়ৠ᳝ᬜᓣ⹂ᅲ㛑Փফ䅽Ҏ䕀䅽Ҏ䗑お䖱㑺䋷ӏˈ䕗ߎपҪ

Ӯ߽݀݅Ⲟⱘ⇥џ㸠Ў᮴ᬜⱘ㾘ᅮˈЁ䰚ড়ৠ⊩ 52 ᴵ 4

ҎП⠽ড়ৠⳳℷⱘᴗ߽Ҏϡќ䗑䅸ᯊ᮴ᬜ᳝߽Ѣফ䅽ҎǄҙህ

乍݇Ѣᤳᆇ⼒Ӯ߽݀݅Ⲟⱘড়ৠ᮴ᬜⱘ㾘ᅮǄेˈ᮴ᴗ໘ߚഎড়䖱

䖭⚍ᴹ䇈ˈ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜⱘᓣ᳝Ӭ䍞ᗻǄेՓབℸˈг㽕⊼ᛣ

ড݀ᑣ㡃֫ॳ߭ˈ䕀䅽ড়ৠᔦѢ᮴ᬜˈԚ⠽ᴗবࡼヺড়Ё䰚⠽

ҹϟϝ⚍˖ϔˈ䖭⾡᳝߽Ѣᛣফ䅽Ҏˈᑊ䴲⠽ᴗ乚ඳⱘ߽Ⲟˈ

ᴗ⊩ 106 ᴵ 1 ℒ㾘ᅮⱘᛣপᕫⱘ㽕ӊǄѢℸഎড়ˈമᣕᛣ

ҙЎ؎ᴗ乚ඳⱘ߽Ⲟˈेᛣফ䅽Ҏ㛑Ѣ᳝ᬜⱘ䕀䅽ড়ৠ᮴

পᕫҹ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜЎ㽕ӊⱘ㾖⚍䱋Ѣለሀⱘ๗ഄǄ˄2˅Ё䰚

ᴗ໘ߚҎЏᓴ䖱㑺䞥ᤳᆇ䌨ٓǄѠˈ៥Ӏᑨᔧᇚ䖭⾡ᇍᛣফ

⇥⊩䗮߭ 61 ᴵ 1 ℒ݇Ѣⱘ⇥џ㸠Ў᮴ᬜǃ㹿᩸䫔ৢⱘ䖨䖬䋶ѻ

䅽Ҏⱘ᳝߽ˈᬒ㕂ѢᭈϾᛣপᕫࠊᑺ⫮㟇ѢⳌ݇ࠊᑺⱘ㚠᱃ϟ

ⱘ㾘ᅮˈЁ䰚ড়ৠ⊩ 58 ᴵ݇ѢĀড়ৠ᮴ᬜ㗙㹿᩸䫔ৢˈ

䖯㸠߽Ⲟ㸵䞣ˈܼ䴶㗗㰥ᛣপᕫࠊᑺⱘᮍᮍ䴶䴶ˈϡ䲒থ⦄䕀䅽

䆹ড়ৠপᕫⱘ䋶ѻˈᑨᔧќҹ䖨䖬˗ϡ㛑䖨䖬㗙≵᳝ᖙ㽕䖨䖬ⱘˈ

ড়ৠ᳝ᬜᓣⱘ㔎⚍䖛ˈӬ䍞ᗻ䖛ᇥˈᴗ㸵߽ᓞˈ䖬ᰃϡᅰᇚ䕀

ᑨᔧᡬӋ㸹ٓāⱘ㾘ᅮǄᇍℸࡴ㾷䞞ህᰃˈ᮴ᴗ໘ߚഎড়ˈ䕀䅽

䅽ড়ৠ᳝ᬜЎᛣপᕫⱘ㽕ӊǄϝˈফ䅽Ҏᛣैϡ㛑পᕫᷛ

ড়ৠヺড়Ё䰚ড়ৠ⊩ 52 ᴵ 54 ᴵ㾘ᅮⱘॳˈԚ⠽ᴗব

ⱘ⠽ⱘ᠔᳝ᴗˈሲѢᛣপᕫ≵᳝䖒៤ˈѢℸഎড়ˈⳌᇍѢᛣপ

ࡼヺড়Ё䰚⠽ᴗ⊩ 106 ᴵ 1 ℒ㾘ᅮⱘᛣপᕫⱘ㽕ӊˈЁ

ᕫࠊᑺ㗠㿔ˈ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜЎᛣপᕫⱘᵘ៤㽕ӊᏆ㒣༅এᴀ䑿

䰚ড়ৠ⊩ 58 ᴵᴀ᳝䗖⫼ⱘԭഄˈৃᰃᣝ✻䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜ䇈ˈ

ⱘᛣНˈᤶহ䆱䇈ˈᅗϡᰃЎᛣপᕫⱘᵘ៤㽕ӊ㗠ਜ⦄ߎӋؐˈ

߭ߎ⦄њކさǄ˄3˅Ё䰚ড়ৠ⊩ 51 ᴵ݇Ѣ᮴ᴗ໘ߚⱘ㾘ᅮǄ

াᰃЎ߸ᮁ᮴ᴗ໘ߚҎ䖱㑺Ϣ৺ⱘ߸ᮁᷛޚ㗠থⴔ⫼ˈৃ䖭

˄4˅Ё䰚ড়ৠ⊩ 79 ᴵ㟇 83 ᴵ݇Ѣ؎ᴗ䅽Ϣⱘ㾘ᅮǄ䖭䞠

Ꮖ㒣ϡሲѢᛣপᕫࠊᑺⱘ㣗ೈњˈ㗠ᰃᔦܹ⊩ᕟ㸠Ўࠊᑺⱘݙᆍ

ⱘ䯂乬Џ㽕ᰃˈ؎ᴗ䅽Ϣ䖱ডњᔧџҎ⽕ℶ䅽Ϣⱘ㑺ᅮˈᣝ✻Ё

њǄ᮶✊བℸˈᇚ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜЎᛣপᕫⱘᵘ៤㽕ӊህᰃ⬏㲛

䰚ড়ৠ⊩ 79 ᴵ 2 乍ⱘ㾘ᅮˈ؎ᴗ䅽Ϣড়ৠ᮴ᬜǄԚϔᮍ䴶ˈ

⏏䎇ˈ㥿ϡབ䖬䕀䅽ড়ৠⱘᴀᴹ䴶Ⳃ⫼ˈᛣপᕫⱘᵘ៤㽕

ফ䅽ҎᇍℸЎᛣˈᣝ✻ϔ⾡ᄺ䇈ˈ؎ᴗ᳝䚼㸼ᕕे᳝݀⼎ᮍ⊩

ӊЁϡ⍝ঞ䕀䅽ড়ৠⱘᬜ䯂乬Ǆ32ಯˈ䖭⾡ҙҙЎњ䗑お᮴ᴗ

ᯊˈгথ⫳ᛣপᕫǄབℸˈ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜ䇈֓᮴⊩㞾݊䇈Ǆ
˄5˅

31
32

ৠϞ᭛ˈ 9 义Ǆ
⚳ৄᄺ᷵䭓䛁ᯢ⨲ᬭᥜϢ៥ⱘ䅼䆎ЁˈЏᓴ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜ㗙᮴ᬜϡЎᛣপᕫⱘᵘ៤㽕ӊǄ

59−3･4−147 (名城 '10)

( 20 )

⡍ℸ䇈ᯢǄ

( 21 )

(名城

'10)

59−3･4− 146

清華大学・名城大学交流協定締結 10 周年記念

特別講演

Ё䰚ড়ৠ⊩ 54 ᴵ 1 ℒ 1 乍݇Ѣ䞡䇃㾷ⱘ㾘ᅮǄᇍℸ

ᛣˈབᵰϡሲѢℸ⾡㉏ൟˈ㗠ᰃ݊Ҫⱘ⾡㉏ˈབᇚ䋼䞣䕗Ꮒⱘᷛⱘ

ࡴ㾷䞞ህᰃˈ᮴ᴗ໘ߚҎϡⶹ݊᮴໘ߚᴗˈফ䅽ҎѺϡⶹᰧǄᣝ✻

⠽௬Ў䋼䞣ϞЬⱘˈ㚕䖿䕀䅽Ҏᖙ乏ᇚᷛⱘ⠽प㒭㞾Ꮕㄝˈ㱑✊

Ё䰚ড়ৠ⊩  ᴵǃ  ᴵⱘ㾘ᅮˈ䆹ড়ৠৃ㹿᩸䫔ˈ᮴ᴗ

ϡ㛑䇈㔎ᛣপᕫⱘᵘ៤㽕ӊ㗠䰏ℶফ䅽Ҏপᕫᷛⱘ⠽ⱘ᠔᳝

໘ߚҎᅲ䰙Ϟг㸠Փњ᩸䫔ᴗǄϔᮍ䴶ˈফ䅽ҎৃѢЁ䰚

ᴗˈԚৃҹҢ⊩ᕟϡֱᡸᙊᛣПҎǃᚽᙊᡀⱘջ䴶ᇏ㾙䰏ℶফ䅽

⠽ᴗ⊩  ᴵ  ℒᛣপᕫᷛⱘ⠽ǄѢℸഎড়ˈ䞛প䕀䅽ড়ৠ

Ҏপᕫᷛⱘ⠽᠔᳝ᴗⱘ⧚⬅Ǆ

᳝ᬜ䇈ˈकߚ㹿ࡼǄ33

᠔ҹˈᛣপᕫ䯂乬Ϟˈ≵᳝ᖙ㽕⡉ᡃ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜ᮴ᬜⱘ

˄ಯ˅假Ā⠽ᴗ⊩㾘ᅮ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜ㋏Ўњ㾷އ䕀䅽ড়ৠᄬ

䯂乬ˈ㗠ᑨᇚПᬒᔦ؎⊩乚ඳǄ

ⴔℎ䆜ǃ㚕䖿ㄝৃ᩸䫔ⱘॳ䯂乬ā䇈

᳝ᖙ㽕ᣛߎˈ᳝ᄺ㗙䅸Ўˈ䕀䅽ড়ৠৃ᩸䫔ǃᬜᕙᅮഎড়ˈ

᳝ϧᆊ䅸ЎˈЁ䰚⠽ᴗ⊩ᡞ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜЎᛣপᕫⱘ

া㽕ℸ㉏䕀䅽ড়ৠ㹿᩸䫔ǃϡќ䗑䅸㗠ᔦѢ⍜♁њˈгϡᄬ

ᵘ៤㽕ӊˈ㋏Ўњ㾷އ䕀䅽ড়ৠᄬⴔℎ䆜ǃ㚕䖿ㄝৃ᩸䫔ⱘॳ

ᛣপᕫǄϡ✊ˈህӮߎ⦄བϟϡড়⧚ⱘ㒧ᵰ˖᳝ᴗ໘ߚഎড়ˈ䕀

䯂乬Ǆ34ヨ㗙䅸Ўˈ䖭ᰃϔϾԐᰃ㗠䴲ⱘ䯂乬ˈᬙᣕডᇍᛣ㾕Ǆ݊

䅽ড়ৠ㹿᩸䫔ǃϡќ䗑䅸ᯊˈফ䅽Ҏ᮴⊩পᕫᷛⱘ⠽˗᮴ᴗ໘ߚഎ

⧚⬅བϟ˖ℎ䆜ǃ㚕䖿ǃЬҎПॅ㗠䅶ゟড়ৠഎড়ˈབᵰᅗӀ

ড়ˈ䕀䅽ড়ৠ㹿᩸䫔ǃϡќ䗑䅸ᯊˈᛣফ䅽Ҏҡ㛑পᕫᷛⱘ⠽ⱘ

থ⫳᮴ᴗ໘ߚഎড়ˈ߭ℸ㉏ড়ৠⱘᬜϢᛣপᕫࠊᑺϡথ⫳݇

⠽ᴗǄᇍℸˈヨ㗙䅸ЎˈҢǉ⠽ᴗ⊩Ǌ㾘ᅮⱘֵ݀˄  ᴵ 

㘨ˈ᮴䳔ℸ䅼䆎˗བᵰᅗӀথ⫳᮴ᴗ໘ߚഎড়ˈ᳝߭བϟ㒧䆎˖

ℒ˅
ǃᛣপᕫⱘᵘ៤㽕ӊ˄  ᴵ˅㾖ᆳˈᇮᇍᛣপᕫࠊᑺ

؛བℎ䆜ǃ㚕䖿ǃЬҎПॅㄝ㋏᮴ᴗ໘ߚҎ᠔Ўˈ䙷Мˈᛣফ䅽

ⱘ䗖⫼㣗ೈᥦ䰸Ѣ䕀䅽ড়ৠ㹿᩸䫔ǃϡќ䗑䅸ㄝ乚ඳǄℸ݊ϔǄे

Ҏা㽕ϡ㸠Փ᩸䫔ᴗˈ䕀䅽ড়ৠህ㒻㓁᳝ᬜˈ᮴ᴗ໘ߚҎϡৃ㛑

Փ䕀䅽ড়ৠ㹿᩸䫔ǃϡќ䗑䅸ߎ⦄߽Ⲟ༅㸵ˈгৃҹࡽ׳Ѣϡᔧ

ℸ㗠䰏ᮁᛣপᕫ˗㢹ℎ䆜ǃ㚕䖿ǃЬҎПॅㄝ㋏ফ䅽Ҏ᠔Ўˈ

ᕫ߽䖨䖬ㄝࠊᑺࡴҹℷˈԚϡᕅડᛣপᕫࠊᑺⱘ䗖⫼Ǆ䖭䞠᠔

߭ҪЎᙊᛣˈᔧ✊ϡᵘ៤ᛣপᕫǄ

ᄬⱘˈᰃ㢹ᑆࠊᑺⱘ㸨䜡ড়䯂乬ˈ㗠䴲㓽ᇣᛣপᕫࠊᑺⱘ

䆮✊ˈЎᛣপᕫᵘ៤㽕ӊⱘᛣˈᰃᣛফ䅽Ҏϡⶹ䕀䅽Ҏ

䗖⫼㣗ೈ䯂乬Ǆ

㔎໘ߚᴗˈϨ᮴䞡䖛༅Ǆ݊᠔䇧ᙊᛣˈህᰃᯢⶹ᳝䞡䖛༅

˄Ѩ˅ᵤĀ䕀䅽ড়ৠ䖱ড⊩ᕟ㸠ᬓ⊩㾘ⱘᔎࠊᗻ㾘ᅮˈ

ഄϡⶹ䕀䅽Ҏ㔎໘ߚᴗǄফ䅽ҎЎℎ䆜ǃ㚕䖿ЬҎПॅᯊⱘᙊ

䖱ড݀ᑣ㡃֫㗠㹿ᅷਞ᮴ᬜˈ߭ḍᴀ᮴⊩থ⫳ᛣপᕫⱘ⊩ᕟᬜᵰā

33

䇈Ǆ

34

䆺㒚䆎䗄ˈ㾕የᓎ䖰˖
ǉഄϞⱘᴗ߽㕸ⷨおǊ
ˈ⊩ᕟߎ⠜⼒ 2004 ᑈ⠜ˈ 77ˉ87 义Ǆ
䖭ᰃⷨ䅼Ё䰚⠽ᴗ⊩㤝Ḝᯊߎ⦄ⱘᛣ㾕Ǆ
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䌲ৠ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜЎᛣপᕫ㽕ӊⱘ⧚⬅䖬᳝ˈ䕀䅽ড়ৠ䖱
ড⊩ᕟ㸠ᬓ⊩㾘ⱘᔎࠊᗻ㾘ᅮˈ䖱ড݀ᑣ㡃֫㗠㹿ᅷਞ᮴ᬜˈ

ᮁЭⱘঠ㝓Ǆ
āѢℸഎড়ˈЭϡⶹ $ ᠓Ўϭⱘˈᇍℸг᮴䞡䖛༅ⱘˈ
߭ᑨᔧᛣপᕫǄ

߭ḍᴀ᮴⊩থ⫳ᛣপᕫⱘ⊩ᕟᬜᵰǄ35ᇍℸˈヨ㗙ߚᵤབϟ˖

㟇Ѣড়ৠ᮴ᬜˈձЁ䰚ড়ৠ⊩ 58 ᴵⱘ㾘ᅮˈᛣপᕫ

1ˊेՓĀ䕀䅽ড়ৠ䖱ড⊩ᕟ㸠ᬓ⊩㾘ⱘᔎࠊᗻ㾘ᅮˈ䖱

Ҏ䋳᳝䖨䖬㒭Ҭ⠽ⱘНࡵˈᰃড়ৠ᮴ᬜৢᵰⱘ㸼⦄ˈԚϡᰃ৺ᅮ

ড݀ᑣ㡃֫㗠㹿ᅷਞ᮴ᬜˈ߭ḍᴀ᮴⊩থ⫳ᛣপᕫⱘ⊩ᕟᬜᵰā

ᛣপᕫᴀ䑿ⱘḍǄ᠔ҹˈ䕀䅽ড়ৠ䖱ড⊩ᕟǃ㸠ᬓ⊩㾘ⱘᔎࠊᗻ

ⱘ㾖⚍៤ゟˈг䲒ҹᔎࢆഄᬃᣕᛣপᕫᖙ乏ҹ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜЎ㽕

㾘ᅮ㗠᮴ᬜϡৃ㛑থ⫳ᛣপᕫˈৠḋϡᰃ䆕៤䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜЎ

ӊⱘᛣ㾕ˈЎ᮴ᴗ໘ߚҎ㋏䰤ࠊ㸠Ў㛑Ҏǃ᮴ᴗҷ⧚Ҏഎড়ˈ

ᛣপᕫ㽕ӊⱘ⧚⬅Ǆ

䕀䅽ড়ৠᰃᬜᕙᅮⱘˈ㗠䴲᳝ᬜⱘˈԚ✻ḋৃҹᛣপᕫǄ

˄݁˅ᛣপᕫⱘᅮᗻϢ䕀䅽ড়ৠⱘᬜ

2ˊড়ৠ䖱ড݀ᑣ㡃֫ˈফ䅽Ҏ㟇ᇥ᳝䞡䖛༅ˈϡヺড়ᛣপ

ᛣপᕫϔᮺ៤ゟˈᛣফ䅽Ҏेৃপᕫᷛⱘ⠽ⱘ⠽ᴗˈϨॳ

ᕫⱘᵘ៤㽕ӊǄህᰃ䇈ˈ䕀䅽ড়ৠ䖱ড݀ᑣ㡃֫㗠᮴ᬜϡৃ㛑থ⫳

ᄬѢᷛⱘ⠽Ϟⱘ⾡䋳ᢙҙҙফ䅽Ҏᯢⶹⱘ㣗ೈݙ㒻㓁ᄬˈ

ᛣপᕫˈᑊ䴲䆕៤䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜЎᛣপᕫ㽕ӊⱘ⧚⬅Ǆ

Ў䖭ѯ䋳ᢙϡ᳝ᇍᡫᛣϝҎⱘᬜǄ36བℸˈᇚᛣপᕫ

ˊ䕀䅽ড়ৠ䖱ড⊩ᕟ㸠ᬓ⊩㾘ⱘᔎࠊᗻ㾘ᅮഎড়ˈᑊ䴲ϔ

ᅮᗻЎॳྟপᕫ䘏䕥Ϟ᳔Ў乎⬙Ǆℸˈ䖬᳝བϟ⧚⬅ᬃᩥⴔ䆹

ᕟ⽕ℶᛣপᕫ˖㢹䖱⊩㗙Ўফ䅽Ҏˈϡ䆎ᰃϡⶹ䕀䅽Ҏ㔎໘ߚ

䇈˖ᛣপᕫ㋏ᆊゟ⊩ᬓㄪѢߚ䜡ℷНⱘॳ߭㗠ᇍ⼒Ӯ䋶ᆠ᠔

ᴗˈϨ᮴䞡䖛༅ˈ䖬ᰃ䰸ℸ㗠ⱘᬙᛣ䖱⊩䞡䖛༅ഄ䖱⊩ˈ

ⱘϔ⾡ᔎࠊᗻⱘ⠽ᴗ䜡㕂ˈফ䅽Ҏপᕫᷛⱘ⠽ⱘ⠽ᴗᰃѢ⠽ᴗ

ഛᑨ䰏ℶҪপᕫᷛⱘ⠽ⱘ᠔᳝ᴗ˗ফ䅽Ҏৠᯊⶹᰧ䞡䖛༅

⊩ⱘⳈ㾘ᅮˈ᳝㒜ሔᗻǃ⹂ᅮᗻˈϡᕫবᯧǄ37ৃᰃˈ㢹ᡞ䕀

㗠ϡⶹ䅽ϢҎ᮴໘ߚᴗᯊˈϡ䗖⫼ᛣপᕫࠊᑺ˗㢹䖱⊩㗙Ў䅽Ϣ

䅽ড়ৠ᳝ᬜЎᛣপᕫⱘ㽕ӊПϔˈ֓㒭ॳྟপᕫ䇈䆒㕂њ䱰ˈ

Ҏˈফ䅽ҎЎᛣˈৠᯊᛣপᕫⱘ݊Ҫ㽕ӊᯊˈᴀк㗙䅸

Ў㒻ফপᕫ䇈ᓔ䕳њ䗮䘧Ǆ

Ўҡᑨ䗖⫼ᛣপᕫࠊᑺǄ՟བˈ䕀䅽ড়ৠヺড়ǉড়ৠ⊩Ǌ 

㒻ফপᕫ䇈ሑㅵਜᔎࢆⱘ䍟ˈԚҡᄬ䇌ⱘ䯂乬˗ॳྟপ

ᴵ  乍㾘ᅮⱘॳˈ㟇ᇥᶤѯᚙމϟᑨᔧܕ䆌ᛣপᕫǄ՟བˈ

ᕫ䇈ⱘ⫳ੑձ✊ᯎⲯǄ38᳝䡈Ѣℸˈヨ㗙㒻㓁䌲ৠॳྟপᕫ䇈Ǆ

⬆ᇚϭ᠔᳝Ԛⱏ䆄㞾Ꮕৡϟⱘ $ ᠓पϢЭˈᔎ䖿ЭৠᛣⳈᇚ $

Ң䖭ᮍ䴶ᴹ䇈ˈг䲒ҹ䌲ৠ䕀䅽ড়ৠ᳝ᬜⱘ㾖⚍Ǆ

ሟҢ㞾Ꮕৡϟ䖛᠋㒭Эˈ࿕㚕䇈˖
Ā㢹Эᡞℸџਞⶹࡵᴎ݇ˈህᠧ

36

⥟䕊˖ǉ⠽ᴗবࡼ䆎Ǌ
ˈЁҎ⇥ᄺߎ⠜⼒ 2001 ᑈ⠜ˈ 309 义Ǆ
䇶ܼ˖
ǉ⇥⊩⠽ᴗ䆎ǊϞˈݠϝ⇥кሔ 2003 ᑈ 7 ׂ᳜䅶 2 ⠜ˈ 456ˉ458 义˗ṕ᯳ǃ䰜ढᕀ˖
ǉ⠽
ᴗ⊩Ǌ
ˈ⊩ᕟߎ⠜⼒ 2003 ᑈ 2 ⠜ˈ 210ˉ211 义Ǆ
38
ᴀ᭛䰤ѢЏԧ㆛ᐙˈᇍѢ㒻ফপᕫ䇈ⱘϡ䎇ϡᅰሩᓔˈ᳝݇䆺㒚䆎䗄ৃখ㾕⥟᭛˖ݯǉࡼѻᛣপ
ᕫⱘᗻ䋼䕼ᵤǊˈ⏙ढᄺ⊩ᄺ䰶䆎᭛˄2005 ᑈ˅
Ǆ
37

35

⥟߽ᯢǃል亲ǃୌ˖
ǉЁ⠽ᴗ⊩ᬭǊ
ˈҎ⇥⊩䰶ߎ⠜⼒ 2007 ᑈ⠜ˈ 150 义Ǆ
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特別講演

A ὐⱘ᳝݅ҎǄѢℸഎড়ˈ⹂ᅮϭЎᛣˈᔧ᮴⭥Нˈ䰸䴲ЭВߎ
ಯǃᛣঞ݊߸ᮁ

Ⳍডⱘ䆕Ǆ

ফ䅽Ҏফ䅽ϡࡼѻ⠽ᴗᯊЎᛣǄ݊ᛣⱘНབԩˈᄬ

ϡ䖛ˈབᵰᖂবᤶᴵӊˈ㒧ᵰ߭ϡⳌৠǄ؛䆒ϭ⬆Э㋏ৠ

ⴔϡⶹᚙ䇈ǃϡⶹᚙϨ᮴䞡䖛༅䇈ⱘߚ℻Ǆ䡈Ѣࠡ㗙ᛣੇⴔ㽕∖

џ݇㋏ˈϭᯢⶹ⬆Э䞛পⱘᰃྏ䋶ѻ᳝݅ࠊˈA ὐЎ݊ྏ݇㋏

ⳳℷᴗ߽Ҏᖙ乏В䆕ফ䅽Ҏᯢⶹϡࡼѻⱏ䆄㈓ⱘ䆄䕑Ϣⳳᅲⱘ⠽ᴗ

ᄬ㓁ᳳ䯈᠔䌁Ǆ⦄⬆ᡞ A ὐߎଂϢϭˈᑊࡲ⧚њ䖛᠋ⱏ䆄㓁ǄЭ

݇㋏ϡヺˈे㽕∖В䆕ফ䅽Ҏⱘݙᖗ⢊ᗕˈՓⳳℷᴗ߽Ҏ໘ѢᵕЎ

ᕫⶹℸᚙˈ৺䅸䆹фपড়ৠ݇㋏ˈЏᓴ A ὐⱘ᠔᳝ᴗǄѢℸഎড়ˈ

ϡ߽ⱘ๗ഄˈ䖛Ѣ㢯ࠏˈ᳝༅ᴗ㸵ˈヨ㗙䌲ৠৢ㗙ˈᇚᛣ⬠ᅮЎˈ

ϭ㟇ᇥᰃ䞡䖛༅ഄϡⶹ A ὐЎ⬆Э᠔᳝݅ˈ㗠ᑨЎᙊᛣǄ

ফ䅽Ҏ᮴䞡䖛༅ഄϡⶹϡࡼѻⱏ䆄㈓䆄䕑ⱘ⠽ᴗ݇㋏Ϣⳳᅲⱘ⠽

߸ᮁᛣⱘᯊ䯈⚍ˈ᳝⬇䇋ⱏ䆄ᯊǃⱏ䆄ᅠ↩ᯊㄝϡৠⱘᛣ㾕Ǆ
䡈Ѣℸ໘᠔㽕∖ⱘᛣᖙ乏ᰃফ䅽ҎѢফ䅽ϡࡼѻ⠽ᴗᯊϡⶹ᮴

ᴗ݇㋏ϡϔ㟈Ǆབℸ⬠ᅮⱘ⧚⬅䖬᳝ˈЁ䰚⠽ᴗ⊩  ᴵ㾘

39

ᅮⱘᛣপᕫ㒳ϔ䗖⫼Ѣࡼѻ⠽ᴗϡࡼѻ⠽ᴗഎড়ˈᵘ៤㽕ӊ

ᴗ໘ߚⱘџᅲϨ᮴䞡䖛༅ˈ䡈Ѣফ䅽ϡࡼѻ⠽ᴗⳈ㟇ࡲ⧚ᅠ↩ব

Ϟˈབǉᖋ⇥⊩Ǌ䙷ḋ㾘ᅮࡼѻ⠽ᴗⱘᛣপᕫ㽕∖ফ䅽Ҏ

ⱏ䆄ᠡㅫফ䅽ϡࡼѻ⠽ᴗˈℸ໘᠔ᛣ߭া㛑ᰃফ䅽Ҏ㞾Ѹᯧᓔ

ϡⶹᚙ᮴䞡䖛༅ഄϡⶹᚙ˄  ᴵ  乍˅ˈϡࡼѻ⠽ᴗⱘ

ྟ㟇বⱏ䆄ᅠ↩ᯊᭈϾ䰊↉ϔⳈ໘Ѣϡⶹ᮴ᴗ໘ߚⱘџᅲϨ᮴䞡

ᛣপᕫҙ㽕∖ফ䅽Ҏϡⶹᚙ˄  ᴵǃ  ᴵ˅Ǆ䖭ḋˈЎ

䖛༅ⱘ⢊ᗕǄ৺߭ˈ䆹䰊↉ⱘӏԩϔϾᯊ䯈⚍ফ䅽Ҏњ㾷њ᮴

ᇚЁ䰚⠽ᴗ⊩  ᴵ  ℒ㾘ᅮⱘᛣ㒳ϔ㾷䞞ЎϡⶹᚙϨ

ᴗ໘ߚⱘџᅲˈ㱑њ㾷Ԛ᳝䞡䖛༅ⱘˈህ䛑ᵘ៤ᙊᛣǄᤶϾ

᮴䞡䖛༅ᦤկњぎ䯈

㸼䗄ᮍ⊩ህᰃˈফ䅽Ҏϡࡼѻⱏ䆄㈓ᇮ䆄䕑ϡࡼѻ⠽ᴗⱘ⢊މ

Ѣϡࡼѻⱏ䆄ⱘֵ݀ˈᑨᅮֵ䌪ϡࡼѻⱏ䆄㈓䆄䕑ⱘফ

ᯊˈህއᅮϢໄ⿄Ў⠽ᴗҎⱘ䕀䅽Ҏ䖯㸠Ѹᯧˈᰒ✊Ⳇࡼˈ䆹䕀
䅽Ҏ⹂ᅲ᮴໘ߚᴗⱘഎড়ˈᑨᔧ䅸ᅮফ䅽Ҏ᳝䞡䖛༅Ǆা᳝

䅽ҎЎᛣǄ
䳔㽕ᔎ䇗ⱘᰃˈ߸ᮁফ䅽ϡࡼѻ⠽ᴗ㗙ᰃ৺ᛣˈ䳔㽕㒧ড়Ͼ

ϡࡼѻⱏ䆄㈓Ꮖ㒣䆄䕑њϡࡼѻ⠽ᴗⱘ⢊ˈމফ䅽ҎℸϢⱏ䆄ⱘ

ḜᚙˈމᠡϡӮߎ䯂乬Ǆ՟བˈ⬆Э㋏ྏˈѢ݊ྏ݇㋏ᄬ㓁

⠽ᴗҎѸᯧˈᠡৃ䇈ᛣⱘǄ᳝䡈ѢℸˈࡴϞЁ䰚⠽ᴗ⊩ 14

ᳳ䯈ˈ䌁фњ A ὐǄԚⱏ䆄ᴎ݇ⱘ᪡ᛃ՟ˈϡࡼѻⱏ䆄㈓ⱘ᠔

ᴵ㾘ᅮˈϡࡼѻ⠽ᴗবࡼ㞾䆄䕑Ѣϡࡼѻⱏ䆄㈓ᯊথ⫳ᬜˈᡞ߸

᳝ᴗҎϔᷣা᳝⬆ⱘྦྷৡˈ᳝݅Ҏϔᷣг䆄䕑᳝ЭǄ⦄⬆ᇚ A ὐ

ᮁফ䅽Ҏᰃ৺Ўᛣⱘᯊ䯈⚍⹂ᅮ䆄䕑Ѣⱏ䆄㈓ᯊˈḍߚܙ

ߎଂϢϭǄϭ⬆Э㋴ϡⳌ䆚ˈᶹ䆶ϡࡼѻⱏ䆄㈓ˈ䲒ҹথ⦄Э㋏
39

59−3･4−141 (名城 '10)

( 26 )

( 27 )

㾕⥟⋑䡈˖
ǉ⇥⊩⠽ᴗg䗮߭g᠔᳝ᴗǊ
˄ᘏ 1 ˅ݠ
ˈϝ⇥кሔ 2003 ᑈ 8 ᳜㸹⠜ˈ 125 义Ǆ

(名城

'10)

59−3･4− 140

清華大学・名城大学交流協定締結 10 周年記念

特別講演

ѯǄ

乍㒭Ҭ䯈ⱘ݇㋏ᔎ䇗Џ㾖ㄝؐᗻˈᰃ⧚ᗻॳ߭ড়ৠℷНॳ߭ⱘԧ
⦄ǄᛣপᕫࠊᑺЁˈѸᯧӋḐᰃ৺ড়⧚ঞ݊߸ᮁˈⱘᰃ݇

Ѩǃফ䅽Ҏফ䅽ϡࡼѻ⠽ᴗⱘӋḐড়⧚

Тࠄⳳᅲⱘ⠽ᴗҎ㛑৺៤ࡳഄ৺䅸᮴ᴗ໘ߚˈ㗠ֱ᳝݊ᴗ߽Ǆ᮶✊

Ϣᖋ⇥⊩ᛣপᕫᮍ䴶ϡᔎ䇗Ѹᯧ㸠Ў᳝ٓ᮴ٓⱘᓣϡ

ϸ㗙ᄬⴔབℸᎼⱘᏂ߿ˈϡৠⱘџ⠽ϡৠ໘⧚ህ᳝䕗Ўⱘߚܙ

ৠˈЁ䰚⠽ᴗ⊩ϡҙ㽕∖Ѹᯧ㸠Ў᳝ٓˈ㗠Ϩᔎ䇗ӋḐড়⧚˄

⧚⬅Ǆ

106 ᴵ 1 ℒ 2 乍˅ˈ᳝⡍㡆ˈϡৃϡᆳǄ

3ˊӋḐড়⧚ЁⱘӋḐˈᰃᣛ㑺ᅮⱘӋḐˈ䖬ᰃᣛᏆ㒣ᬃҬⱘӋ

ˊॳᴗ߽Ҏҹ≵᳝ᅠ៤ѸᯧЎ⬅৺䅸ᛣপᕫ៤ゟⱘ⧚⬅ˈᰃ

Ḑ˄Ӌℒ˅˛䖬ᰃϸ㗙ഛৃ˛ህЁ䰚⠽ᴗ⊩ 106 ᴵ 1 ℒⱘ

キϡԣ㛮ⱘˈЎѸᯧᰃᣛ䕀䅽ড়ৠˈᖋ⇥⊩Ϟ䖬ࣙᣀ⠽ᴗ㸠

᭛Нᴹⳟˈᅗ⫼ⱘᰃĀӋḐā㗠⫼ĀӋℒāˈᣝ✻䗮ᐌⱘдᛃ⿄

ЎˈᬃҬӋℒҙҙᰃড়ৠНࡵⱘሹ㸠ˈ㗠䴲Ѹᯧ㸠Ўᴀ䑿Ǆ

䇧ˈᔧџҎᏆ㒣ᬃҬⱘᷛⱘ⠽ⱘᇍӋ˄䪅ℒ˅ˈϡিĀӋḐāˈ㗠

ˊᇍѢӋḐᰃ৺ড়⧚ⱘ߸ᮁˈおコᰃձЏ㾖ᷛޚ䖬ᰃ䙉Ң㾖

⿄ĀӋℒā˗ড়ৠ㑺ᅮⱘфফҎㄝᑨᔧᬃҬⱘᷛⱘ⠽ⱘᇍӋˈ⿄

ᷛˈޚᰃѳᕙ㾷ⱘއ䯂乬Ǆ᠔䇧Џ㾖ᷛˈޚᰃᣛҹᔧџҎЏ㾖Ϟ䅸

ӋḐˈৃ㛑ᰃфফҎㄝϮᏆᬃҬⱘˈгৃ㛑ᰃᇮᬃҬⱘǄձǉ⦄

ৃⱘӋḐЎˈޚ㟇Ѣᅶ㾖ϞӋḐᰃ৺Ϣᷛⱘ⠽ⱘӋؐԧⳌᔧˈ

ҷ∝䇁䆡Ǌⱘ㾷䞞ˈӋℒᰃфप䋻⠽ᯊᬊҬⱘℒ乍ˈӋḐЎଚક

᠔ϡ䯂Ǆ᠔䇧ᅶ㾖ᷛˈޚᰃᣛᣝ✻⼒Ӯ㾖ᗉˈ䅸ЎӋḐϢᷛⱘ⠽ⱘ

Ӌؐⱘ䋻Ꮥ㸼⦄ˈ41㸼ᯢӋḐ᳝Ёᗻˈϡҹᰃ৺ᬃҬЎ⬠ᅮⱘᷛ

ӋؐԧⳌᔧⱘˈे䅸ᅮЎӋḐড়⧚Ǆᴀᴹˈড়ৠ⊩ҹ㒭ҬϢᇍᕙ

ޚǄ⬅ℸৃҹᕫߎ㒧䆎ˈЎᵘ៤ᛣপᕫ㽕ӊПϔⱘӋḐড়⧚ˈ

㒭ҬП䯈ⱘЏ㾖ㄝؐᗻЎॳ߭ˈᅶ㾖ㄝؐᗻЎ՟Ǆ40Ԛᛣপ

᮶ᣛফ䅽ҎᏆ㒣䕀䅽ҎҬ⏙њড়⧚ⱘӋℒˈгࣙᣀফ䅽Ҏᇮᅲ

ᕫࠊᑺЁˈህѸᯧӋḐᰃ৺ড়⧚г䌃ᕏЏ㾖߸ᮁᷛˈޚӮ㒭᮴ᴗ໘

䰙ҬℒˈԚড়ৠ㑺ᅮњড়⧚ⱘӋḐǄ

ߚҎফ䅽Ҏᙊᛣഄᇚ䖛ԢⱘӋḐ䇢⿄Ўড়⧚ⱘӋḐᦤկᴎӮˈᇍ

᳝ᄺ㗙ϡ䌲ৠ䖭⾡㾷䞞ˈ㗠䅸ЎӋℒॳ߭Ϟᖙ乏ᅲ䰙ᬃҬˈབ

ᡫⳳᅲⱘ⠽ᴗҎ৺䅸᮴ᴗ໘ߚⱘЏᓴˈ᳝༅݀ᑇℷНǄ㗠䞛পᅶ㾖

ᵰҙҙাᰃ䖒៤њण䆂ˈϡ㛑䅸ЎᏆ㒣ヺড়њᛣপᕫⱘᵘ៤㽕ӊǄ

߸ᮁᷛ߭ˈޚӮ䙓ܡℸ㉏ᚙމǄ

Ўϔᮍ䴶ˈབᵰ≵᳝ᬃҬӋℒˈॳᴗ߽Ҏৃҹҹ≵᳝ᅠ៤ѸᯧЎ

䖭Ͼ㒧䆎ⱘড়⧚ᗻ᳝⏅ሖⱘॳǄড়ৠᔧџҎП䯈ˈህϸ

⬅৺䅸ᛣপᕫⱘ៤ゟˈ䖭ህᕜ᳝ৃ㛑ᓩথᕜ㑴㒋˗ϔᮍ䴶ˈ
䖭гৃҹЎᛣⱘ߸ᮁᦤկᯢ⹂ⱘᷛޚǄ؛བ≵᳝ᬃҬড়⧚Ӌℒˈ

40

[ᖋ]वᇨgᢝӺ㣼˖
ǉᖋ⇥⊩䗮䆎Ǌ
˄Ϟ˅ݠ
ˈ⥟ᰧᰨǃ䚉ᓎϰǃᓎ㣅ǃᕤᓎǃ䇶ᗔḏ䆥ˈ䇶ᗔḏ
᷵ˈ⊩ᕟߎ⠜⼒ 2003 ᑈ⠜ˈ 60ˉ64 义˗[ᖋ]䖾⡍ܓgṙ䖾ᑧᮃ˖
ǉᖋ⇥⊩ᘏ䆎Ǌ
ˈ䚉ᓎϰ䆥ˈ⊩ᕟ
ߎ⠜⼒ 2000 ᑈ⠜ˈ 657 义˗⥟⋑䡈˖
ǉ⇥⊩؎㓪ᘏ䆎gᴀ⧚䆎g؎Пথ⫳Ǌ
˄ᘏ  ˅ݠ
ˈϝ⇥кሔ
 ᑈ⠜ˈ ˉ 义Ǆ

59−3･4−139 (名城 '10)

( 28 )

41

( 29 )

Ё⼒Ӯ⾥ᄺ䰶䇁㿔ⷨお᠔䆡㓪䕥ᅸ˖ǉ⦄ҷ∝䇁䆡Ǌˈଚࡵॄк佚 1981 ᑈ⠜ˈ 536 义Ǆ

(名城

'10)
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ᇐ㟈ᕜᅲ䋼Ϟ᮴ٓǃᔶᓣϞ᳝ٓⱘ䕀䅽ᇚЎ⊩ᕟ᠔ֱᡸˈ䖭ህ᳝

㗙ࡼѻձ✻⊩ᕟ㾘ᅮ⫼ഄⱏ䆄ⱘᏆ㒣ⱏ䆄ˈϡ䳔㽕ⱏ䆄ⱘᏆ㒣Ѹ

䖱ᛣপᕫࠊᑺⱘᅫᮼǄ42ᇍℸˈヨ㗙ߚᵤབϟ˖

Ҭ㒭ফ䅽ҎǄāᇍѢ䆹乍ᛣপᕫⱘᴵӊˈৃ᳝ϸ⾡㾷䞞Ǆϔ⾡

˄1˅ᓩথ㑴㒋䇈ϡᰃߛЁ㽕ᆇⱘ⧚⬅ˈेՓফ䅽ҎҬ⏙њܼ䚼

㾷䞞ᰃˈᇍѢϡࡼѻ⠽ᴗⱘᄬϢবࡼˈ᮴䆎⊩ᕟᰃ৺ᡞⱏ䆄Ў

Ӌℒˈ䖭⾡ⱘᴗ߽Ҏгৃ㛑ফ䅽Ҏ䗑䅼ˈҢ㗠ᓩথ㑴㒋ǄџᅲϞˈ

⠽ᴗবࡼⱘ⫳ᬜ㽕ӊˈഛৃ៤ゟᛣপᕫǄাϡ䖛⊩ᕟ㽕∖ϡࡼ

㒉㾖Ͼゟ⊩՟ঞ݊䖤ˈϡУ⊩ᕟࠊᑺ䆒䅵ᕫড়⧚ԚᅲࡵЁ㑴㒋

ѻ⠽ᴗⱘবࡼᖙ乏ⱏ䆄ⱘഎড়ˈϡࡼѻ⠽ᴗⱘᛣপᕫҹࡲ⧚ᅠ↩

䕗ⱘᅲ՟Ǆ

বⱏ䆄Ў㽕ӊ˗⊩ᕟϡ㽕∖ϡࡼѻ⠽ᴗⱘᄬϢবࡼҹⱏ䆄Ў⫳

˄2˅ϡᬃҬӋℒ᳝䖱ᛣপᕫࠊᑺⱘᅫᮼ䇈ˈг䲒㦋䌲ৠǄ݊

ᬜ㽕ӊⱘഎড়ˈϡࡼѻ⠽ᴗⱘᛣপᕫҹϡࡼѻᏆ㒣ѸҬЎ㽕ӊǄ44

䘧⧚ѢˈᛣপᕫࠊᑺⱘᅫᮼᰃҔМˈ䳔㽕६⏙Ǆᖋ⊩㋏Ϟⱘ

Ѡ⾡㾷䞞ᰃˈϡࡼѻ⠽ᴗⱘᛣপᕫϔᕟҹࡲ⧚ᅠ↩বⱏ䆄Ў

ᛣপᕫࠊᑺϡ㽕∖Ѹᯧ㸠Ў᳝ٓˈ᮴ٓѸᯧഎড়ⱘᛣপᕫˈϡ

㽕ӊˈ⊩ᕟ㽕∖ϡࡼѻ⠽ᴗⱘᄬϢবࡼҹⱏ䆄Ў⫳ᬜ㽕ӊⱘˈ

ᄬⴔᬃҬӋℒⱘ䯂乬ǄЁ䰚⠽ᴗ⊩Ϟⱘᛣপᕫࠊᑺˈሑㅵ

ফ䅽Ҏህ᮴ᴗ໘ߚⱘϡࡼѻЎѸᯧᯊ䲒䇧ᛣˈᬙϡᕫথ⫳ᛣপ

ᔎ䇗᳝ٓϨㄝӋⱘѸᯧЎ㽕ӊ˄ 106 ᴵ 1 ℒ 2 乍˅ˈᅗे

ᕫⱘᬜᵰǄℷ᠔䇧ᛣপᕫᖙ乏ձϔϾ䚼ᷛ䆄ˈ㗠䖭Ͼᷛ䆄

Փᵘ៤њᛣপᕫࠊᑺⱘĀᅫᮼāˈгাᰃ݊ЁПϔǄᛣপᕫࠊ

ࡼѻ⠽ᴗЁᰃऴ᳝ˈϡࡼѻ⠽ᴗЁህᰃഄⱏ䆄㈓ⱘⱏ䆄⢊ᗕǄ45

ᑺⱘࡳ㛑Ѣ㾷އ䕀䅽Ҏ᮴໘ߚᴗ㗠ফ䅽Ҏᛣᯊⱘ᠔᳝ᴗবࡼ䯂

㟇ѢЁ䰚⠽ᴗ⊩ 106 ᴵ 1 ℒ 3 乍᠔䇧Āϡ䳔㽕ⱏ䆄ⱘᏆ

乬ˈᑊϡ㾷އফ䅽Ҏপᕫ䋶ѻⱘ㒧ᵰ݀ᑇϢ৺ⱘ䯂乬Ǆ43Ўњ〇ཹˈ

㒣ѸҬ㒭ফ䅽Ҏāˈᰃҙህࡼѻ⠽ᴗⱘᛣপᕫ㗠㿔ⱘǄ
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不動産物権の善意取得
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崔
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建

遠

外国の法律では､ 善意取得は動産物権のみに適用され､ 不動産の無権処分

(権限なき処分行為) は登記の公信力制度により解決されるものと定められている｡
中国の従来の議論もこのように解していた｡ しかし､ 中国の物権法では善意取得を
動産と不動産の両者に認める改正が行なわれ (物権法第 106 条第 1 項)､ 根本的な
変化を遂げたものといえる｡
だが､ 善意取得制度が不動産物権にも適用されるべきかどうかをめぐっては常に
論争があり､ 中国では物権法公布後も議論が続いている｡ 通説は､ 善意取得が適用
可能なのは動産物権のみであり､ 不動産物権の無権処分は登記の公信力により解決
すべき問題であると解している｡ この理解に対しては次のような批判がある｡ すな
わち､ 占有と登記はともに公信力の法制下にあり､ 動産の占有と不動産の登記は権
利の外観としては同質であるため､ 譲受人が目的物の無権処分にかかる物権問題に
直面する場面において､ 登記の公信力はその解決にとって十分機能するのに対し､
なぜ占有の公信力は十分ではないのかというものである｡ このような批判に対し､
通説はしばしば次のように答えている｡ すなわち､ 動産の公示方法は占有であるが､
占有により公示された動産関係と物権関係とは一致しないことが多いため､ 占有に
対する信頼のみを拠りどころにして譲受人が動産物権を取得することにより､ 真実
の物権者の利益が過度に侵害されてしまうことになる｡ そのため､ 無権処分を認め
るためには､ 動産物権の要件を増やして細分化し､ 譲受人の動産取得の機会を適度
に減らすとともに､ 真実の物権者の保護範囲を拡大する必要がある｡ これこそが善
意取得制度の効力を発揮する場面である｡ これ以外の説としては､ 不動産物権の公
示方法が登記であるため､ 登記が公示した物権関係と真実の物権関係の齟齬は少な
59−3･4−133 (名城 '10)
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いことを前提として､ 個別の事情によって登記名義人と真実の物権者が一致しない

ない場合にのみこの規範の役割が発揮される｡ 土地登記簿に権利者として記載され

としても､ 不動産物権登記の公信力は問題解決に十分であり､ その他の要件を付け

た者は､ 証拠提示の義務を負わない｡ これに対し､ 第 892 条および第 893 条は､ 実

加えることなくただちに譲受人が不動産を取得することができると解する｡ 言い換

体法上の権利表象要件として､ 権利関係の不正確さを規範の出発点としている｡ す

えれば､ 善意取得制度の入り込む余地はないということである｡

なわち､ 真実の法律関係が土地登記簿とは一致しないことを前提としているのであ

人間の理性は有限であるという致命的な欠点のゆえ､ 登記の過程で登記の記載内

る｡ 土地取引の中で､ 土地登記簿の内容を信頼する者は法律の保護を受け､ 登記の

容と当事者の意思表示とが一致しないことや､ 物権変動がただちに登記簿に反映さ

内容と真実の法律関係が一致する状態になったときに権利を取得することになる｡

れないなどといった事態が生ずることは避けられない｡ こうした状況下で権利が処

つまり､ 権利の表象が権利そのものに取って代わると言うことができる｡ 善意取得

分されてしまえば､ 無権処分が行なわれる可能性は少なからず生ずる｡ そのため､

制度を動産物権と不動産物権の両者に適用することは､ 公示の公信力制度と善意取

登記は不動産の物権変動の要件であるものの､ 登記簿上の物権者 (物権の権利者)

得制度の相互関係を説明するのに便利である｡ 公示の公信力は､ 善意取得制度の存

は必ずしも処分する権限をもつ者であるとは考えられず､ これらの間には必然的な

立と存続の理論的および技術的前提であり､ 善意取得制度は､ 公信力の必然的帰結

因果関係は認められないのである｡ 中国では不動産登記名義人と真実の物権者が一

であるとともに公信力実行の具体的体現の一つである｡ 公信力制度がなければ､ 譲

致しない状況は少なくないが､ こうした事態の主な発生原因としては次の 5 点が挙

受人が取得した無権処分物の物権は正当性に欠ける｡ 善意取得制度がなく公信力制

げられる｡ (1) 登記機関のミス､ (2) 不動産登記を伴わない物権変動､ (3) 不動産

度に頼るだけだとすれば､ 譲受人が取得した物権が無権処分によるものであること

物権変動の原因行為の無効ないし取消し､ (4) 不動産物権を法律の規定により取得

が多発するおそれがあり､ 真実の物権者にとって過酷すぎる状況となり､ 権利の均

しながらも､ 名義変更を行っていないこと､ (5) 夫婦ないし家族共有などの場合､

衡が失われるという弊害が予想される｡ 善意取得制度によって譲受人が処分物を取

不動産登記簿に記載されている物権者はその一部の構成員のみであり､ その他の共

得するための要件を細分化することは､ 譲受人が物権を取得する可能性と各当事者

有者の情報が不十分であること｡

の利益関係との均衡を保つために不可欠である｡

このような状態において､ 譲受人が過失なく不動産登記簿の記載を信頼して不動

無権処分により物権を取得した譲受人は､ その物権が負う義務を負担すべきであ

産物権を取得したとすれば､ 真実の物権者にとっては過度に不利益となろう｡ そこ

ろうか｡ 公信力制度は簡単すぎて意味が不明確であるため､ 論理的に結論を導くと

で､ こうした状況を解決するためには､ 例えば､ 取引が有償であることを要すると

肯定的な結論に達することになり､ 譲受人にとって不公平かつ不合理である場合が

か､ その価格は合理的でなければならないなど､ 取引相手に対する要求を増やすな

ありうる｡ これに対し､ 善意取得制度は､ 少なくとも通説によれば､ 状況に応じて

どの対応が考えられる｡ そうすれば取引相手と真実の物権者との間に平等かつ合理

決定されるため比較的妥当である｡ これも､ 善意取得制度が動産物権と不動産物権

的な利益関係を築くことができるだろう｡ しかし､ こうした要求は､ 公信力制度と

の両者に適用される利点の一つである｡

はなじまず､ むしろこうした状況を解決することに善意取得制度の存在意義が認め

このことから､ 中国物権法が不動産の善意取得を認めたことは (第 106 条第 1 項)､

られるのである｡ ドイツ物権法の大家であるポール・シュタイナー教授によるこの

称賛に値する内容であることが認められる｡ もっとも､ 立法論としては､ 動産物権

点に関する明確な説明は､ 非常に有益な助言となる｡ すなわち､ ドイツ民法典第

の善意取得と不動産物権の善意取得の要件を同一とするかどうかは検討の余地があ

891 条の権利正確性の推定に関する規定と､ 同法典第 892 条および第 893 条の善意

ることは当然である｡

取得効力に関する規定は､ 同一の思想を源としている｡ しかし､ その要件と効果に
は差異がある｡ 第 891 条は証拠提示の規範であり､ 真実の法律関係が明らかにでき
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意取得も同様に位置づけられる｡ さらに無因的物権行為は､ 善意取得の基礎と認め
られている｡ これとは異なり､ 物権行為理論を認めない中国では､ 善意取得は法律

3

譲渡行為を不動産物権の善意取得の有効要件とすべきかどうかについては､

異なる見解が存在する｡

行為に基づき変動するという色彩を失っている｡ それは､ 遺失物の拾得､ 先占など

中華人民共和国民法 (草案) (2002 年 12 月 17 日) 第 99 条第 1 項､ 第 4 項およ

と同じく原始取得とみなされている｡ しかし､ この見解は認められがたい｡ なぜな

び第 5 項では､ 譲渡は禁止または制限されず､ 契約による譲渡は無効または取消し

ら､ この見解によれば､ 善意取得の特徴は､ 第三者と無権処分者との取引行為は法

の対象とはされておらず､ これらはすべて善意取得の要件であると規定していた｡

律行為ではなく事実行為であることだが､ これは当事者の意思表示を通じて取引を

中華人民共和国物権法 (意見聴取版) (2002 年 1 月 28 日) 第 101 条第 1 項､ 第 4

行うという客観的事実に反することになり､ さらに第三者に不利な法的結果をもた

項および第 5 項､ および中華人民共和国物権法 (草案) (2004 年 8 月 3 日) 第 104

らす可能性があるからである｡

条第 1 項､ 第 4 項および第 5 項では､ 上記の規定を見直した｡ 2004 年 10 月 15 日

この見解の問題点は､ 責任行為と処分行為を二分するドイツ法の枠組みによって

の中華人民共和国物権法 (草案) 第 106 条第 1 項では､ 善意取得は譲渡契約を有効

中国物権法の物権変動の問題を分析しつつ､ 債権行為は物権変動を引き起こさない

要件とし (第 4 号)､ ｢譲渡を禁止または制限せず｣ との要件を削除した｡ 2005 年 7

という立場を堅持する点にある｡ すなわち､ ドイツ法上､ 物権変動を引き起こす物

月 11 日の中華人民共和国物権法 (草案) 第 111 条第 1 項第 4 号､ 2006 年 6 月 6 日

権行為は､ 中国物権法では事実行為に変質することは認められていないため､ その

の中華人民共和国物権法 (草案) 第 11 条第 1 項第 4 号も同様である｡ ただし､

結論は ｢論理的｣ に得られるものにすぎないというのである｡ 中国物権法における

2006 年 10 月 20 日の中華人民共和国物権法 (草案) (第 6 次審議版) でようやく契

善意取得は事実行為を基礎としたものである｡

約の譲渡有効の要件を削除し (第 105 条第 1 項)､ 2006 年 12 月 15 日の中華人民共

筆者はこうした考え方には問題があると考えている｡ その原因は､ 中国の物権法

和国物権法 (草案) (第 7 次審議版) (第 105 条第 1 項) を承継し､ 最終的に 2007

はいまだに物権行為理論を承認していないため､ 責任行為と処分行為の二分的な枠

年 3 月 16 日､ 第 10 回全国人民代表大会第 5 次会議において､ 中華人民共和国物権

組みは採用すべきではなく､ 取引にかかる契約などの行為からは債権債務しか生ま

法が可決され､ この点について確定された (第 106 条第 1 項)｡

れず､ 物権変動を引き起こすことはないと考えられることである｡ そこで､ われわ

このような経緯にもかかわらず､ ある学者は依然として譲渡契約の有効性を善意

れは次のような観点を堅持すべきである｡ すなわち､ 中国では処分行為が物権変動

取得の要件の一つとすべきであると主張している｡ これに対して筆者は異論を唱え

の役割を担うのではなく､ 取引などの契約およびその履行が物権変動を引き起こす

る｡ すなわち､ こうした見解は､ 中国およびドイツ両国の民法における無権処分の

ということである｡ このように､ 善意取得は契約およびその履行､ さらに善意取得

構造上の差異を誤解し､ 善意が法律行為の有効な要件の欠如であるとの基盤に立つ

による物権の譲渡であり､ 事実行為によって引き起こされるわけではない｡ 物権行

ものであって､ 通説とも既存の物権取得原因体系とも合致せず､ 論理および機能の

為を認めない中国の現行法では､ 善意取得は依然として法律行為から離れられず､

面で問題がある｡

事実行為の上に成り立つものではない｡ 第三者と無権処分者との間の取引行為は依

譲渡の有効性を善意取得の前提とすることに賛成している専門家や学者は､ これ
により､ 譲受人が無権処分者に契約違反の責任を問うことができるので､ むしろ有

然として法律行為でなければならず､ 事実行為では十分ではない｡
このように､ 第三者と無権処分者との間の取引行為が法律行為の枠組みに合致す

利だと考えている｡ これに対して筆者は異論を唱える｡ すなわち､ 確かに契約違反

ることに理論上の合理性がある｡ それに加えて､ 法律行為を善意取得の基礎の一つ

責任は契約締結上の過失責任よりも重いが､ 適切に適用することが求められる｡ も

とすることによって初めて､ 善意取得が取引安全の要請に合致するのである｡

し譲受人が善意であり､ 希望さえすれば目的物の所有権を確実に取得することがで
きるのであれば､ 損失は存在せず､ 無権処分者に賠償責任を主張する権利はない｡
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この場合､ 契約違反責任あるいは契約締結上の過失責任を持ち出すことに何の意味

適切であって､ この要件を善意取得の要件として扱うべきではない｡ (4) 無権処分

があるのだろうか｡ もし譲受人が善意であれば､ 譲受人がこの契約により目的物の

者の契約違反責任を追及するためだけに譲渡の有効性を善意取得の要件とすること

所有権を取得するため､ 損失は生まれず､ 契約違反責任ないし契約締結上の過失責

は､ 民法体系全体の調和を崩すことになり､ 次のような法律の規定を整合的に解釈

任はやはり登場する余地はない｡ 無権処分者が処分権を取得しておらず､ 真の権利

することが困難になる｡ すなわち､ ①中国民法通則第 58 条第 1 項第 5 項における､

者も追認をしない場合､ 譲渡は無効となり､ 譲受人が目的物の所有権を取得するこ

法律あるいは社会公共利益違反の民事行為の無効に関する規定､ ②中国民法通則第

とはできない｡ この場合､ 譲受人は無権処分者に契約締結上の過失責任を主張する

61 条第 4 項における､ 民事行為の無効によって取り消された後に契約が無効とさ

よりも､ 契約違反責任を追及した方が有利になる場合がありうる｡ これは当然のこ

れる規定､ 中国契約法第 58 条における ｢契約が無効の場合または取り消された後

とであり､ 悪意の者を特別に保護する必要はない｡ すなわち､ 利益評価の観点から

に､ 当該契約により取得した財産は返還しなければならず､ 返還不能または返還の

考えれば､ 譲渡契約の有効性を善意取得の要件とする規定は不要である｡

必要がないときは､ 価格補償をしなければならない｣ との規定､ ③中国契約法第 97

譲受人が動産目的物の引渡しを受けておらず､ または不動産の移転登記を行って

条における ｢契約の解除後､ 未履行のものはその履行を中止する｡ すでに履行した

いないなか､ 善意の譲受人が善意取得をしていない場合には､ 譲受人が譲渡人に契

ものは履行の状態と契約の性質により､ 当事者は原状回復その他の救済措置を求め

約違反責任を追及することができ､ また他人の物を売る契約を真の権利者が追認し

ることができる｡ なおかつ､ 損害賠償を請求する権利を有する｣ との規定､ ④中国

なければ契約は無効となるため､ 善意取得制度が譲受人にとって有利に働くのは当

契約法第 79 条から第 83 条までの債権譲渡に関する規定､ ⑤中国契約法第 54 条第

然である｡ この点についてのみ言えば､ 譲渡契約のモデルは優越性をもっている｡

1 項第 1 号における錯誤に関する規定である｡

しかしながら､ 次の 4 点に注意が必要である｡ (1) 善意の譲受人にとって有利なの
は､ 物権領域での利益ではなく､ 債権領域での利益である｡ すなわち､ 善意の譲受

4

一部の専門家は､ 中国物権法では譲渡契約の有効性が善意取得の要件とされ

人は､ 有効な譲渡契約に基づき無権処分者に対して違約金ないし損害賠償金を請求

ており､ これは譲渡契約が詐欺､ 強迫などの場合に取消しを可能とするために必要

することができる｡ (2) 善意の譲受人にとってこのように有利であることを､ 善意

であると考えている｡ 筆者はこの見解について､ 適切であるようにみえながら正し

取得制度およびそれに関連する制度を前提として利益を評価しているが､ 善意取得

い理解ではないと解するため､ 否定的な立場に立っている｡ その理由は次のとおり

制度全体を各方面から眺めると､ 譲渡契約のモデルには欠点が多すぎるため優越性

である｡ 詐欺､ 強迫または相手方の意思が不十分な状態で契約を結んだ場合におい

が少ないことに注意すべきであり､ 利害得失を考えるとやはり譲渡契約の有効性を

て､ もしこのような事情が無権処分とは無関係に生じているのであれば､ この種の

善意取得の要件にすべきではない｡ (3) 譲受人が善意であるにもかかわらず目的物

契約の効力と善意取得制度との関連性はないため､ ここで議論する必要はない｡ 詐

の所有権を取得できない場合には､ 善意取得制度として不完全であることを意味す

欺､ 強迫または相手方の意思が不十分な状態での契約締結が無権処分に関連して生

る｡ このような場合に善意取得制度を相対的に見ると､ 譲渡の有効性を善意取得の

じている場合､ それらが無権処分者の行為であるとすれば､ 善意の譲受人は撤回権

要件とすることは､ それ自体意味を失っていることになる｡ 言い換えれば､ 譲渡契

を行使さえしなければ譲渡契約は引き続き有効であり､ 無権処分者がこれにより善

約の有効性は､ 善意取得の要件としての価値があるのではなく､ 単に無権処分者が

意取得を阻止することは不可能である｡ 詐欺､ 強迫または相手方の意思が不十分な

契約に違反しているかどうかを判断する基準としての役割にすぎない｡ しかし､ これ

状態での契約締結が譲受人の行為であれば､ それは悪意であり､ 善意取得を構成し

は善意取得制度ではなく法律行為の範疇に属する問題である｡ だとすれば､ 譲渡の

ない｡ 善意取得の要件としての善意とは､ 譲受人が譲渡人の不十分な処分権である

有効性を善意取得の要件とするのは不要であり､ 譲渡契約を本来の機能に戻すのが

ことを知らない上､ 重過失がないことを指す｡ 悪意とは､ 十分事情を知っているこ
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と､ あるいは重過失により譲渡人の不十分な処分権を知らないことを意味する｡ も

いた A 物件を甲が丙に売却した後､ A 物件の名義を甲から丙に変更することを強

し譲受人の悪意が､ 詐欺､ 強迫または相手方の意思が不十分な状態での契約締結と

要した上で､ ｢乙がこのことを税務当局に告げたら､ 乙の足を折る｣ と脅迫したと

は異なる場合､ 例えば､ 質の悪い目的物を最高の品質だと吹聴するとか､ 譲渡人に

する｡ この場合､ 丙は A 物件がもともと乙の所有であることを知らないため､ 丙

目的物を必ず自分に売るよう強迫するなどのような場合には､ 善意取得の要件が十

には重大な過失はなく善意取得を認めるべきである｡ 契約は無効であるため､ 中国

分ではないため､ 譲受人は目的物の所有権を取得することはできないし､ 法律は悪

契約法第 58 条の規定により､ 善意取得者は給付物を返還する義務を負うことにな

意の者を保護しないため､ 勧善懲悪の観点から､ 譲受人が目的物の所有権を取得す

るが､ これは契約が無効となったことの帰結であり､ 善意取得そのものの根拠を否

る理由を見出すことができない｡

定するものではない｡ したがって､ 譲渡契約が法律または行政法規の強行法規に反
して無効となり､ 善意取得ができなくなるとしても､ 譲渡契約の有効性を善意取得

5

譲渡契約の有効性が善意取得の要件であることに賛成する主張は他にもみら

の要件とする理由にはならないのである｡

れる｡ すなわち､ 譲渡契約が法律または行政法規の強行法規に反していること､ あ
るいは公序良俗に反していることを理由に無効を宣言された場合には､ 善意取得の
法律効果が発生する余地はないというものである｡ この見解に対する筆者の理解は
次のとおりである｡ (1) ｢譲渡契約が法律または行政法規の強行法規に反している
こと､ あるいは公序良俗に反していることを理由に無効を宣言された場合には､ 善
意取得の法律効果が発生する余地はない｣ との主張が成り立つとしても､ 善意取得
は譲渡契約の有効性を要件にしなければならないとの見解を支持することはできな
い｡ 無権処分者が､ 行為能力や無権代理人の制限に抵触する場合､ 譲渡契約の有効
性は留保されるが､ 善意取得は問題なく可能である｡ (2) 契約が公序良俗に反し､
譲受人に重過失があれば､ 善意取得の要件には該当しない｡ 言い換えれば､ 譲渡契
約が公序良俗に反しているため無効になってしまえば､ 善意取得は不可能であり､
譲渡契約の有効性を善意取得の要件とすることの証明とはならない｡ (3) 譲渡契約
が法律または行政法規の強行法規に反している場合に､ 善意取得が一律に禁止され
るわけではない｡ 法律に違反した者が譲受人であれば､ 譲渡人が処分権が不十分で
あることを知らず､ そのことについて重過失がない場合には､ 故意または重過失な
どの違法を原因とした所有権の取得を阻止すべきである｡ 譲受人と譲渡人が処分権
の不十分さについて同様に知っており､ あるいは重過失により譲渡人が所有権を有
しない場合､ 筆者は善意取得制度を適用すべきであると考える｡ 譲渡契約が契約法
第 52 条第 1 項が定める要件に当てはまる場合には､ 少なくとも一定の状況下では
善意取得を認めるべきである｡ 例えば､ 乙の所有でありながら甲名義で登記されて
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Āヺড়⠽ᴗ⡍ᕕᗻ䋼ⱘᴗ߽ˈ㾚Ў⠽ᴗǄāⱘ㸼䗄ˈ䖭ᴀ䑿ህডњゟ⊩㗙ᇍѢ⠽ᴗ⊩ᅮ
ЏНⱘ⢍⭥ᗕᑺˈे៥Ӏᑨ䆹བԩᇍᕙ⠽ᴗ⊩ᅮЏНˈҹঞ䖱⊩⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘৢᵰབԩ˛
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⬅ℸˈ៥Ӏሩᓔᴀ㡖ⱘ䆎䗄Ǆ

៥ǉ⠽ᴗ⊩Ǌᴵᯢ⹂㾘ᅮˈĀ⠽ᴗⱘ⾡㉏ݙᆍˈ⬅⊩ᕟ㾘ᅮāǄᑨ䆹䇈䖭ᰃᭈ

ϔǃ⠽ᴗ⊩ᅮЏН㾷ᵤ

䚼⠽ᴗ⊩ЁᴵᔧЁᄫ᳔᭄ᇥⱘᴵ᭛Пϔˈা᳝䖭ⷁⷁⱘϾᄫˈԚ䖭Ͼᄫⱘᴵ᭛ै㭈
ⴔ᮴䰤ⱘ⎉НǄ䖭ϔ⚍ৃҹ䗮䖛ϟ䴶៥⠽ᴗゟ⊩䖛Ё݇Ѣ⠽ᴗ⊩ᇍॳ߭㸼䗄ⱘ᳆ᡬব

᠔䇧⠽ᴗ⊩ᅮЏНˈϔ㠀ᰃᣛ⠽ᴗⱘ⾡㉏ǃݙᆍㄝ䛑া㛑⬅⊩ᕟᴹ㾘ᅮˈϡܕ䆌ᔧџҎ
㞾⬅߯䆒Ǆℷ⹂⧚㾷⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘᑨ⊼ᛣ⚍˖

࣪ⳟߎᴹ˖

˄ϔ˅⠽ᴗ⊩ᅮˈձԩ⊩㗠ᅮ˛

>⠽ᴗ⊩ᅮЏН㸼䗄ⱘゟ⊩ব䖕@

⠽ᴗ⊩ᅮˈձԩ⊩㗠ᅮ˛े⠽ᴗ⊩ᅮЏН᠔ձПĀ⊩āᰃԩНˈ㣗ೈǄ䖭Ⳉއ

草案一 第四条  物权的种类及其内容，由本法或者其他有关物权的法律规定。

ᅮⴔᅲ䏉Ёᇍ⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘℷ⹂䗖⫼ǄЎℸˈᴀкߚҹϟϾሖߚᵤ˖
1ˊ⠽ᴗ⊩ᅮˈձ⠽ᴗ⊩㗠ᅮǄℸ໘П⠽ᴗ⊩ᰃࣙᣀᔶᓣᛣНϞǉ⠽ᴗ⊩Ǌݙ᳝݇⠽

草案二、草案三 物权的种类和内容，由本法和其他法律规定。

ᴗⱘ⣁Нⱘ⊩ᕟˈབǉ⇥⊩䗮߭Ǌǃǉ⠽ᴗ⊩Ǌǃǉᢙֱ⊩ǊㄝⳈ⊩⑤Ǆ

草案四 第三条  物权的种类和内容，由法律规定。

2ǃ⠽ᴗ⊩ᅮˈᰃ৺Ӯձǉড়ৠ⊩Ǌ㗠ᅮਸ਼˛Ⳉ㾖ᛳ㾝ԐТϡཹˈ⠽ᴗϢ؎ᴗ✊Ѡߚˈ

草案五 第三条  物权的种类和内容，由法律规定；法律未作规定的，符合物权

⠽ᴗⱘ⾡㉏ݙᆍˈԩҹձЎ؎⊩Џԧⱘǉড়ৠ⊩Ǌ㗠ᅮ˛џᅲϞড়ৠ⊩Ёϡҙ᳝݇Ѣ⠽

特征的权利，视为物权。

ᴗবࡼⱘ㾘ᅮˈ㗠Ϩ᳝ѯᮄⱘ⠽ᴗ㉏ൟгߎ㞾Ϩҙҙߎ㞾Ѣǉড়ৠ⊩Ǌˈབǉড়ৠ⊩Ǌ

草案六 第五条  物权的种类和内容，由法律规定；法律未作规定的，符合物权

286 ᴵ㾘ᅮⱘϡࡼѻׂᓎҎⱘӬܜফٓᴗ 422 ᴵ㸠㑾Ҏⱘ⬭㕂ᴗ3ˈ䰸ℸПⱘǉ⍋ଚ
⊩Ǌǉ⇥⫼㟾ぎ఼⊩Ǌㄝ䛑᳝݇Ѣ㠍㠊⇥⫼㟾ぎ఼᠔᳝ᴗǃᢉᢐᴗǃӬܜᴗⱘ㾘ᅮˈᰒ✊

性质的权利，视为物权。

䖭ѯ⠽ᴗᔧ✊гᰃ៥⠽ᴗԧ㋏ⱘ䞡㽕㒘៤䚼ߚǄ⬅ℸˈৃ㾕៥Ӏ᠔䇈ⱘ⠽ᴗ⊩ᅮⱘ⊩ᕟϡ

草案七 第五条：物权的种类和内容，由法律规定。

ҙҙ䰤Ѣ⠽ᴗ⊩ҹঞ⠽ᴗ⊩㋻ᆚⳌ݇ⱘ⊩ᕟˈϔߛ⇥ଚџ⊩ᕟЁ᳝݇⠽ᴗⱘ㾘㣗䛑ৃ㛑៤
Ў⠽ᴗ⊩ᅮⱘ⏞⑤Ǆ
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2

59−3･4−123 (名城 '10)

( 44 )

3

ሑㅵᇍѢϡࡼѻׂᓎҎӬܜফٓᴗᗻ䋼᳝䅸Ўᰃ⊩ᅮᢉᢐᴗӬܜᴗП߿ˈԚᰃᇍ݊ᢙֱ⠽ᴗᗻ䋼ⱘ䅸
䆚ᰃ≵᳝ѝ䆎˗ሑㅵǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 230 ᴵⱘ㾘ᅮՓᕫ⬭㕂ᴗᏆ㒣ϡ䰤ᅮѢϝ⾡⡍ᅮⱘড়ৠ㉏ൟЁˈ⫮㟇ϡ
䰤Ѣড়ৠǄԚᰃǉড়ৠ⊩ǊЁ݇Ѣ㸠㑾Ҏ⬭㕂ᴗᯢⱑ᮴䇃ⱘ㾘ᅮˈܡ䰸њᔧџҎ䆕ᯢ݇㘨݇㋏ㄝ⬭㕂ᴗᵘ
៤㽕ӊⱘ䋳ᢙˈᇍѢ㸠㑾Ҏᴗ߽ⱘ㓈ᡸҡ᳝݊ᛣНǄ

( 45 )

(名城

'10)

59−3･4− 122

清華大学・名城大学交流協定締結 10 周年記念

特別講演

⠽ᴗ⊩ϡҙফࠊѢϔⱘᴀ㒣⌢ࠊᑺˈ㗠ϨϢৠЎ⾕⊩ⱘড়ৠ⊩ϔϾᕜⱘϡৠᰃˈ
⠽ᴗ⊩Ўᔎ㸠⊩ˈᆊᑆ乘Ⳍᇍ䕗ˈՓᕫ⠽ᴗԧࠊ᳝ⴔ䕗Ў⌧८ⱘ㸠ᬓ㡆ᔽˈᶤѯ䴲ᐌ

བ៥Ӏᇍ⠽ᴗ⊩ 5 ᴵⱘ⊩ᕟҙҙ䰤Ѣ⣁Нⱘ⊩ᕟˈ߭ᇚǉ᳝ഄՓ⫼ᴗߎ䅽䕀䅽᱖㸠
ᴵ՟Ǌᥦ䰸џᇣˈ㟈ᓎ䆒⫼ഄՓ⫼ᴗ៤Ў᮴ᳳ䰤Пᴗ߽߭џʽ

䞡㽕ⱘ⠽ᴗᮍ䴶ⱘ⊩ᕟᑊϡሲѢ⇥⊩ⱘ㣗⭈ˈ㗠ᰃሲѢ㸠ᬓ⊩ⱘ㣗⭈ˈ՟བǉഄㅵ⧚⊩Ǌ

Ңᅲ䏉Ёⳟˈ㸠ᬓ⊩㾘ゟ⊩ᬜ⥛催ˈ䩜ᇍᗻгᔎˈᇍѢ⼒Ӯ⫳⌏Ёߎ⦄ⱘ߯䆒⾡

ǉජᏖ᠓ഄѻㅵ⧚⊩ǊㄝህᰃབℸǄ៥ǉ⠽ᴗ⊩Ǌᅲ䰙Ϟ↨䕗ᯢ⹂ഄᡓ䅸њ㸠ᬓᗻ⊩ᕟ

ᮄ⠽ᴗⱘ䳔㽕ˈ㛑ঞᯊ㒭ќ⹂䅸ֱᡸˈ㛑Ўᴗ߽Ҏᦤկঞᯊⱘ⊩ᕟֱᡸˈ֗䖯㒣⌢

ⱘ⊩⑤ഄԡǄǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 149 ᴵ㾘ᅮ䴲ԣᅙᓎ䆒⫼ഄՓ⫼ᴗᳳ䯈ሞ⒵ৢ䆹ഄϞⱘ᠓ሟঞ

ⱘথሩˈҢ㗠ᓹ㸹ܼҎࠊᅮ⊩ᕟⱘ⒲ৢᗻⱘᔅ⚍Ǆ⥟߽ᯢᬭᥜг䅸ЎˈᇍѢ㸠ᬓ⊩㾘߯

݊Ҫϡࡼѻⱘᔦሲ≵᳝㑺ᅮ㗙㑺ᅮϡᯢ⹂ⱘˈձ✻⊩ᕟǃ㸠ᬓ⊩㾘ⱘ㾘ᅮࡲ⧚˗ 151

䆒ⱘ⠽ᴗˈབ᳝Ⳍᑨⱘ݀⼎ᮍ⊩ˈᑨᔧќҹᡓ䅸Ǆ8 የᓎ䖰ᬭᥜ䅸Ўˈᣝ✻ǉゟ⊩⊩Ǌ

ᴵ㾘ᅮ䲚ԧ᠔᳝ⱘഄЎᓎ䆒⫼ഄⱘᑨᔧձ✻ഄㅵ⧚⊩ㄝ⊩ᕟ㾘ᅮࡲ⧚˗ 153 㾘ᅮᇍ

9 ᴵⱘ㾘ᅮˈᑊᥦߎܼҎ⇥ҷ㸼Ӯঞ݊ᐌྨӮᥜќࡵ䰶ࠊᅮ᳝݇⇥џࠊᑺᮍ䴶ⱘ㸠

ѢᅙഄՓ⫼ᴗⱘপᕫǃ㸠Փǃ䕀䅽ˈখ✻ǉഄㅵ⧚⊩Ǌㄝ⊩ᕟᆊ᳝݇㾘ᅮǄ䖭ѯ㾘

ᬓ⊩㾘ˈབℸˈ⠽ᴗⱘ⾡㉏ݙᆍ䖭ѯ⇥џᴀᴀࠊᑺгৃ⬅ܼҎ⇥ҷ㸼Ӯঞ݊ᐌྨ

ᅮ䛑ᯢ⹂ⱘᣛߎ㸠ᬓ⊩ᰃ⠽ᴗ⊩ᅮⱘ⊩⑤Ǆ

Ӯᥜќࡵ䰶䗮䖛㸠ᬓ⊩㾘㾘ᅮǄᡓ䅸㸠ᬓ⊩㾘ৃձ߯䆒⠽ᴗⱘ㉏ൟˈ㸠ᬓ⊩㾘ゟ⊩ᑣ
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ᅮЏНЁĀ⊩āⱘ㣗ೈˈ᳝⦄ᅲᛣНǄ9
5ǃ⠽ᴗ⊩ᅮˈᰃ৺Ӯձৌ⊩㾷䞞㗠ᅮਸ਼˛

䆹⊩ᕟᰃᑓНⱘ⊩ᕟˈ䖬ᰃ⣁Нⱘ⊩ᕟ˛
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7
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᳝ᄺ㗙䅸Ўˈৌ⊩㾷䞞㛑߯䆒⠽ᴗˈ៥ᰃϔϾϡѝⱘџᅲǄབᴗˈ㱑⦄㸠⊩ᕟ≵

⬅Ѣ⠽ᴗᇍҎ⇥ᴗ߽ᕅડⱘ᱂䘡ᗻ⏅䖰ᗻˈЎњ䙓ܡഄᮍ㾘߭ⱘކさҹঞ䚼䮼߽Ⲟⱘ

᳝㾘ᅮˈԚৌ⊩㾷䞞ᡓ䅸ᴗЎ⠽ᴗˈᑊᇍᴗњ㢹ᑆ㾘ᅮǄৌ⊩㾷䞞߯䆒⠽ᴗˈৃҹׂ

ކさˈഄᮍᗻ⊩㾘㸠ᬓ㾘ゴᰃᑨᔧᥦ䰸Ā⊩āⱘ㣗ೈПⱘˈؐᕫ㗗㰥ⱘᰃ㸠ᬓ⊩㾘ᑨ

ℷ㒱ᇍ⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘˈ࣪ۉᆍᯧϢ⼒Ӯ⦄ᅲ⫳⌏Ⳍ䗖ᑨˈᰃᓹ㸹⠽ᴗゟ⊩ϡˈܼع㾷އᅲ

ᔧᗢḋᅝᥦǄ䙷Мˈᇚ⠽ᴗ⊩ᅮЁⱘĀ⊩āҙ䰤ᅮѢ⣁Нⱘ⊩ᕟ៥ᰃ৺ཹᔧਸ਼˛

䰙䯂乬ⱘৃ㸠ᮍᓣˈৠᯊгヺড়ৌ⊩㾷䞞Ꮉⱘ㊒⼲ǄेՓ៥ᓎゟ䍋ⱘ⠽ᴗ⊩ᕟᴀࠊ

ヨ㗙䅸Ўˈ៥⦄㒣⌢থሩᕜᖿˈᔧџҎ߽⫼⠽ⱘᮍᓣ᮹䍟ࡴᴖ࣪ˈ㗠⊩ᕟ㾘

ᑺˈৌ⊩㾷䞞ҡৃ៤Ў߯䆒⠽ᴗⱘϔ⾡ᮍᓣǄ10

ᅮⱘ⠽ᴗ㉏ൟ᳝䰤ˈ⠽ᴗ⊩г≵᳝䆒㕂㾷އ⠽ᴗ⊩ᅮЏН㨑ৢѢ⼒Ӯᅲ䏉ⱘ᳝ᬜ⏴䘧ˈࡴݡ

2007 ᑈ 3 ᳜ 29 ᮹ᯊӏ᳔催Ҏ⇥⊩䰶䰶䭓㙪ᡀ㸼⼎ˈ⠽ᴗ⊩乕Ꮧᅲᮑৢˈ⾡ᮄ䯂乬г

Ϟ៥ⱘ㒣⌢ㅵ⧚ԧࠊՓᕫ㸠ᬓ⊩㾘㸠ᬓ㾘ゴ㒣⌢⫳⌏ЁথⴔᵕЎ䞡㽕ⱘ⫼ˈϡᡓ

ᇚᅵ߸Ё⍠⦄ˈ᳔催Ҏ⇥⊩䰶ᇚ䗖ᯊࠊᅮⳌ݇ৌ⊩㾷䞞Ǆ11䰸њҞৢᇚ䩜ᇍǉ⠽ᴗ⊩Ǌࠊ

䅸㸠ᬓ⊩㾘㛑߯䆒⠽ᴗᰃϡ⦄ᅲⱘǄབ݇Ѣᓎ䆒⫼ഄՓ⫼ᴗ⠽ᴗ⊩Ёᑊ㾘ᅮ݊ᳳ䰤ˈ
݊ᅗ᠔䇧ⱘ⣁Нⱘ⊩ᕟг≵᳝㾘ᅮˈҙǉ᳝ഄՓ⫼ᴗߎ䅽䕀䅽᱖㸠ᴵ՟Ǌᴵ㾘ᅮˈ

8
9
10

4
5
6
7

খ㾕የᓎ䖰˖ǉ⠽ᴗ˖⫳䭓Ϣ៤ൟǊˈЁҎ⇥ᄺߎ⠜⼒ˈ 16 义Ǆ
䚥⥝⊶˖ǉ⇥⊩⠽ᴗǊˈৄϝ⇥кሔ 1982 ᑈׂ䅶Ѡ⠜ˈ2002 ᑈ 9 ᳜ॄࠋˈ 16 义Ǆ
খ㾕[᮹]ϝ╈ֵϝ˖ǉ⠽ᴗ⊩ᦤ㽕Ǌˈᄭ㢇䆥ˈЁᬓ⊩ᄺߎ⠜⼒ 2004 ᑈ⠜ˈ 15 义Ǆ
খ㾕[᮹]』ᴀ⋟Пࡽ˖ǉ⇥⊩噝⠽ᴗǊˈ䴦ᵫк䰶ᮄ⼒ 1983 ᑈ⠜ˈ 52 义Ǆ

59−3･4−121 (名城 '10)

খ㾕⥟߽ᯢ˖
ǉ⠽ᴗ⊩ⷨおǊ
ˈЁҎ⇥ᄺߎ⠜⼒ 2002 ᑈ⠜ˈ 78 义Ǆ
የᓎ䖰˖
ǉ⠽ᴗ˖⫳䭓Ϣ៤ൟǊ
ˈЁҎ⇥ᄺߎ⠜⼒ˈ 17 义Ǆ
ᵫᯁ䳲˖
ǉ⠽ᴗࠊᑺϢᬜ⥛ⷨおǊ
ˈ࣫ҀˈҎ⇥⊩䰶ߎ⠜⼒ 2005 ᑈ 3 ᳜ 1 ⠜ˈ 82ˉ83 义Ǆ



ϡ䖛ᕜ᳝ᛣᗱⱘᰃˈ⬅᳔催Ҏ⇥⊩䰶㒘㒛㓪ⱘݭ⠽ᴗ⊩䞞НкЁˈコ✊ᯢ⹂䅸Ўˈ⠽ᴗ⊩ᅮⱘĀ⊩āϡ

ࣙᣀ⊩㾘ǃৌ⊩㾷䞞дᛃ⊩Ǆখ㾕咘ᵒ᳝Џ㓪˖ǉǇЁढҎ⇥݅⠽ᴗ⊩ǈᴵ᭛⧚㾷Ϣ䗖⫼Ǌˈ 
义Ǆ

( 46 )

( 47 )

(名城

'10)
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特別講演

ᅮⱘৌ⊩㾷䞞ˈ⦄᳝ⱘ᳔催Ҏ⇥⊩䰶থᏗⱘ݊Ҫৌ⊩㾷䞞ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ≵᳝ᯢ⹂ߎ㾘ᅮ

⾡⠽ᴗ݇㋏ᕫձдᛃ⊩߯䆒ⱘ䆱ˈेՓᣕ৺ᅮ䇈ⱘᇮᆑ⫳ܜг䅸Ўˈ㞾䴲ϡ䆌Ǆ19៥ǉ⠽

ⱘџ乍Ёҡ✊᳝⊩ᕟᬜˈᰃण䇗ǉ⠽ᴗ⊩ǊϢ݊Ҫ䚼䮼⊩ⱘѸঝ㾘ᅮⱘձǄ

ᴗ⊩Ǌ 85 ᴵ㾘ᅮˈĀ⊩ᕟǃ⊩㾘ᇍ໘⧚Ⳍ䚏݇㋏᳝㾘ᅮⱘˈձ✻݊㾘ᅮ˗⊩ᕟǃ⊩㾘≵

6ǃ⠽ᴗ⊩ᅮˈᰃ৺Ӯձдᛃ㗠ᅮ˛

᳝㾘ᅮⱘˈৃҹᣝ✻ᔧഄдᛃǄā˄ℸдᛃˈヨ㗙⿄ПЎ亢֫дᛃ˅˗ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 116

дᛃ㛑৺߯䆒⠽ᴗᰃϔϾ乛᳝ѝ䆂ⱘ䯂乬Ǆ⬅Ѣᄺ⬠ᇍѢ⠽ᴗ⊩ᅮⱘ⹀ۉᗻϔⳈ䛑᳝䄺

ᴵ 2 ℒ㾘ᅮˈĀ⊩ᅮᅇᙃˈᔧџҎ᳝㑺ᅮⱘˈᣝ✻㑺ᅮপᕫ˗≵᳝㑺ᅮ㗙㑺ᅮϡᯢ⹂ⱘˈ

ᚩˈгϔⳈᇏ∖дᛃдᛃ⊩ᇍѢ⠽ᴗ⊩ᅮⱘ⿃ᵕ䇗ᭈˈℸ᮹ᴀ⦄ߎৢܜњдᛃ⊩ࣙ
12

ᣝ✻ѸᯧдᛃপᕫāǄৃҹ䇈ˈ៥ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 85 ᴵ 116 ᴵ 2 ℒⱘ㾘ᅮˈՓ亢֫

䇈дᛃ⊩⠽ᴗ᳝䰤ᡓ䅸䇈ˈҹᇍ⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘ⹀ۉᗻ䖯㸠㓧Ǆ ៥⇥⊩ᄺ⬠݇

дᛃѸᯧдᛃ៤Ўњ㾘㣗Ⳍ䚏݇㋏⊩ᅮᅇᙃⱘձǄᤶ㿔Пˈдᛃࡽ׳Ѣ䖭ϸϾ⊩ᴵ

Ѣдᛃ⊩㛑৺៤Ў⠽ᴗ⊩ᅮПĀ⊩āˈᄺ㗙ग़ᴹ㾕ҕ㾕ᱎˈϔⳈ䖘Ҟ᮴ᅮ䆎Ǆ13ग़Ϟ᳝ҹ

Ўㅵ䘧ˈ䖯ܹњ⊩ᕟˈথ݊䇗ᭈࡳ㛑ˈᓹ㸹⠽ᴗ⊩ᅮⱘϡ䎇Ǆ

ᇮᆑ⫳ܜЎҷ㸼ⱘ৺ᅮ䇈ҹ߬ᖫᭁ⫳ܜЎҷ㸼ⱘ㚃ᅮ䇈Ǆ

ᑨᔧ䅸Ўˈ⊩ᕟⱘℸ⾡㾘ᅮҙҙᡓ䅸њдᛃⱘЎⳌ䚏݇㋏⊩ᅮᅇᙃⱘ㾘㣗ձˈ䳔

ᇮᆑ⫳ܜ䅸ЎˈḍЁढ⇥⇥⊩ 1 ᴵˈ䖯㸠㾷䞞ˈ᠔䇧Ā⊩ᕟāᑨϡࣙᣀдᛃ⊩
14

㽕⊼ᛣⱘᰃˈдᛃϢдᛃ⊩ᰃϡৠⱘὖᗉǄдᛃ⊩Ў⊩ᕟ⏞⑤ˈ䳔㽕ҹϟࠡᦤ˖ϔˈ

ݙǄ ߬ᖫᭁ߭⫳ܜ䅸Ўˈ៥䖑䯨ˈഄдᇮ⅞ᓖˈ㢹ࠊᅮϔ⾡᱂䗮⇥⊩ˈᖙ䲒ሑ

ᖙ乏ᰃ⊩ᕟᇍѢⳌ݇ⱘ䯂乬≵᳝ᯢ⹂ⱘ㾘ᅮǄ⊩ᕟ᳝ᯢ⹂㾘ᅮⱘᯊˈᑨᔧ䗖⫼⊩ᕟǄ

ড়ѢഄП㒣⌢⢊ᗕǄϨ៥⇥⊩㞾乕㸠ҹᴹˈ᳝ゟ⊩⧚⬅к݀ᏗˈᇍѢ⇥⊩ 757 ᴵ᠔䕑

Ѡˈᖙ乏᳝ゟ⊩ৌ⊩ᇍдᛃⱘᓩ⫼Ǆгህᰃ䇈ˈᖙ乏ᰃ⊩ᕟǃ㸠ᬓ⊩㾘ৌ⊩㾷䞞䅸ৃ

Ā݊Ҫ⊩ᕟāϔ䇁ˈᰃ৺ᑨҹऩ㒃ᣛ᭛Н㾷䞞ҙᣛࠊᅮ⊩ϔ乍㗠㿔ˈѺሲϔ⾡㾷䞞䯂乬ˈᴀ

Ⳍ݇䯂乬Ϟৃҹ䗖⫼дᛃǄϝˈдᛃᖙ乏ᰃডᅲ㸠㗠ϨЎϔᅮ㣗ೈҎӀ᠔᱂䘡䙉ᅜⱘˈ

15

ϡོপᑓН㾕㾷ˈᇚдᛃ⊩ࣙݙǄ 䚥⥝⊶⫳ܜг䅸Ўˈ⠽ᴗ⊩ᅮЏН䖛Ѣ⹀࣪ˈ䲒ҹ

Ϩϡᕫ䖱㚠݀ᑣ㡃֫Ǆ

䗖ᑨ⦄ᅲ⼒Ӯ㒣⌢ПথሩˈѢдᛃϞ㛑᳝䗖ᅰⱘ݀⼎ᮍ⊩Пᖗ⠽ᴗП⫳៤ˈ㞾ϡོќҹᡓ

㓐Ϟˈヨ㗙䅸Ўˈᇍ⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘĀ⊩āᑨҢᆑ㾷䞞ˈᑨ䅸ЎϡҙࣙᣀܼҎঞ݊

䅸ǄৠᯊˈᮻдᛃП⠽ᴗˈ㱑ϡড়⦄㸠⊩П㾘ᅮˈ㗠㹿ᢍ✲ˈԚ㸠П㞾㢹㗙ˈѺ䴲᮴᳝ˈ

ᐌࡵྨਬӮ乕Ꮧⱘᴀ⊩ᕟˈ䖬ᑨࣙᣀ㸠ᬓ⊩㾘ǃৌ⊩㾷䞞ˈ䗖ᔧⱘᴵӊϟ㒭ќдᛃ⊩䗖

ᇍℸ⾡⼒Ӯџᅲˈ㢹㒱ᇍϹᅜ⠽ᴗ⊩ᅮЏН㗠ϡќᡓ䅸ˈ߭⊩ᕟᇚϡܡϢ⼒Ӯ㜅㡖ˈ㢹コ㾚

ᔧⱘ㾘㣗ഄԡˈՓ⠽ᴗ⊩᳝䗖ᑺⱘᓔᬒᗻҹ䗖ᑨ㒣⌢⫳⌏থሩⱘ䳔㽕Ǆ20

㢹᮴ⵍˈϡࡴৃ৺ˈ߭জᇚ䌏Ҏҹ㘇ⲫ䪗П䅹Ǆ16

˄Ѡ˅ ⠽ᴗ⊩ᅮˈᅮҔМ˛

៥ᔧҷᄺ㗙᳝ᮁ✊৺ᅮдᛃ⊩Ў⠽ᴗ⊩ᅮП⊩⑤㗙ˈ䅸ЎབᇍĀ⊩āᑓН㾷䞞ˈ⠽
17

े⠽ᴗ⊩ᅮᮼᇍ⠽ᴗⱘાѯᮍ䴶䖯㸠䰤ᅮǄ⧚䆎Ϟ≵᳝ѝ䆂ⱘᰃ⠽ᴗⱘ⾡㉏ǃݙᆍ䴲

ᴗ⊩ᅮЏНⱘᘏؐᇚᕜ䲒ᅲ⦄Ǆ г᳝ᬃᣕдᛃ⊩߯䆒⠽ᴗ㗙ˈ䅸Ў㢹Ϲ㢯䌃ᕏ⠽ᴗ⊩ᅮЏ

ձ⊩ᕟ㾘ᅮϡᕫ㞾⬅߯䆒Ǆ

Нˈ᳝ᯊӮᇚᅲ䰙Ϟ᱂䘡ᄬⱘԚ⊩᮴ᯢ᭛ⱘ⠽ᴗ㉏ൟ㾚Ў䴲⊩Ǆ䖭᮶䲒ҹ㹿ҎӀ᠔ফˈ

ǃ⠽ᴗⱘ⾡㉏⊩ᅮ

জϡ߽Ѣ⼒Ӯ⾽ᑣⱘ〇ᅮǄℸˈ៥Ӏϡᅰᅜ⠽ᴗ⊩ᅮЏН᠔㿔П“⊩”䴲៤᭛⊩ϡৃⱘ㾖

⠽ᴗⱘ⾡㉏⊩ᅮˈᰃᣛᔧџҎϡᕫ㞾⬅߯䆒⊩ᕟ᠔ϡ䅸䆌ⱘᮄ⠽ᴗ㉏ൟˈг⿄㉏ൟᔎࠊ

ᗉǄ݊ᅲˈϔᅮᴵӊϟᡓ䅸дᛃ߯䆒⠽ᴗˈヺড়ҎӀⱘ䅸䆚㾘ᕟˈヺড়㒣⌢݇㋏⊩ᕟ࣪ⱘ

˄7\SHQ]ZDQJ˅Ǆ՟བˈ䆒ᅮϡࡼѻ䋼ᴗˈህϢ៥⦄㸠⠽ᴗ⊩㾘ᅮⳌᙪˈϡ䆎៥ǉ⠽ᴗ

䖛Ǆ18

⊩Ǌ䖬ᰃǉᢙֱ⊩Ǌˈ䛑া㾘ᅮњࡼѻ䋼ᴗᴗ߽䋼ᴗǄ

ሑㅵᇍѢдᛃ⊩㛑৺៤Ў⠽ᴗ⊩ᅮⱘձˈ㟇Ҟҡᄬ᳝ѝ䆎ˈ⡍߿ᰃᔧࠡ៥⇥џᅵ

ǃ⠽ᴗⱘݙᆍ⊩ᅮˈ

߸߯䗴ᗻϡ䎇ⱘᯊҷˈҎӀᇍѢԩЎдᛃ⊩ᇮᄬᕜ䅸䆚ߚ℻ǄԚᰃˈབᵰҹ⊩ᕟ㾘ᅮᶤ
12

খ㾕䰜ढᕀ˖ǉ⠽ᴗ⊩ॳ⧚Ǌˈᆊ㸠ᬓᄺ䰶ߎ⠜⼒ 1998 ᑈ⠜ˈ 75ˉ76 义˗ṕ᯳ǃ䰜ढᕀ˖
ǉ⠽ᴗ
⊩Ǌ˄ಯ⠜˅ˈ⊩ᕟߎ⠜⼒ 2007 ᑈ 6 ᳜ˈ 48 义Ǆ
13
ṕ᯳ǃ䰜ढᕀ˖ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ˄ಯ⠜˅
ˈ⊩ᕟߎ⠜⼒ 2007 ᑈ 6 ᳜ˈ 47-48 义Ǆ
14
ᇮᆑ˖ǉ⠽ᴗ⊩䆎ǊˈЁᬓ⊩ᄺߎ⠜⼒ 2000 ᑈ⠜ˈ 13 义Ǆ
15
খ㾕߬ᖫᭁ˖
ǉ⇥⊩⠽ᴗǊϞोˈѠゴѠ㡖ˈ䕀ᓩ㞾䚥⥝⊶˖
ǉ⇥⊩⠽ᴗǊˈϝ⇥кሔ  ᑈׂ䅶Ѡ
⠜ˈ ᑈ  ᳜ॄࠋˈ  义Ǆ
16
䚥⥝⊶˖ǉ⇥⊩⠽ᴗǊˈϝ⇥кሔ  ᑈׂ䅶Ѡ⠜ˈ ᑈ  ᳜ॄࠋˈ  义
17
⏽Ϫᡀǃᒪ⛩˖ǉ⠽ᴗ⊩䗮䆎ǊˈҎ⇥⊩䰶ߎ⠜⼒ 2005 ᑈ 1 ⠜ˈ 67 义Ǆ
18
የᓎ䖰˖ǉ៥⠽ᴗ⊩ᑨ䗝পⱘ㒧ᵘॳ߭Ǌˈ
ǉ⊩ࠊϢ⼒ӮথሩǊ1995 ᑈ 3 ᳳǄ
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( 48 )

⠽ᴗݙᆍ⊩ᅮˈᰃᣛᔧџҎϡᕫ߯䆒Ϣ⊩ᅮ⠽ᴗݙᆍⳌᓖⱘ⠽ᴗˈг⿄㉏ൟᅮ
˄7\SHQIL[LHUXQJ˅Ǆ՟བˈ䆒ᅮϡ䕀⿏ऴ᳝ⱘࡼѻ䋼ᴗǃ䕀⿏ᷛⱘ⠽ऴ᳝ⱘᢉᢐᴗㄝˈഛ
Ϣǉ⠽ᴗ⊩Ǌ݇Ѣࡼѻ䋼ᴗ乏䕀⿏ऴ᳝ˈᢉᢐᴗϡ䕀⿏ᷛⱘ⠽ऴ᳝ⱘ㾘ᅮⳌᙪǄ

19
20

ᇮᆑ˖
ǉ⠽ᴗ⊩䆎Ǌ
ˈЁᬓ⊩ᄺߎ⠜⼒ 2000 ᑈ⠜ˈ 13 义Ǆ
খ㾕ᵫᯁ䳲˖
ǉ⠽ᴗࠊᑺϢᬜ⥛ⷨおǊ
ˈ࣫Ҁ˖Ҏ⇥⊩䰶ߎ⠜⼒ 2005 ᑈ 3 ᳜ 1 ⠜ˈ 83ˉ84 义Ǆ

( 49 )

(名城

'10)
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៥ǉ⠽ᴗ⊩Ǌᴵ㾘ᅮˈĀ⠽ᴗⱘ⾡㉏ݙᆍˈ⬅⊩ᕟ㾘ᅮāǄҢ᭛Н㾷䞞ⳟгা

䆄ᇍᡫ㽕ӊᬍЎ៤ゟ㽕ӊǄ՟བˈᇍѢഄᕍᴗⱘ䆒ゟˈǉ⠽ᴗ⊩Ǌᴵ㾘ᅮˈĀഄᕍᴗ

ᰃҹϞ⠽ᴗ⾡㉏⠽ᴗݙᆍϸϾᮍ䴶䳔㽕⊩ᅮǄԚᰃᄺ㗙ӀᇍѢ⠽ᴗ⊩ᅮⱘԧ㣗ೈैᣕ᳝

㞾ഄᕍᴗড়ৠ⫳ᬜᯊ䆒ゟǄᔧџҎ㽕∖ⱏ䆄ⱘˈৃҹⱏ䆄ᴎᵘ⬇䇋ഄᕍᴗⱏ䆄˗㒣ⱏ䆄ˈ

ϡৠⳟ⊩Ǆ᳝ᄺ㗙䅸Ўˈ⠽ᴗ⊩ᅮ䰸њ⾡㉏ݙᆍ⊩ᅮˈ䖬ࣙᣀ⠽ᴗⱘᬜ⠽ᴗⱘ݀⼎ᮍ

ϡᕫᇍᡫᛣϝҎāǄབᵰᔧџҎഄᕍᴗড়ৠ㑺ᅮˈĀᴀড়ৠҙ᳝؎ᴗПᬜˈᕙࡲ



⊩ Ǆ᳝ᄺ㗙䅸Ўˈ⠽ᴗࠊᑺЁ݊ᅗ䞡㽕џ乍гᑨ᳝⊩ᅮᗻˈԧࣙᣀ⠽ᴗⱘᬜǃ⠽ᴗ


⧚ⱏ䆄㓁ৢᮍৃѻ⫳⠽ᴗᗻഄᕍᴗⱘᬜāǄབ㢹᳝ℸ㑺ᅮˈᰃ৺ӮϢǉ⠽ᴗ⊩Ǌ

ⱘপᕫᮍᓣ⠽ᴗⱘ݀⼎ᮍᓣ Ǆ⫮㟇᳝ᄺ㗙䅸Ў⠽ᴗ⊩ᅮॳ߭ᰃᣛĀ⠽ᴗⱘ㉏ൟǃ㉏⠽

ᴵⱘ㾘ᅮϡヺ㗠᮴ᬜਸ਼˛ᰒ✊ϡ㛑ˈ⊩ᕟাᰃ㒭ᔧџҎ䆒ᅮ᳔Ԣⱘ䰤ᑺˈ⊩ᅮПⱚ㞾⊏П

ᴗⱘݙᆍǃᬜǃপᕫǃ⿏䕀ǃবҹঞ⠽ᴗⱘ݀⼎ᮍ⊩ǃֱᡸᮍ⊩ㄝˈഛ⬅⊩ᕟ㾘ᅮāǄ

ぎ䯈гʽ



䖬䙷Мˈࠄᑩᑨ䆹བԩ⬠ᅮ⠽ᴗ⊩ᅮⱘ㣗ೈਸ਼˛

জབˈǉ⠽ᴗ⊩Ǌᴵ㾘ᅮˈĀ㠍㠊ǃ㟾ぎ఼ᴎࡼ䔺ㄝ⠽ᴗⱘ䆒ゟǃবǃ䕀䅽

ヨ㗙Ѻ䅸Ўˈ⠽ᴗ⊩ᅮᑨϡҙҙ䰤Ѣ⾡㉏ݙᆍˈԚᰃヨ㗙䅸Ў⠽ᴗᬜৃҹ㒇ܹࠄ⠽
ᴗݙᆍᔧЁˈ᠔䇧⠽ᴗࠊᑺⱘ݊ᅗ䞡㽕џ乍ˈৃҹড়ᑊЎҹϟϸ乍˖

⍜♁ˈ㒣ⱏ䆄ˈϡᕫᇍᡫᛣϝҎǄā䆒㢹⬆Эфप≑䔺ϔ䚼ˈᣝℸ㾘ᅮ⬆ᇚ䆹≑䔺Ѹ
Ҭ㒭Эे䕀⿏᠔᳝ᴗˈাᰃϡ㛑ᇍᡫџৢজⱏ䆄䆒ᅮᢉᢐᴗⱘϡⶹᚙⱘϝҎˈ䖭ᰃᇍ䆹ᴵ

ǃ⠽ᴗবࡼⱘᴵӊ⊩ᅮ

ⱘℷ⹂⧚㾷ǄԚᰃˈབᵰ⬆Эфपড়ৠкЁ⏙Ἦഄ㑺ᅮˈेՓ⬆ѸҬ≑䔺гᑊϡ䕀⿏᠔᳝

᠔䇧⠽ᴗবࡼⱘ㽕ӊ⊩ᅮˈᰃᣛ⠽ᴗⱘѻ⫳ǃব⍜♁ⱘᴵӊˈ㽕⬅⊩ᕟᴹ㾘ᅮˈᔧ

ᴗˈ䳔ᕙࡲ⧚䖛᠋㓁ৢᮍ䕀⿏᠔᳝ᴗѢЭǄབℸ㑺ᅮˈおコԩᯊ䕀⿏᠔᳝ᴗ˛ᔧџҎᰃ৺

џҎϡᕫӏᛣ߯䆒Ǆ䖭݊Ёࣙᣀϡࡼѻ⠽ᴗⱏ䆄ࡼѻ⠽ᴗऴ᳝˄ǉ⠽ᴗ⊩Ǌᴵ˅䖭ḋ

ৃҹ㑺ᅮ㗠ᬍব⊩ᕟП㾘ᅮ˛ᔧ✊ḍĀ⊩ᅮПⱚ㞾⊏Пぎ䯈āˈ⊩ᕟ㾘ᅮⱏ䆄Ўᇍᡫ㽕

᳔ᴀⱘ⠽ᴗ݀⼎ᮍᓣ⊩ᅮݙǄ՟བˈᣝ✻ǉ⠽ᴗ⊩Ǌᴵⱘ㾘ᅮˈϡࡼѻ⠽ᴗⱘ䆒ゟǃ

ӊ㗙ˈᔧџҎ㞾ৃḍ䳔㽕ᑊ㒣णଚ㗠ᦤ催݊㽕∖Ў៤ゟ㽕ӊǄ

বǃ䕀䅽⍜♁ˈ㒣ձ⊩ⱏ䆄ˈথ⫳ᬜ˗㒣ⱏ䆄ˈϡথ⫳ᬜǄेབℸ㾘ᅮˈ䆒㢹ᔧ

ǃ⠽ᴗֱᡸⱘᮍᓣ⊩ᅮ

џҎ⬆ЭП䯈фप᠓ሟˈ䆹᠓ሟфपড়ৠЁ㑺ᅮˈᴀড়ৠㅒ䅶ৢфফҎЭҬℒП᮹䍋ˈ᮴

ᇍѢ⠽ᴗⱘֱᡸᮍᓣЏ㽕㾘ᅮϝゴˈԚϡ䰤Ѣϝゴˈԧ⠽ᴗ㉏ൟЁгߚ߿᳝

乏ࡲ⧚᠓ሟⱏ䆄ˈфফҎЭेৃপᕫ᠓ሟП᠔᳝ᴗǄ䖭⾡㑺ᅮ⬅ѢϢ⠽ᴗ⊩㾘ᅮⳌᢉ㾺ˈे

݇Ѣ⠽ᴗֱᡸᮍᓣⱘ㾘ᅮǄ՟བˈḍǉ⠽ᴗ⊩Ǌᴵℒⱘ㾘ᅮˈ⍂ࡼᢉᢐᴗҎĀϡ

ՓߎपҎ⬆㿔Пߓߓˈџৢབ㢹⬆ݡᇚ䆹᠓ሟߎपѢϭˈᑊࡲ⧚䖛᠋ⱏ䆄㓁ˈ߭ϭপᕫ

ᕫᇍᡫℷᐌ㒣㧹⌏ࡼЁᏆᬃҬড়⧚Ӌℒᑊপᕫᢉᢐ䋶ѻⱘфফҎāǄ䖭ᅲ䰙Ϟᰃ৺ᅮњ⍂ࡼ

᠔᳝ᴗˈЭϡৃҹ݊Ϣ⬆ⱘ㑺ᅮᴹᬍব⊩ᕟⱘ㾘ᅮǄ

ᢉᢐⱘ䗑ঞᬜˈᔧџҎѺϡᕫҹ㑺ᅮ㗠䌟ќ⍂ࡼᢉᢐҹ䗑ঞᬜǄ᠔ҹˈ⠽ᴗおコԩ

ৠḋˈḍǉ⠽ᴗ⊩Ǌᴵⱘ㾘ᅮˈĀ䆒ゟᓎ䆒⫼ഄՓ⫼ᴗⱘˈᑨᔧⱏ䆄ᴎᵘ⬇
䇋ᓎ䆒⫼ഄՓ⫼ᴗⱏ䆄ˈᓎ䆒⫼ഄՓ⫼ᴗ㞾ⱏ䆄ᯊ䆒ゟāҹঞᴵⱘ㾘ᅮĀᓎ䆒⫼ഄՓ

⾡ֱᡸᮍᓣˈা㛑⬅⊩ᕟᴹ㾘ᅮˈᔧџҎϡৃҹ㑺ᅮᴹᬍব⊩ᕟᏆ㒣䌟ќ⡍ᅮ⠽ᴗⱘֱᡸᮍ
ᓣǄ

⫼ᴗ䕀䅽ǃѦᤶǃߎ䌘㗙䌴Ϣⱘˈᑨᔧⱏ䆄ᴎᵘ⬇䇋বⱏ䆄āˈৃⶹˈϡ䆎ᰃϔ

ҹϞ៥Ӏ䅼䆎њ⠽ᴗ⊩ᅮ䰸њ⾡㉏⊩ᅮݙᆍ⊩ᅮˈ⠽ᴗⱘবࡼᴵӊֱᡸᮍᓣгᑨ

㑻Ꮦഎ˄ᓎ䆒⫼ഄՓ⫼ᴗⱘߎ䅽˅䖬ᰃѠ㑻Ꮦഎ˄ᓎ䆒⫼ഄՓ⫼ᴗⱘ䕀䅽˅㦋পᓎ䆒⫼ഄՓ

ᰃ⊩ᅮⱘǄԚᰃ៥ǉ⠽ᴗ⊩Ǌᴵ㾘ᅮˈĀ⠽ᴗⱘ⾡㉏ݙᆍˈ⬅⊩ᕟ㾘ᅮāˈҢ᭛Н

⫼ᴗˈ䛑䳔㽕ҹࡲ⧚ⱏ䆄ЎˈޚᔧџҎⱘ㑺ᅮϡৃҹᇍᡫ⊩ᕟⱘ㾘ᅮǄ

Ϟⳟˈ≵᳝݇Ѣ⠽ᴗⱘবࡼᴵӊֱᡸᮍᓣⱘ㾘ᅮˈ≵ׂ᳝ᬍ⊩ᕟПࠡˈ៥Ӏা㛑ᇚ⠽ᴗ

П᠔ҹ㽕∖⠽ᴗবࡼⱘᴵӊ⊩ᅮˈህᰃЎ⠽ᴗПবࡼᇍѢᔧџҎѸᯧᅝܼˈഛ᳝䞡
ᕅડǄབϡ⊩ᅮˈ᮶᮴⊩ֱᡸᴗ߽ҎˈгӮ⠽ᴗবࡼᣝ✻⊩ᅮ㽕∖䖯㸠݀⼎㗠ᕅડѸ

ⱘবࡼᴵӊֱᡸᮍᓣ㾷䞞Ў⠽ᴗⱘݙᆍˈ䗮䖛ᇍ⠽ᴗݙᆍ⊩ᅮⱘᆑ⊯㾷䞞ˈҹ䖒㟈Ā⊩ݙ


∖⊩āⱘᬜᵰǄ 

ᯧᅝܼǄ
ԚᰃˈᇍѢ⠽ᴗবࡼᴵӊⱘ⊩ᅮˈᑊ䴲Ϲ㢯ǄᇍѢ⠽ᴗ⊩㾘ᅮⱏ䆄៤ゟ㽕ӊ㗙ˈᔧџҎ
㞾✊᮴㞾⊏ПԭഄǄ✊㢹⊩ᕟ㾘ᅮⱏ䆄ҙЎᇍᡫ㽕ӊ㗙ˈᔧџҎ㞾ৃҹ㑺ᅮᬍব⊩ᅮˈᇚⱏ


⥟߽ᯢ˖ǉ⠽ᴗ⊩䆎Ǌˈ  义Ǆ⥟߽ᯢ˖ǉ⠽ᴗ⊩ᅮॳ߭Ǌˈ
ǉ࣫ᮍ⊩ᄺǊ ᑈ  ᳳǄ
খ㾕ֱ߬⥝˖ǉ⠽ᴗ⊩ᄺǊˈЁ⊩ࠊߎ⠜⼒  ᑈ⠜ˈ  义Ǆ
㚵ᖫ߮˖ǉϡࡼѻ⠽ᴗᮄ䆎Ǌˈᄺᵫߎ⠜⼒  ᑈ⠜ˈ  义Ǆ

⬅Ѣ⠽ᴗⱘবࡼ㽕ӊֱᡸᮍᓣ↩コϡৠѢ⠽ᴗⱘݙᆍˈ㗠Ѡ㗙ᴀ䑿ϔᅮⱘᑺϞ᳝⊩ᅮᗻˈ᠔ҹҢ

Ā⠽ᴗⱘ⾡㉏ݙᆍㄝ⬅⊩ᕟ㾘ᅮāˈϔϾĀㄝāᄫ㒭ᄺ㗙ⱘ㾷䞞⬭ߎњぎ䯈Ǆᔧ✊ˈⳂࠡা㛑Ң㾷䞞䆎



ⱘゟഎˈᇚ⠽ᴗⱘবࡼᴵӊֱᡸᮍᓣ㒇ܹࠄ⠽ᴗݙᆍ⊩ᅮⱘ㣗⭈ЁএǄ



59−3･4−117 (名城 '10)



ゟ⊩䆎ⱘ㾦ᑺᴹⳟˈᴹ⠽ᴗ⊩ׂ䅶ᯊᅰᇚ݊Ϣ⠽ᴗⱘ⾡㉏ݙᆍᑊ߫㗠㕂Ѣ⊩ᅮⱘ㣗ೈˈݙ㗙㾘ᅮˈ

( 50 )

( 51 )

(名城

'10)

59−3･4− 116

清華大学・名城大学交流協定締結 10 周年記念

特別講演

݊ᅲˈݙᆍ⊩ᅮЁⱘĀݙᆍāᰃϔϾ㊞ⱘὖᗉǄ⠽ᴗ⊩ᅮḚᶊⱘݙ⠽ᴗݙᆍˈህᰃ⠽

՟བˈᔧџҎ䆒ᅮᇚᢉᢐ⠽⿏䕀ᢉᢐᴗҎऴ᳝ⱘᢉᢐᴗˈᢉᢐ⠽ⱘ䕀⿏ऴ᳝Ϣǉ⠽ᴗ⊩Ǌ

ᴗ⊩ᇍ↣㉏⠽ᴗⱘ㾘㣗ݙᆍˈ݊Ёᔧ✊ࣙ⠽ᴗⱘ䆒ᅮǃবࡼǃᬜֱᡸㄝ㾘߭Ǆˈ

ᴵϡ䕀⿏ᇍᢉᢐ⠽ⱘऴ᳝ⱘ㾘ᅮⳌᙪˈԚ䖭াᇐ㟈䆹䕀⿏ऴ᳝ⱘ㸠Ў᮴ᬜˈᢉᢐҎৃ

⠽ᴗ⊩㾘㣗Нҹⱘݙᆍгϡ㛑⬅ᔧџҎࡴҹ㑺ᅮˈ৺߭ህ㾚Ўᇍ⠽ᴗ⊩ᅮݙᆍⱘ䖱ডǄ

ҹ㋶ಲᢉᢐ⠽ˈ㗠ᢉᢐᴗⱘ䆒ᅮᴀ䑿䖬ᰃ᳝ᬜⱘǄ

བ䇶ܼ⫳ܜ᠔Вⱘ⿏䕀ऴ᳝ⱘᢉᢐᴗП՟˖⬅Ѣ⊩ᕟ㾘ᅮњᢉᢐᴗϡ⿏䕀ᷛⱘ⠽ⱘऴ᳝ˈ

ݡབˈǉ⠽ᴗ⊩Ǌ186ᴵ⽕ℶᔧџҎ㑺ᅮĀ⌕ᢉᢐ㑺ℒāˈे؎ࡵሹ㸠ᳳሞ⒵Пࠡ

ᔧџҎⱘ㑺ᅮ⬅؎ᴗҎऴ᳝ᷛⱘ⠽㞾✊䍙䖛䆹ᴵ㾘㣗ⱘ䇁Нᇘ㣗ೈˈ㒧䆎ህᰃѢ⊩ϡড়Ǆ

ϡ㛑㑺ᅮ؎ࡵҎϡሹ㸠ࠄᳳ؎ࡵᯊᢉᢐ䋶ѻᔦ؎ᴗҎ᠔᳝ǄབᵰᔧџҎ䆒ᅮℸ⾡⌕ᢉᢐ㑺ℒ



ⱘᢉᢐᴗˈᑊϡЎ䖱ড⠽ᴗ⊩ᅮⱘݙᆍ⊩ᅮ㗠ᕏᑩ᮴ᬜˈⳌডˈҙ䆹⌕ᢉᢐ㑺ℒ᮴ᬜˈᢉ

᳝ᄺ㗙䖯㗠ᦤߎˈĀ⠽ᴗⱘݙᆍ⊩ᅮᅲ㹿ぎ⋲࣪њˈᅗᅲ䰙Ϟ៤њ㉏⠽ᴗ㒳⥛ⱘ⊩ᕟ㾘

㣗㕸Ǆ⬅ℸ䆎ˈ⠽ᴗ⊩ᅮ⎉ݙЁˈ᳝ᛣНⱘᅲ䰙ᰃ㉏ൟᔎࠊĂĂ⠽ᴗ㉏ൟ㒳乚њϡৠⱘ

ᢐᴗҡ✊᳝ᬜǄ䖭⾡䚼ߚ᮴ᬜⱘᚙމϟˈᖙ乏ᇚϸ䚼ߚऎߚ⏙ἮǄ



㾘㣗ݙᆍāǄ 䖭ѯ䛑䇈ᯢϔϾ䯂乬ˈे⠽ᴗ⊩ᅮЏНЁⱘݙᆍ⊩ᅮᮍ䴶㣗ೈᑊϡ⹂ᅮˈ
Āݙᆍ⊩ᅮā᳝䕗ᔎⱘࣙᆍ㛑ˈᅠܼ㛑⎉Ⲫ⠽ᴗবࡼᴵӊֱᡸᮍᓣㄝџᅰǄ

ǃ⠽ᴗ㱑✊᮴ᬜˈԚ݊㸠Ўབᵰ݊Ҫ⊩ᕟ㸠Ўⱘ㽕ӊˈᔧџҎП䯈ҡ᳝䆹⊩ᕟ
㸠ЎⱘᬜǄ՟བˈ⬆Ϣ䚏ሙЭ䆒ᅮ䚏ҎӬܜ䌁фᴗˈेབᵰЭߎप݊᠓ሟˈ⬆ᇚӬܜ䌁ф

ҹϞⱘ䅼䆎гᓩߎњϔϾ⠽ᴗ⊩ⱘᴀ䯂乬ˈेᇍѢЎᔎ㸠⊩ⱘ⠽ᴗ⊩ˈ᳝᮴⾕⊩㞾

Эⱘ᠓ሟˈᑊѸ㒇ᅮ䞥ϔϛܗǄৢᴹˈЭ≵䙉ᅜ㑺ᅮ㗠ᇚ᠓ᄤप㒭ϭǄ⬆ℸᯊϡ㛑ҹ㑺ᅮⱘ

⊏⫼ⱘぎ䯈˛⠽ᴗ⊩㱑ᰃᔎ㸠⊩ˈԚᰃৠЎ⾕⊩㒘៤䚼ߚⱘ⠽ᴗ⊩ˈгᖙ✊⾕⊩㞾⊏

᠔䇧䚏ҎӬܜ䌁фᴗᴹ㽕∖фফҎϭ䗔᠓ˈЎ៥ǉ⠽ᴗ⊩Ǌϡᡓ䅸䚏ሙӬܜ䌁фᴗЎϔ

ⱘક䋼Ǆৃҹ䇈ˈ⠽ᴗ⊩ᅮ⾕⊩㞾⊏ᰃ㾷䇏ᭈ䚼⠽ᴗ⊩ⱘϸᡞ䞡㽕䩹࣭Ǆབࠡ䗄ߚᵤˈ⊩

⾡⠽ᴗᗻⱘӬܜ䌁фᴗˈՓᕫ⬆ЭП䯈ⱘ䚏ҎӬܜ䌁ф㑺ᅮˈ≵᳝⠽ᴗⱘᬜˈԚ᳝؎ᴗ

ᅮПЗ㞾⊏ⱘぎ䯈ˈ⠽ᴗҎ⊩ᕟܕ䆌ⱘ㣗ೈˈݙҡ✊ৃҹህᶤѯᮍ䴶䖯㸠㞾⬅ⱘ㑺ᅮǄ

ⱘᬜˈे⬆ৃҹЭЏᓴᇍᮍⱘ䖱㑺ˈ㽕∖݊ᡓᢙ䖱㑺䋷ӏᑊৃ㽕∖Эঠס䖨䖬ᅮ䞥Ǆݡ

⠽ᴗ⊩ヺড়⾕⊩ⱘ⡍ᗻˈҡ✊䌃ᕏⴔ⾕⊩㞾⊏ॳ߭ǄᔧџҎ߯䆒⠽ᴗᮍ䴶᳝㞾⊏ぎ䯈ⱘ

བˈℸ⠽ᴗゟ⊩≵᳝㾘ᅮሙԣᴗࠊᑺˈ䙷МབᵰᔧџҎ䆒ᅮњሙԣᴗˈাᰃϡ㛑থ⫳⠽ᴗ

㸼⦄᳝བϟ⚍˖

ϞⱘᬜˈԚҡৃথ⫳؎ᴗ⊩Ϟⱘ⾳䌕ড়ৠᬜˈᔧ✊݊ᳳ䰤ϡᕫ䍙䖛ᑈǄ

ķ⠽ᴗ⊩㚃ᅮњ↣ϾҎ䛑ѿ᳝ᑇㄝ⣀ゟഄপᕫѿ᳝㉏⠽ᴗⱘᴗ߽㛑˗

ǃ⊩ᕟ᮴⡍߿㾘ᅮᯊˈ߭ሲѢ䖱ড⊩ᕟⱘ⽕ℶᗻ㾘ᅮˈᔧ✊᮴ᬜǄ՟བˈ៥ǉ⠽ᴗ

ĸ⠽ᴗ⊩䌟ќᔧџҎ⊩ᅮ⠽ᴗⱘ㣗ೈއݙᅮᰃ৺䆒ᅮ⠽ᴗ݇㋏ǃ䆒ᅮԩ⾡⠽ᴗ݇㋏ǃ
ᰃ৺বࡼ⠽ᴗ݇㋏ҹঞҹԩ⾡ᴵӊবࡼ⠽ᴗㄝ㞾⬅˗

⊩ǊᴵЁ㾘ᅮˈᄺ᷵ⱘᬭ㚆䆒ᮑǃए䰶ⱘए⭫ि⫳䆒ᮑ݊Ҫ⼒Ӯ݀Ⲟ䆒ᮑϡᕫ䆒ᅮ
ᢉᢐˈ䆹ᴵ㱑㾘ᅮ䖱ড䆹㾘ᅮⱘ⊩ᕟᬜᵰˈԚᰃབᵰ᳝Ҏҹᄺ᷵ⱘᬭ㚆䆒ᮑए䰶ⱘए⭫

Ĺ⠽ᴗ⊩⹂䅸њ↣Ͼ⠽ᴗҎ˄ࣙᣀ᠔᳝ᴗҎҪ⠽ᴗҎ˅ⱘᴗ߽ৃҹ㞾⬅ⱘ㸠Փᑊᑨ

ि⫳䆒ᮑㄝ䆒ᅮᢉᢐˈ߭Ӯ䖱ডњ⊩ᕟⱘ⽕ℶᗻ㾘ᅮ㗠ᇐ㟈᮴ᬜǄ

ᔧᕫࠄᇞ䞡ˈҪҎϡᕫ։⢃⠽ᴗҎⱘ⠽ᴗˈϡᕫᑆ⍝⠽ᴗҎ㸠Փᴗ߽˗

ᘏ㒧ᴹⳟˈҢ哧ࢅѸᯧⱘ㾦ᑺˈेՓ䖱ডњ⠽ᴗ⊩ᅮЏНˈ⊩ᕟѺᰃሑৃ㛑Փ᳝݊ᬜˈ

ĺ⠽ᴗ⊩䗮䖛ഄᕍᴗㄝ᳝ᓔᬒᗻݙᆍⱘ⠽ᴗ㉏ൟ㒭ᔧџҎᛣᗱ㞾⊏ᦤկњ䗝ᢽぎ
䯈Ǆ

㛑⠽ᴗ䚼ߚ᳝ᬜˈҙ䖱ড⊩ᕟ䚼ߚ᮴ᬜ˗⹂ᅲϡ㛑থ⫳⠽ᴗᬜⱘˈгৃҹヺড়⊩ᕟ㾘
ᅮⱘᚙމϟ䕀ᤶЎ؎ᴗ˗া᳝ᅲᰃ䖱ডњ⊩ᕟⱘ⽕ℶᗻ㾘ᅮⱘˈᠡՓ݊ᕏᑩ᮴ᬜǄ

˄ϝ˅⠽ᴗ⊩ᅮ˖䖱ড⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘৢᵰབԩ˛



䖱ড⠽ᴗ⊩ᅮЏНᯊˈձᚙމϡৠˈߚ߿থ⫳བϟ⊩ᕟᬜᵰ˖

Ѡǃ⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘ⧚䆎⸔

ǃབᵰᰃ䆒ᅮ⠽ᴗݙᆍⱘϔ䚼ߚ䖱ডњ⽕ℶᗻ㾘ᅮˈ㗠䰸এ䆹䚼ߚˈ݊Ҫ䚼ߚḍ

ҹϞ៥Ӏ䅼䆎њ⠽ᴗ⊩ᅮˈᅮҔМ˛ձԩ⊩㗠ᅮ˛䖱ড⊩ᅮⱘৢᵰབԩㄝˈ䖭Փᕫ៥Ӏ

ǉ⇥⊩䗮߭Ǌᴵⱘ㾘ᅮ˄ेĀ⇥џ㸠Ў䚼ߚ᮴ᬜˈϡᕅડ݊Ҫ䚼ߚⱘᬜⱘˈ݊Ҫ䚼ߚ

ᯢњ⠽ᴗ⊩ᅮⱘНˈԚ䖭ᇍѢ⠽ᴗ⊩ᅮЏНাᰃⶹ݊✊ˈ៥Ӏ䖬㽕ⶹ݊᠔ҹ✊˖⠽ᴗЎҔ

ҡ✊᳝ᬜā˅ҡৃ៤ゟⱘˈ߭ҙ䖱ড⽕ℶᗻ㾘ᅮⱘ䚼ߚ᮴ᬜǄ

М㽕⊩ᅮ˛े⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘ⧚䆎⸔Ǆ
Ўњᇍ⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘ⧚䆎⸔䖯㸠ߚᵤˈ佪ܜ៥Ӏ㽕ಲ乒ϔϟ⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘग़Ǆ
䖥ҷ⠽ᴗ⊩ᅮЏН᳔߱ᰃߎ⦄ᖋ⇥⊩ЁǄ݇Ѣ⠽ᴗⱘ߯䆒ˈ⊩ࠊϞ᳒㒣ߎ⦄䖛ᬒӏ



䇶ܼ˖ǉ⇥⊩⠽ᴗ䆎˄Ϟ˅ݠǊˈЁᬓ⊩ᄺߎ⠜⼒  ᑈ⠜ˈ  义Ǆ
ᐌ吣㗅˖ǉ⠽ᴗ⊩ⱘሩᓔϢডᗱǊˈ⊩ᕟߎ⠜⼒  ᑈ⠜ˈ  义Ǆ

ЏНⱘゟ⊩ЏᓴǄ
Ā᮹ᇨ᳐⊩ЁˈЎ᳝ऴ᳝˄*HZHUH˅ⱘᴗ߽ህᰃ⠽ᴗˈ᠔ҹऴ᳝˄*HZHUH˅
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ⱘপᕫৃҹᇍᑨӏԩᴗ߽ˈϡࡼѻձԈ䱣ⱘⱏ䆄㽕ӊህ᳝៤Ў⠽ᴗⱘৃ㛑ˈ⬅ℸ⠽ᴗⱘ䰤

ᭈ⧚ᮻ⠽ᴗ㉏ൟˈ䗖ᑨ⼒Ӯথሩⱘ䳔㽕

ᅮህ㹿৺ᅮњǄ ᑈǉ᱂剕᱂䗮⊩Ǌ㾘ᅮˈᔧџҎ䗮䖛؎ⱘ݇㋏˄՟བ⾳䌕݇㋏˅প

⠽ᴗࠊᑺডњϔᅮ⼒Ӯⱘ᠔᳝ࠊ㒣⌢থሩˈ᠔᳝ࠊⱘϡৠˈ㒣⌢থሩᚙⱘމϡৠˈ

ᕫⱘᇍ⠽ⱘՓ⫼ᬊⲞᴗˈऴ᳝݊⠽ⱏ䆄݊ᴗ߽㗠៤Ў⠽ᴗǄ ᑈǉ༹ഄ߽⇥⊩Ǌ

䛑Ӯᇍ⠽ᴗࠊᑺᦤߎϡৠⱘ㽕∖Ǆᇕᓎᯊҷⱘ⠽ᴗࠊᑺϢ䑿ӑⳌ㒧ড়ˈ᠔᳝Ҏ߽⫼ҪҎᇍ⠽



г᳝㉏Ԑ㾘ᅮǄ ℸ⧚䆎㹿⿄ЎĀপᕫᴗ⑤ᔶᓣā⧚䆎ˈ䆹⊩خ㹿⿄ЎĀ⠽ᴗᬒӏЏНāǄ

䖯㸠Փ⫼ᬊⲞˈᕐℸ䯈ᔶ៤⠽ᴗ݇㋏ˈ㗠ৠᯊ᠔᳝Ҏজҹ݊ᆊ䭓ǃ乚ЏǃᏜٙㄝ䑿ӑˈᇍ݊

Ԛᰃˈ Ϫ㑾ҹৢˈ䱣ⴔᖋ⇥⊩⧚䆎Ё⠽ᴗϢ؎ᴗⱘϹḐߚ⾏ϢᇍゟˈϞ䗄⧚䆎䗤⏤㹿

ᆊሲǃሲ⇥ǃᄺᕦㄝќҹᬃ䜡ˈᆊሲㄝҎѺ៤Ў݊ᬃ䜡ⱘᅶԧǄࠄњ䌘ѻ䰊㑻䴽ੑপᕫ㚰߽ˈ

㟡ᓗˈᄺ㗙䕀㗠ᡓ䅸⠽ᴗ⊩ᅮЏНǄᖋ⇥⊩ࠊᅮ䖛Ёˈ㱑✊㹿ℷᓣ䗮䖛ⱘѠ〓㤝

ᓎゟ䌘ѻ䰊㑻ᬓᴗৢˈḍ䖥ҷҎᴗᗱᛇˈᇍᮻ⠽ᴗࠊᑺࡴҹ⏙⧚ˈ⍜䰸њ⠽ᴗЁⱘҎ䑿ሲ

ḜЁ㱑≵᳝ᯢ⹂ݭ᳝⠽ᴗ⊩ᅮЏНˈԚᰃˈᄺ䇈ҹঞৌ⊩ᅲ䏉ϔⳈ䅸Ўˈᖋ⇥⊩Ё䌃ᕏ

ᗻˈ⠽ᴗ៤Ў㒃㊍ⱘ䋶ѻᴗǄ䖭ḋህ䰆ℶњᇕᓎ⠽ᴗⱘ⌏Ǆ៥ᑈᅷᏗᮄЁ៤ゟ

њ䆹ॳ߭Ǆ

ৢˈᑳ䰸њ⇥ܼ⊩݁ⱘܮкˈ݊Ёህࣙᣀᇍ㾘ᅮњ⠽ᴗⱘĀ⇥⊩āⱘᑳ䰸Ǆ⼒ӮЏН


䖥ҷゟ⊩ফ㔫偀⊩ⱘᕅડˈ 䞛পњĀ⠽ᴗ⊩ᅮЏНāⱘゟഎǄሑㅵг᳝ᄺ㗙

ᬍ䗴ᅠ៤ৢˈ᳝݀ࠊⱘ⸔Ϟᓎゟњ䆌ᮄⱘ⠽ᴗࠊᑺǄ䱣ⴔ៥㒣⌢ԧࠊᬍ䴽ⱘ䖯㸠ˈ

ডᇍ䞛প⠽ᴗ⊩ᅮЏНˈԚᘏⱘᴹ䇈ˈЏᓴ䞛প⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘ㾖⚍䖬ᰃЏᇐഄԡˈ݊Џ㽕

⠽ᴗࠊᑺгথሩˈབഄᡓࣙ㒣㧹ᴗЎϔ⾡ᮄൟⱘҪ⠽ᴗˈህᰃݰᴥ㒣⌢ԧࠊᬍ䴽ⱘѻ

⧚⬅བϟ˖

⠽Ǆ

 ⠽ᴗЎᬃ䜡ൟ䋶ѻᴗˈ᳝㒱ᇍᗻ

䖯㸠⠽ᴗゟ⊩ᯊˈ䗮䖛⊩ᅮ⠽ᴗ⾡㉏ঞݙᆍⱘᮍᓣᭈ⧚⠽ᴗ㉏ൟˈৃҹՓ⠽ⱘᔦሲ

⠽ᴗᰃ㒱ᇍᴗˈৃҹᇍᡫӏԩҎˈे݊ҪҎᇍᴗ߽Ҏ䋳᳝ϡᕫོᆇ݊㸠Փ⠽ᴗⱘНࡵǄ

߽⫼䗖ᑨ⼒Ӯ㒣⌢থሩⱘ䳔㽕ˈᅲ⦄⠽ሑ݊⫼ǃ⠽ሑ߽݊ⱘ㒣⌢ࡳᬜǄ

᠔᳝ᴗҎৃᇍ㞾᳝⠽䖯㸠ܼ䴶ⱘᬃ䜡ˈҪ⠽ᴗҎ߭ৃ⊩ᅮ㑺ᅮⱘ㣗ೈݙ䖯㸠᳝䰤ⱘᬃ

⠽ᴗ⊩ᅮ᳝ࡽѢߚܙথ⠽ⱘ㒣⌢ᬜ⫼

䜡Ǆϔᮍ䴶ˈҢ⠽ᴗҎⱘ㾦ᑺ㗗㰥ˈ⠽ᴗᰃⳈᬃ䜡⠽ⱘᴗ߽ˈ㢹⠽ᴗⱘ⾡㉏ݙᆍㄝৃҹ

⠽ᴗϢ⼒Ӯ㒣⌢᳝ᆚߛ㘨㋏Ǆབᵰܕ䆌⠽ᴗӏᛣ߯䆒ˈᇍ᠔᳝ᴗ䆒⾡⾡ⱘ䰤ࠊ䋳ᢙˈ

ӏ⬅ᔧџҎⱘᛣᗱ㞾⬅߯䆒ˈ߭᠔䇧Ⳉᬃ䜡⠽ⱘᴗ߽ህӮ᳝ৡ᮴ᅲǄϔᮍ䴶ˈᬃ䜡乚ඳ

ህӮᕅડ᠔᳝ᴗ㞾⬅ˈོ⠽ⱘ߽⫼Ǆ⫼⊩ᕟᯢ᭛㾘ᅮ⠽ᴗⱘ⾡㉏ݙᆍˈᓎゟ㒳ϔড়⧚ⱘ

ⱘߦᅮㄝѢ䰤ᅮњϝҎⱘ㞾⬅㣗ೈˈᇍϝҎᴗ߽ᕅડПˈϡ㿔ৃஏˈབᵰᔧџҎৃҹ

⠽ᴗԧ㋏᳝ࡽѢ⠽ᴗ⫼ⱘདথǄ ⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘ⹂ゟ䗮䖛ᇍϔ⠽ᴗԧ㋏ⱘ㒳ϔᵘ

ӏᛣᇍ⠽ᴗ㉏ൟݙᆍߎ㑺ᅮˈ߭䆹㑺ᅮህӮ䅽݊ҪҎ䋳᳝Нࡵˈᇍ⼒Ӯ߽݀݅Ⲟ᳝ᆇǄ

ᓎˈ䍋ࠄњ֗䖯ᆊ㒣⌢থሩⱘ⫼Ǆ





ᑊϨˈϝҎЎњ䰆ℶ㞾Ꮕ㸠ЎПϡᜢ㗠ᤳᆇҪҎⱘ⠽ᴗˈ߭ᖙ✊㽕Ҩ㒚㗗ᆳҪҎᴗሲ

⠽ᴗ⊩ᅮ᳝ࡽѢ⠽ᴗԧ㋏ⱘ㒳ϔ

ⱘ⢊ˈމ䖭ህࡴњ݊ᅵᶹ៤ᴀǄབᵰܕ䆌ᔧџҎ䱣ᛣ䆒ゟ⠽ᴗ⾡㉏ˈ߭ϝҎᖙ✊ϡᡓ


⠽ᴗ㞾ѻ⫳ҹᴹˈ䱣ⴔҎ㉏ᇍ⠽䖯㸠ᬃ䜡ⱘ䳔㽕㗠ϡᮁথሩǄ᮹㘇᳐⊩Ёˈ᠔᳝ᴗ᳝


ᢙᅵᶹ៤ᴀⱘ᮴䰤ࠊ㝼㚔Ǆ ⬅ℸˈ↣ϔ⾡⠽ᴗⱘ㉏ൟݙᆍ䛑ᑨ⬅⊩ᕟᯢ⹂ࡴҹ㾘ᅮǄ㗠

Ϟϟ㑻Пߚˈ៥সҷᇍഄ᳝߭Ā⬄偼āѢĀ⬄Ⲃā Пߚˈݙᆍϡϔˈ݊Ҫ⠽ᴗࠊᑺг

؎ᴗЎ䇋∖ᴗˈ᳝Ⳍᇍᗻˈ݊Ёⱘড়ৠП؎ձ༥㑺㞾⬅ॳ߭ˈϡ䖱ড⊩ᕟⱘᔎࠊᗻ㾘

᳝㉏ԐᚙᔶǄ䖭⾡ᴖ✊㒋хⱘ⠽ᴗˈⳌѦ䞡Ⳓˈᖙ✊᳝ᆇѢ⠽ᴗⱘᬃ䜡ᗻǄП᠔ҹ

ᅮ݀ᑣ㡃֫ⱘᚙމϟˈᔧџҎП䯈ৃҹӏᛣ㑺ᅮ݊ݙᆍǄ

㾘ᅮ⠽ᴗ⊩ᅮЏНˈᰃߎѢᐂࡽᆊᓎゟϔϾড়⧚ⱘ⠽ᴗԧ㋏ⱘ䳔㽕ˈࡽ׳Ѣ⊩ᕟᇍॳ᳝⠽



ᴗࠊᑺࡴҹᭈ⧚ˈҹ⊩ᕟᯢ⹂㾘ᅮ݊⾡㉏ϢݙᆍˈՓ⠽ᴗᬃ䜡ⱘݙᆍᕐℸ㒳ϔˈ䖯㗠⹂ᅮ᠔

䖭ѯゟ⊩ԧ՟㹿䅸Ўᰃফ᮹ᇨ᳐⊩ⱘᕅડˈ݊⧚䆎ձᰃĀপᕫᴗ⑤ᔶᓣā⧚䆎Ǆ䖭Ͼ⧚䆎ⱘЏ㽕ݙ
ᆍᰃˈḍপᕫᴗ⑤ⱘᄬˈᔧџ㗙᳝ᇍℸ⠽ⱘᴗ߽ˈ䗮䖛ѸҬҹঞⱏ䆄ⱘᔶᓣˈ⠽ⱘᴗ߽े㹿䕀࣪Ў
⠽ᴗǄ䆺㒚ݙᆍৃখ㾕↉ࣵ˖
ǉᖋǃ⊩ҹঞ᮹ᴀ⊩Ёⱘ⠽ᴗ⊩ᅮЏНǊˈ䕑Ѣǉ⇥ଚ⊩䆎ϯǊ  ोǄ

㔫偀⊩䅸Ўˈ
Ā⠽ᴗᰃൟⱘᴗ߽ˈгህᰃ䇈ˈᅗӀᴀ䋼Ϟᰃ⬅⊩ᕟ⹂ᅮⱘᑊৃᔦܹᅮⱘ㉏ൟˈᔧџҎ
ⱘᛣᗱা㛑ϔᅮ䰤ᑺݙᬍব䖭ѯ㉏ൟǄāখ㾕ᕐᖋ㔫噝ᕁẉᕫ˖ǉ㔫偀⊩ᬭ⾥кǊˈ咘亢䆥ˈЁᬓ⊩ᄺ
ߎ⠜⼒  ᑈ⠜ˈ  义Ǆ㗠ϨĀ㔫偀⊩ܼЁᡓ䅸᳝⠽ᴗሲᗻⱘᴗ߽ҙ䰤Ѣ᠔᳝ᴗǃഄϞᴗǃ∌
ԗᴗǃᕍᴗǃ䋼ᴗˈҹঞ䴲ऴ᳝ⱘᢉᢐᴗǄāখ㾕↉ࣵ˖
ǉᖋǃ⊩ҹঞ᮹ᴀ⊩Ёⱘ⠽ᴗ⊩ᅮЏНǊˈ䕑ǉ⇥
ଚ⊩䆎ϯǊ˄  ो˅ˈ⊩ᕟߎ⠜⼒  ᑈ⠜ˈ  义Ǆ

খ㾕䇶ܼ˖
ǉ⇥⊩⠽ᴗ䆎Ǌ
˄Ϟˈ˅ݠЁᬓ⊩ᄺߎ⠜⼒  ᑈ⠜ˈ  义Ǆ⥟⋑䡈˖
ǉ⇥⊩⠽ᴗ˄
ϔ˅ݠǊˈЁᬓ⊩ᄺߎ⠜⼒  ᑈ⠜ˈ  义˗䰜ढᕀ˖
ǉ⠽ᴗ⊩ॳ⧚Ǌˈᆊ㸠ᬓᄺ䰶ߎ⠜⼒  ᑈ
⠜ˈ  义Ǆ

7KRPDV:0HUULOODQG+HQU\(6PLWK2SWLRQDO6WDQGDUGL]DWLRQ,Q7KH/DZ2I3URSHUW\7KH
1XPHUXV&ODXVXV3ULQFLSOH7KH<DOH/DZ-RXUQDO9RO  SS
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⥟⋑䡈˖
ǉ⇥⊩⠽ᴗ˄ϔ˅ݠ
Ǌ
ˈЁᬓ⊩ᄺߎ⠜⼒  ᑈ⠜ˈ  义Ǆখ㾕߬ᕫᆑ˖
ǉ⇥⊩䇌䯂乬
ϢᮄሩᳯǊ
ˈЁᬓ⊩ᄺߎ⠜⼒  ᑈ⠜ˈ  义˗↉ࣵ˖
ǉᖋǃ⊩ҹঞ᮹ᴀ⊩Ёⱘ⠽ᴗ⊩ᅮЏНǊ
ˈ
䕑ǉ⇥ଚ⊩䆎ϯǊ
˄  ो˅
ˈ⊩ᕟߎ⠜⼒  ᑈ⠜ˈ  义˗䇒乬㒘˖
ǉࠊᅮЁ⠽ᴗ⊩ⱘᴀᗱ䏃Ǌ
ˈ
䕑ǉ⊩ᄺⷨおǊ ᑈ  ᳳ˗䰜ढᕀ˖
ǉ⠽ᴗ⊩ॳ⧚Ǌ
ˈᆊ㸠ᬓᄺ䰶ߎ⠜⼒  ᑈ⠜ˈ  义Ǆ

জ⿄ЎĀ⬄ᑩāϢĀ⬄䴶āĀ⬄ḍāϢĀ⬄ⲂāㄝǄ៥ᇕᓎᯊҷˈԗ᠋ᇍ᠔㗩ഄ䖯㸠ᬍ㡃ৢˈ
ഄЏЎ༪ࢅ݊䋵⤂ˈ䌟ќԗ᠋∌Й䆹ഄϞ䖯㸠㗩ⱘᴗ߽ˈᴵӊᰃԗ᠋㗩ᯊᑨѸҬ݊ᬊ៤ⱘϔ䚼
ߚ㒭ഄЏǄϔ㠀䅸Ў䆹⾡ᴗ߽Ў∌ԗᴗⱘ䍋⑤ˈԚᅲ䰙Ϟ⬄䴶ᴗϢ∌ԗᴗҡ✊ᄬᴀ䋼Ꮒᓖ˖䆒ᅮњ⬄䴶
ᴗⱘഄ㹿䅸Ў᳝њঠሖ᠔᳝ᴗ㒧ᵘ˗㗠∌ԗᴗҙЎഄϞϔ⾡⫼Ⲟ⠽ᴗⱘ䋳ᢙǄѢℸˈ㒻ফᖋ⇥
⊩ϔ⠽ϔᴗᗱᛇⱘᰮ⏙⇥ゟ⊩㗙ˈҹঞৌ⊩Ҏਬ˄᳔催⊩䰶  ᑈ߸˅އህ৺䅸њ⬄䴶ᴗⱘড়⧚ᗻˈ
㗠ᡓ䅸њ∌ԗᴗⱘ⊩ᕟഄԡǄᇍℸ᳝݈䍷㗙䇋খ䯙咘ᅫᱎ˖
ǉ⊩ǃд֫Ϣৌ⊩ᅲ䏉˖⏙ҷϢ⇥ⱘ↨䕗Ǌ
ˈ
Ϟ⍋кᑫߎ⠜⼒  ᑈ⠜ˈ  义Ǆ
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᳝ᴗᇍᷛⱘ⠽ⱘ∌Йܼ䴶ᬃ䜡ˈ⹂ֱ݊㒱ᇍഄԡˈᑊℸ⸔Ϟᓎゟᅮൟ࣪ⱘ⠽ᴗԧ㋏ˈ
⹂ֱ⠽ᴗᬃ䜡ᗻⱘৠᯊˈгϢϔ⠽ϔᴗॳ߭ⳌᑨǄ

⠽ᴗ⊩ᅮЏНᰃ⠽ᴗ⊩ⱘϔ乍䞡㽕ॳ߭ˈԚབᵰᇚ݊࣪ۉ䗖⫼ˈህ᮴⊩䗖ᑨ⼒Ӯথሩⱘ
䳔㽕ǄЎҎ㉏ⱘᱎᰃ᳝䰤ⱘˈゟ⊩㗙ゟ⊩ᯊ᮴⊩乘㾕ᴹ⼒Ӯথሩⱘ䳔㽕Ң㗠ࠊᅮ᮴

⠽ᴗ⊩ᅮৃֱ䱰ⱘߚܙড়ৠ㞾⬅

᠔ϡࣙⱘ⠽ᴗࠊᑺǄ㗠⠽ᴗࠊᑺᴀᴹᰃѢҎ㉏⫳⌏ⱘ䳔㽕㗠ѻ⫳ˈ䱣ⴔ⼒Ӯ㒣⌢ⱘথሩˈ

ড়ৠ㞾⬅ˈᰃଚક㒣⌢ⱘݙ㽕∖ˈгᰃ⇥⊩ᴀॳ߭Ḍᖗ㊒⼲ⱘԧ⦄Ǆ㓈ᡸড়ৠ㞾

⼒Ӯᇍ⠽ᴗ㉏ൟӮ᳝ᮄⱘ䳔㽕ˈབᵰ⇥⊩᠔ᦤկⱘ⠽ᴗϡ㛑⒵䎇⼒Ӯⱘ䳔㽕ˈ߭ᮄ㉏ൟⱘ⠽

⬅ˈ䙓݀ܡᴗᇍ⾕ⱘѸᯧ⾽ᑣⱘҟܹˈᖙ乏佪⹂ܜᅮЎѸᯧᷛⱘП⠽ᴗⱘݙᆍǄ⾕⊩㞾

ᴗ᮶᳝⠽ᴗⱘᮄݙᆍᖙӮ䗮䖛дᛃϞⱘᡓ䅸㗠㦋ᕫџᅲϞⱘᄬˈབᵰϹḐⱘ䙉ᕾ⠽ᴗ⊩

⊏П᠔ҹৃ㛑ˈࠡᦤህᰃ⠽ᴗ⊩ᅮǄ⠽ᴗᰃ㒱ᇍᴗˈ݊ᬜঞѢ᠔᳝ҎᑊϨᖙ乏ᕫࠄ↣ϾҎ

ᅮЏНህ䲒ܡՓ⊩ᅮⱘ⠽ᴗࠊᑺϢ⼒Ӯᅲ䰙⫳⌏П䯈ᄬ㜅㡖Ǆ⡍߿ᰃᅲ䏉Ё㒣ᐌӮߎ⦄

ⱘ䙉ᅜǄℸˈা᳝ᔧ⠽ᴗⱘ᭄䞣㹿⏙᱄࣪ᑊᕐℸ⣀ゟߎᴹˈᠡ㛑᳝ᬜഄֱᡸ䖭⾡㒱ᇍⱘᴗ

ϔѯᮄⱘᇍ䋶ѻ߽⫼ⱘᔶᓣˈै⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘ䰤ࠊ㗠᮴⊩ঞᯊϞछЎ⠽ᴗˈ䰏њ㒣⌢



߽Ǆ ଃ᳝བℸˈᠡ㛑ᳳᕙϝҎњ㾷ᑊϨ㓈ᡸ䖭ѯᴗ߽Ǆгা᳝ᔧ⠽ПপᕫҎᇍ⠽ⱘ⡍ᅮ

⫳⌏ⱘথሩǄ

ݙᆍ⹂ֵ᮴⭥ⱘᯊˈᠡ㛑ᦤ催⠽ⱘৃ䕀䅽ᗻৃ⌕䗮ᗻǄབϡ䞛প⠽ᴗ⊩ᅮЏНˈЎ䰆ℶ

Ўњ㾷އ⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘ䖭ϔ㔎⚍ˈࡲ⊩Пϔᰃঞᯊׂᬍ⊩ᕟࠊᅮᮄⱘ⡍߿⊩ˈԚϡ

ϔ⠽ПϞӏᛣ߯䆒ϡⳌᆍⱘ᭄Ͼ⠽ᴗˈህᖙ乏ᇍড়ৠ䖯㸠䚼ࠊˈ㒧ᵰা㛑ᇐ㟈ড়ৠ㞾

䆎ׂᬍࠊᅮˈᘏᰃ䳔㽕ϔϾ䖛ⱘ˗ࡲ⊩ПѠᰃҹдᛃ⊩ᴹᓹ㸹⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘ㔎⚍Ǆᇍ



⬅ⱘ㹿৺ᅮǄℸˈা᳝മᣕ⠽ᴗ⊩ᅮЏНˈড়ৠ㞾⬅ᠡৃҹᅲ⦄Ǆ 

Ѣ䖭ϔ㾷ˈ⊩ࡲއᄺ㗙П䯈ᄬ᳝ѝ䆂ˈЏ㽕᳝ҹϟᄺ䇈

⠽ᴗ⊩ᅮ᳝߽Ѣ⠽ᴗⱘ݀⼎ˈ⹂ֱѸᯧⱘᅝܼϢ֓᥋

⠽ᴗ⊩ᅮ᮴㾚䇈

⠽ᴗ᳝ᇍϪⱘᬜˈᬙ⠽ᴗⱘ⾡㉏ǃݙᆍǃপᕫবࡼㄝˈ䛑ᑨ∖䗣ᯢǄଃ᳝⠽ᴗ

ℸ䇈ЏᓴᇍѢдᛃѻ⫳ⱘ⠽ᴗᑨḍᴀ᮴㾚⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘ㾘ᅮ㗠ࡴҹ䅸ৃˈЎ⠽ᴗ⊩

ⱘ⾡㉏Ϣݙᆍ⊩ᅮ࣪ˈϔ㠀Ҏᠡ᳝ᇍ䋶ѻПᔦሲϔⳂњ✊ⱘৃ㛑ˈ֓Ѣ⠽ᴗᄬⱘ݀⼎ˈՓ

ᅮЏНᭈ⧚ᮻ⠽ᴗࠊᑺ䰆ℶᇕᓎᯊҷᮻ⠽ᴗࠊᑺ⌏ⱘ⫼Ꮖ㒣ᅲ⦄ˈ㗠дᛃϞⱘ⠽ᴗᰃ

݊ᄬৃҹЎҪҎ᠔ⶹᰧˈҢ㗠䰆ℶᇍ⠽ᴗⱘ։⢃ˈՓ⠽ᴗҎৃᇍ݊⠽䖯㸠ᥦҪᗻⱘᬃ䜡Ǆ

Ң⼒Ӯ⫳⌏Ё㞾✊ѻ⫳ⱘˈϡҙ≵᳝䰏ℶⱘৃ㛑ˈϨ῾ࡴ䰏ℶড㗠᳝ᆇˈԩֱމᡸ䋶ѻⱘ߽

ℸˈা᳝䗮䖛⊩ᅮЏНՓ⠽ᴗ㉏ൟ࣪ǃ⊩ᅮ࣪ˈ䋶ѻ⾽ᑣᠡ㛑䗣ᯢ࣪ˈᏖഎѸᯧПᅝܼϢ

⫼Ҏ᮶ᰃᆊᬓㄪⱘ㽕∖ˈгᰃ⠽ᴗ⊩ⱘথሩ䍟ПϔˈҢֱᡸ䋶ѻⱘ߽⫼Ҏⱘゟഎˈгᑨ



֓᥋гᠡֱ᳝䱰Ǆ ϝҎϢ⠽ᴗҎЎѸᯧᯊˈᇍ݊⠽ᴗⱘ⾡㉏ǃݙᆍㄝ᮶Ꮖᯢњˈህৃ

ᡓ䅸дᛃϞⱘ⠽ᴗǄ䖭⾡㾖⚍Ёˈᅲ䰙ϞЏᓴ㹿䅸ৃⱘдᛃׂ᳝ℷᔎ㸠⊩㾘ᅮⱘᬜǄ

⹂ֱѸᯧⱘᅝܼ˗㗠⠽ᴗⱘ⊩ᅮϢ݀⼎ˈজՓѸᯧঠᮍᇍѸᯧᇍ䈵᮴䳔䖯㸠㐕ⱘ䇗ᶹህৃ

᮹ᴀᄺ㗙៥ྏ㤷ᦤ⫳ܜ䖭⾡ᄺ䇈Ǆ

㦋ⶹ᳝݇ݙᆍˈ᳝ࡽѢ䰡ԢѸᯧ៤ᴀǃ㡖ⳕᯊ䯈Ǆ

дᛃ⊩ࣙ䇈

ˈᅲ㸠⠽ᴗ⊩ᅮᠡ㛑Փ⠽ᴗ݀⼎ࠊᑺᡔᴃϞ៤Ўৃ㛑ǄĀ⠽ᴗ⾡㉏䆌ᔧџҎӏ

䖭⾡Џᓴ᳔߱㾕Ѣ᮹ᴀᄺ⬠ˈ݊⧚⬅Пϔ䅸Ўゟ⊩⹂ᅮ⠽ᴗ⾡㉏ᰃߎѢϔ⾡Ӌؐ߸ᮁ

ᛣ߯䆒ˈ߭ҙձऴ᳝㗠Ў㸼ڣ᮶ϡৃ㛑ˈ㗠ձⱏ䆄ҹЎ݀⼎ˈѢᡔᴃϞজೄ䲒⅞ˈᬙ⊩ᕟ

߽Ⲟ㸵䞣ˈԚᰃӋؐ߸ᮁᑊϡৃ䴴ˈϔϾ⧚⬅ᰃҢ⊩ᕟⱘ䘏䕥ԧ㋏Ϟ㗠㿔ˈ䅸Ўձǉ᮹ᴀ

Ўᭈ唤ߦϔˈҹ֓Ѣ݀⼎䅵ˈϡ㛑ϡᇚ⠽ᴗⱘ⾡㉏ќҹᯢᅮˈ㗠ҙᡓ䅸ᔧџҎ⊩ᅮⱘ⠽ᴗ

⇥⊩Ǌᴵⱘ㾘ᅮ˖݇Ѣ⊩Ҹ㾘ᅮџ乍ⱘдᛃϢ⊩ᕟ᳝ৠㄝⱘᬜˈℸৃҹ䅸Ўд





ݙ᳝䗝⫼ⱘ㞾⬅ˈᑊ᮴߯䆒ⱘ㞾⬅Ǆā 

ᛃ⊩ሲѢ⊩ⱘ⏞⑤Пϔˈ⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘĀ⊩гᑨࣙдᛃ⊩Ǆ ৄᄺ⬠г᳝ᄺ㗙Џᓴ


䖭⾡㾖⚍Ǆ 



дᛃ⊩⠽ᴗ᳝䰤ᡓ䅸䇈

ϝǃ⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘথሩϢׂℷ

ℸ䇈Џᓴ⠽ᴗ⊩ᅮЏН᠔ᣛⱘ⊩ᕟ✊ϡࣙдᛃ⊩ˈݙԚҢ⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘᄬ⧚
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ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ
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义Ǆ
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ǉ⠽ᴗ⊩ॳ⧚Ǌˈᆊ㸠ᬓᄺ䰶ߎ⠜⼒  ᑈ⠜ˈ  义Ǆ

䰜ढᕀ˖
ǉ⠽ᴗ⊩ॳ⧚Ǌˈᆊ㸠ᬓᄺ䰶ߎ⠜⼒  ᑈ⠜ˈ  义˗⥟⋑䡈˖
ǉ⇥⊩⠽ᴗǊ
˄ϔ˅ˈЁᬓ
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䇶ܼ˖
ǉ⇥⊩⠽ᴗ䆎ǊˈЁᬓ⊩ᄺߎ⠜⼒  ᑈ⠜ˈ  义˗਼ᵫᕀ˖
ǉ⠽ᴗ⊩ᮄ䆎üüϔ⾡⊩ᕟ㒣
⌢ߚᵤⱘ㾖⚍Ǌˈ࣫Ҁᄺߎ⠜⼒  ᑈ⠜ˈ  义Ǆ

䚥⥝⊶˖ǉ⇥⊩⠽ᴗǊˈϝ⇥кሔ  ᑈׂ䅶Ѡ⠜ˈ  义Ǆ

59−3･4−111 (名城 '10)
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ǉ⠽ᴗ⊩ॳ
⧚Ǌ
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݇Ѣℸ⚍ৃখ㾕䇶ܼ˖
ǉ⇥⊩⠽ᴗ䆎Ǌ
˄Ϟ˅ݠ
ˈ  义⊼㾷>@Ǆ

( 57 )

(名城

'10)

59−3･4− 110

清華大学・名城大学交流協定締結 10 周年記念

特別講演

ᥦ䰸ⱘᇕᓎ⠽ᴗˈᇍ݀⼎г᮴ོˈ䖭⾡ᚙމϟˈ⠽ᴗ⊩ᅮЏНህ༅এ݊䗖⫼ⱘḍˈᑨ
ϡফ݊ᴳˈ㗠ᡓ䅸дᛃϞ᠔៤ゟⱘℸ⾡⠽ᴗǄ

佪ˈܜҪ䅸ЎӴ㒳Ϟ䞛প⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘ⧚䆎ḍᑊϡ៤ゟǄᣛߎ⠽ᴗ؎ᴗⱘᇍゟᑊ
ϡ㒱ᇍˈϡ㛑ᅠܼऎߚᓔˈгህ㗏њ⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘ⧚䆎ࠡᦤे⠽ᴗ؎ᴗⱘѠߚ˗⬅Ѣ

⠽ᴗ⊩ᅮ㓧䇈

֗䖯⠽ⱘ߽⫼ᰃ䋶ѻ⊩থሩⱘ䍟ˈܕ䆌ᔧџҎḍ䳔㽕䆒ゟ⠽ⱘ߽⫼ᔶᓣϡҙϡӮ᳝ᆇѢ

ℸ䇈ⱘ⧚⬅Ϣϝ⾡ᄺ䇈Ⳍৠˈ䅸Ўᮄ⫳ⱘ⠽ᴗ㢹ϡ䖱ড⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘゟ⊩ᅫᮼˈজ

᠔᳝ᴗˈড㗠֗䖯њᇍ⠽ⱘ߽⫼˗᠔᳝ᴗᇍѢϝҎⱘ㞾⬅䰤ࠊ㣗ೈᑨᔧᰃ᳔ⱘˈ݊Ҫ䰤

᳝ϔᅮⱘ݀⼎ᮍ⊩ᯊˈᑨ䗮䖛ᇍ⠽ᴗ⊩ᅮݙᆍ䖯㸠Ңᆑ㾷䞞ⱘࡲ⊩ˈ㾷䞞Ў䴲ᮄ㉏ൟⱘ⠽ᴗǄ
བ៥ৄഄऎˈᅲࡵЁᇍ᳔催䰤乱ᢉᢐᴗ䗮䖛ᇚᢉᢐᴗⱘҢሲᗻҢᆑ㾷䞞ˈᡓ䅸݊ҡ


ࠊ⠽ᴗᇍ㞾⬅ⱘ䰤ࠊ䛑ϡӮ䍙䖛᠔᳝ᴗⱘϞ䰤ˈ⬅ᔧџҎ㞾⬅߯䆒ᮄⱘ䰤ࠊ⠽ᴗгϡӮࡴ
ᇍϝҎ߽ⲞⱘᤳᆇˈϡӮ᳝ᆇѢ⼒Ӯ߽Ⲟ˗㗠Ϩ䰤ࠊᔧџҎ䗮䖛㑺ᅮ߯䆒ᮄⱘ⠽ᴗᬍ

㋏⠽ᴗ⊩Ϟ᠔㾘ᅮⱘᢉᢐᴗǄ 㗙ᰃᇍϔ㠀᠔ᡓ䅸ⱘ⦄᳝⠽ᴗࠊᑺࡴҹ߽⫼ˈҹᓹ㸹⠽ᴗ

ব⠽ᴗⱘݙᆍˈℷᰃᇍড়ৠ㞾⬅ⱘ䰤ࠊ˗⼒Ӯⱘ݀⼎ࠊᑺᬜ㛑ϡ催ᯊˈᇚᔧџҎৃҹ䗝ᢽ

⊩ᅮЏНⱘϡ䎇Ǆ՟བ៥ৄഄऎⱘ䅽Ϣᢙֱࠊᑺˈህᰃ㒧ড়᠔᳝ᴗ⿏䕀ⱘᵘ䗴ֵᠬ㑺

ⱘ⠽ᴗ⾡㉏䰤ࠊ᳝䰤ⱘ㣗ೈ⹂ⱘˈݙ᳝ࡽѢ݀⼎ˈ֗䖯Ѹᯧⱘᅝܼ֓᥋ˈԚབᵰ݀⼎ࠊ

ℒⱘ؎ⱘ݇㋏ᴹᓎゟⱘǄ

ᑺᬜ㛑ᦤ催ⱘ䆱ˈेՓ䞛⠽ᴗ㞾⬅߯䆒ˈг㛑䖒ࠄѸᯧⱘᅝܼ֓᥋Ǆ

ҹϞ⾡ᄺ䇈Ёˈಯ⾡⠽ᴗ⊩ᅮ㓧䇈᳔ЎৃপǄЎϔ⾡ᄺ䇈ᇚдᛃ⊩ӬܜѢ

݊ˈᣛߎ⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘᓞッˈ݊Ё᳔Џ㽕ⱘᰃ䖤⫼њ㒣⌢ߚᵤⱘᮍ⊩ᘏ㒧ߎ⠽ᴗ⊩

⊩ᕟⱘˈ⊩خᇚᇐ㟈⊩ᕟᴗ࿕ⱘϻ༅ৌ⊩ᴗⱘ㝼㚔ǃⒹ⫼ˈܡ䖛Ѣ▔䖯ǄѠ⾡ᄺ䇈ᇚ

ᅮЏНⱘ䖱㚠ᬜ⥛ᗻǄ䞛⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘ⊩ࠊϟˈᔧџҎП䯈བᵰ㽕߯䆒ϔ⾡᳝⠽ᴗᬜ

дᛃ㾷䞞Ўࣙᣀ⊩ᕟПˈݙᮻ⠽ᴗгሲѢдᛃˈձℸ䆎߭ᇍᮻ⠽ᴗгᰃᑨ䆹ᡓ䅸ⱘˈ

ⱘᇍ⠽ⱘ߽⫼ᴗ߽ˈৃҹ䗮䖛䅶ゟ؎ᴗ༥㑺ᴹᅲ⦄Ǆ㱑✊؎ᴗ༥㑺া㑺ᴳⳌᇍҎˈϡ䖛ᔧ

䖭ᰒ✊䖱㚠њ⠽ᴗ⊩ᅮⱘ߱㹋Ǆϝ⾡ᄺ䇈㱑✊䕗ࠡϸ⾡ᄺ䇈䖯ℹˈԚᇍѢ⠽ᴗ⊩ᅮЁⱘ

џҎৃҹϢϝҎㅒ䅶ড়ৠˈϔϾ؎ᴗ༥㑺ⱘᬜህৃҹ䗮䖛ѠϾ؎ᴗ༥㑺䗑ঞࠄϝ

Ā⊩āϢдᛃⱘ䗖⫼ᑣˈߎ⒵ⱘ䇈ᯢǄಯ⾡ᄺ䇈᮶ヺড়⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘゟ⊩ᅫᮼˈ

ҎǄℷᰃЎᔧџҎП䯈Ӯ⫼؎ᴗѸᯧᴹҷ᳓ফ䰤ࠊⱘ⠽ᴗѸᯧˈ㗠ϨབϞ᠔䗄㟇ᇥ㽕䗮䖛

㓈ᡸњ⊩ᕟⱘᴗ࿕ˈজৃ⒵䎇Ҏ㉏⼒Ӯথሩⱘ䳔㽕ˈ᳔ЎৃপǄ݊ᅲ⠽ᴗ⊩ᅮЏНৃҹࣙᣀ

ϸϾ؎ᴗѸᯧᴹ䖒ࠄϔϾ⠽ᴗѸᯧⱘⳂⱘˈℸˈ⠽ᴗ⊩ᅮЏНϟⱘ䋶ѻ⊩⾽ᑣˈЎ㒣ᐌ

ࠡ䴶ⱘдᛃ⊩ࣙ䇈дᛃ⊩ⱘ᳝䰤ᡓ䅸䇈ˈাᰃϔϾ㓧ᑺⱘ䯂乬ǄЏ㽕ԧ⦄ϸᮍ䴶ˈ

䳔㽕خ䕗䖖ಲⱘ؎ᴗᅝᥦˈ㗠ѻ⫳䕗⠽ᴗ㞾⊏ϟ催ⱘ៤ᴀˈ⍜㗫䕗ⱘ⼒Ӯ䌘⑤Ǆ

ϔᰃĀ⊩āⱘНˈ⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘĀ⊩āϢߥ⊩Ё㔾ߥ⊩ᅮⱘĀ⊩āϡৠˈѠ㗙㾷䞞ⱘϹ

᳔ৢˈᣛߎ⠽ᴗ⊩ᅮЏНⱘग़ॳेᭈ⧚ᮻ⠽ᴗǃ䰆ℶᇕᓎĀ䕳āˈ䱣ⴔ⼒Ӯⱘথ

Ḑᑺᔧ✊гϡৠˈ৺߭⠽ᴗ⊩ᅮЏНϢ⼒Ӯ⫳⌏䳔㽕㜅㡖ˈᇚ䖱㚠⠽ᴗ⊩ᅮⱘᴀН˗Ѡᰃ

ሩᏆ㒣ϡᄬǄⳌডˈᅲ䰙⫳⌏Ёߎ⦄䍞ᴹ䍞ࡴ⠽ᴗ⾡㉏ׂℷ⠽ᴗݙᆍⱘ䳔∖ˈབᵰ

㛑৺݀⼎ⱘ㽕∖Ǆ

ᅜ⠽ᴗ⊩ᅮЏНˈ䖭ѯᮄⱘ⠽ᴗᕫϡࠄ⊩ᕟⱘᡓ䅸Ǆ㱑✊ৌ⊩ᅲ䏉ᄺ䇈Ўℸߎ⾡⾡㓧
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物権法定主義と私的自治

一

物権法定主義はいかなる法によって定められるべきか

1

物権は物権法に基づいて定められる
ここでの物権法は､ 形式的意味の物権法を含む､ 物権に関する狭義の法律を指す｡

中国物権法研究の二つの鍵

例えば､ 民法通則､ 物権法､ 担保法などが直接的な法源となる｡

申

衛

2

星

物権は契約法の中で定められるべきか
直感的には妥当ではないと感じられるだろう｡ 物権と債権は明らかに異なるもの

であるため､ 債権法を主体とした契約法に基づいて物権の種類および内容を定めら
物権法定主義は､ 物権法を構成する原則の一つであり､ 物権の種類の確定に直接

れるのか､ 一般的には疑問であろう｡ しかし､ 契約法の中には､ 事実上の物権変動

的な役割を果たしている｡ 物権法定主義はローマ法に起源があり､ それを継受した

に関する規定があり､ また､ 契約法にのみ定められている新たな物権の類型もある｡

大陸法系の多くの国々で採用されている｡ 法律上､ 明文で物権法定主義を規定して

例えば､ 契約法第 286 条の不動産請負人への優先弁償請求権や第 422 条の取次人の

いるのは､ わが国の台湾地区の現行民法第 757 条､ 日本民法第 175 条､ 韓国民法第

留置権などである｡

185 条とオーストリア普通民法第 308 条等である｡
中国物権法第 5 条は､ ｢物権の種類および内容は､ 法律によって定める｣ と明確

3

に規定している｡ これは､ 物権法全 247 条の中で文字数が最も少ない条文であり､

物権は行政法の中で定められるべきか
物権法は､ その国の基本的な経済制度の制限を受けるだけでなく､ 私的契約法と

僅か 13 文字しかない｡ しかし､ この 13 文字の条文は無限の意味を含んでいる｡ こ

大きく異なり､ 強制法として国の関与が比較的多く､ 権利体系に行政色が深く刻み

の規定をめぐって､ わが国の物権法制定過程で､ 原則や表現に関して大きな変動が

込まれている｡ 一部の非常に重要な物権に関する法律は､ 民法ではなく行政法の範

あった｡ その中で次の 2 点が問題となった｡

疇に属している｡ 例えば､ 土地管理法と都市不動産管理法などである｡ わが国の物

まず､ 第 1 次草案から第 4 次草案では､ 物権法定主義において立法者が想定した

権法は､ 事実上､ 行政法が一つの法源であることを明らかに認めている｡

｢法律｣ とはいかなる範囲であったかということである｡ 物権法第 5 条の ｢物権の
種類および内容は､ 法律によって規定する｣ という規定における ｢法律｣ とは､ 広
義の法律か､ それとも狭義の法律なのか｡ ここから重要な問題が見えてくる｡ すな

4

物権は行政法規によって定められるべきか
物権法第 5 条の ｢物権の種類および内容は､ 法律によって定める｣ という規定に

おける ｢法律｣ とは､ 広義の法律か､ それとも狭義の法律か｡

わち､ 物権法定主義は､ いかなる法律を根拠とするものなのだろうか｡
次に､ 第 5 次および第 6 次草案とそれ以前の各草案を比較すると､ 第 5 次および

伝統的な理論は､ 一般的に物権法定主義における ｢法律｣ は狭義の法律を指すと

第 6 次草案に ｢物権の特徴および性質と合致する権利は､ 物権とみなす｣ と明示さ

している｡ すなわち､ 全国人民代表大会あるいは全国人民代表大会常務委員会が制

れている点が注目される｡ このことから､ 立法者の物権法定主義へのためらいが見

定し､ 国家主席により公布された法律のことである｡ では､ 物権法定主義における

える｡ すなわち､ いかに物権法定主義に対処すべきかという立法者の迷いである｡

｢法律｣ を狭義の法律に限ることはわが国において妥当であろうか｡ 現在わが国の
経済発展は非常に速く､ 物の利用方式が急速に増加し複雑化しているが､ 法律上の
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物権の種類は限定的であり､ 物権法定主義が社会の変化に遅れをとっている実態を

特にわが国の民事裁判には創造性が不足している現在､ 慣習法とは何かについてな

解決する実践的な道筋が物権法には設けられていない｡ その上､ わが国の経済管理

お大きな認識の相違がある｡ しかし､ もしある種の物権関係が慣習法に基づいて創

体制では､ 行政法規と行政規則が経済生活の中で極めて重要な役割を果たしている｡

設され法律に規定されたとしたら､ 否定説の史尚寛先生でさえも肯定されるだろう｡

行政法規による物権創設を認めないのは非現実的である｡ 例えば､ 建設用地の使用

わが国の物権法第 85 条は､ ｢法律､ 法規に相隣関係の処理に関する定めがある場合､

権について､ 物権法はその期限を定めておらず､ その他の狭義の法律にも規定はな

その規定に従うものとする｡ 法律､ 法規に定めがない場合､ その地方の慣習に従う

いが､ 国有地使用権譲渡暫定条例第 12 条に定めがある｡ もし物権法第 5 条におけ

ことができる｣ としている (この ｢慣習｣ を筆者は ｢風俗習慣｣ と称する)｡ 物権

る ｢法律｣ を狭義の法律に限定し､ 国有地使用権譲渡暫定条例を排除するとすれば､

法第 116 条第 2 項は､ ｢法定果実は当事者に約定がある場合､ 約定に従い収取する｡

建設用地の使用権は無期限の権利と解されることになり､ 大きな問題を引き起こす

約定がない場合､ または約定が不明確な場合には､ 取引の慣習に従い収取する｣ と

ことになる｡

規定している｡ わが国の物権法第 116 条第 2 項の規定は､ 風俗習慣と取引慣習を法

崔建遠教授は､ 立法法第 9 条の規定により､ 全国人民代表大会およびその常務委
員会が､ 国務院に対し､ 民事制度に関する行政法規の制定を授権することが排除さ

定果実に適用したものと言えよう｡ 言い換えれば､ 慣習はこの二つの規定を通じて
法律に入り込み､ その機能を調整し､ 物権法定主義の欠缺を補っているのである｡

れるものではないと指摘されている｡ そこで､ 物権の種類や内容といった民事基本

以上をまとめると､ 筆者は､ 物権法定主義における ｢法律｣ に対して寛容に解釈

制度にも､ 全国人民代表大会およびその常務委員会が国務院に対し行政法規制定を

すべきであり､ 全国人民代表大会およびその常務委員会が公布した法律だけでなく､

授権することは許されると考えられるため､ 行政法規が物権を創設することは許さ

行政法規､ 司法解釈も包括し､ 適切な条件の下で慣習にも妥当な規範的地位を与え､

れるものと解される｡ 行政法規の立法手続が相対的に簡易な上､ 公布および施行が

物権法に適度の開放性を持たせ､ もって経済生活の発展の需要に適応させるべきで

比較的早いため､ 権利者に対する保護がさらに有効かつ迅速になる｡ その意味では､

あると考える｡

物権法定主義における ｢法律｣ の範囲を適度に拡大することが現実的である｡

5

二

物権は司法解釈によって定められるべきか
司法解釈は原則として ｢法律｣ には含まれないが､ わが国の実務上､ 最高人民法

院司法解釈には法的効力が認められており､ 最高人民法院司法解釈に関する若干規

物権法定主義の内容
物権の種類や内容は ｢法律｣ の規定によらなければ自由に創設することはできな

いという点については､ 理論上争いがない｡

定第 4 条は､ 最高人民法院が下した司法解釈は法的効力をもつと明確に規定してい
1

る｡

物権種類法定主義
これは､ ｢法律｣ が認めていない新たな種類の物権を自由に創設してはならない

6

物権は慣習によって定められるべきか

ことを意味する｡ 類型強制 (Typenzwang) とも言う｡ 例えば､ 不動産質権の設定

慣習が物権を創設できるか否かはかなり論議を呼んでいる問題である｡ 学説では
これまでさまざまな議論が交わされているが､ いまだに定説がない｡ 歴史的には､

は､ わが国の現行物権法の規定と相反する｡ わが国の物権法および担保法のいずれ
も､ 動産質権と権利質権しか規定していない｡

史尚寛先生を代表とする否定説と､ 劉志先生を代表とする肯定説がある｡
慣習法が物権法定主義の法源となり得るか否かについては､ いまなお論争がある｡
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物権内容法定主義

したとすると､ 物権法第 158 条の規定に反し無効になるだろうか｡ そうならないこ

これは､ 法定物権と異なる物権を創設してはならないことを意味する｡ 類型固定
(Typenfixierung) とも言う｡ 例えば､ 占有を移動しない動産質権､ 標的物占有の

とは明らかである｡ すなわち､ 法律は当事者に最低限の要件を定めただけで､ 法定
された事項以外はすべて私的自治領域にあるのである｡

抵当権の移動などは設定してはならない｡
4
3

物権変動要件法定主義

物権保護方式法定主義
物権の保護方式に関する主な規定は第三章にあるが､ 個別規定においても物権保

物権変動要件法定主義とは､ 物権の設定､ 変更および消滅の要件は､ ｢法律｣ に

護に関して定められている｡ 例えば､ 物権法第 189 条第 2 項では､ 浮動抵当権者は

よって規定されなければならず､ 当事者は任意に創設してはならないことを意味す

｢正常な営業活動において合理的な対価を支払って抵当物を取得した者に対して対

る｡ 例えば､ 物権法第 9 条の規定により､ 不動産物権の設定､ 変更､ 移転および消

抗することができない｣ とされている｡ これにより浮動抵当の追及と効力が事実上

滅は､ 法律が定める要件に従い登記をすることにより､ 効力を生ずる｡ 登記をしな

否定されることとなり､ 当事者は約定によって法律がすでに与えた特定物権の保護

ければ効力は生じない｡ 仮に甲乙間で締結した家屋売買契約において､ 本契約締結

方式を変更することはできない｡ このように､ 物権の保護方式は法律によってしか

後､ 買主乙は家屋の所有権移転登記を経ずに代金支払日にその所有権をただちに取

規定できない｡ 当事者は法律がすでに与えた特定物権の保護方式を約定によって変

得すると約定したとする｡ このような約定は物権法の規定に反するものであるため､

えてはならない｡

その後､ もし甲がこの家屋を丙に売り､ 丙が所有権移転登記手続を行えば､ 丙が所
有権を取得することになる｡ 乙は甲との約定によって法律の規定に反する主張をす
ることはできない｡

以上､ 物権の種類・内容・変動要件および保護方式のすべてについて法定すべき
であることを検討してした｡ しかし､ わが国の物権法第 5 条が ｢物権の種類および

物権変動要件法定主義の要請は､ 物権の変動が当事者との取引の安全に関して重

内容は､ 法律によって定める｣ と規定していることから､ 文言上は､ 物権に関する

大な影響を有する点に実質的な根拠が認められる｡ もし法定されていなければ､ 権

変動要件と保護方式に関する規定は置かれていない｡ 改正前は､ 物権の変動要件と

利者を保護することができないだけでなく､ 物権変動が法定の要件に従って公示さ

保護方式を､ 物権の内容として解釈し､ ｢物権の内容に内在する法｣ として効果を

れないことは取引の安全にも影響する｡

認めるしかなかった｡

しかし､ 物権変動に関する法定要件は決して厳しいものではない｡ 物権法が定め

また､ 前記の検討から物権法の基本問題も引き出した｡ すなわち､ 強制法として

る登記により第三者に対抗することについては､ 当事者に私的自治の余地が認めら

の物権法に対し､ 私的自治領域が認められるか否かという問題である｡ 物権法は強

れないことは当然である｡ だが､ もし登記が第三者に対抗することのみを目的とす

制法ではあるものの､ 私的構成部分のある物権法でもあり､ 必然的に私的自治の資

るのであれば､ 当事者は変更要件を約定し､ 登記対抗要件を成立要件に改めること

質を備えている｡ 物権法定主義と私的自治は物権法研究の二つの重要な鍵であると

ができる｡ 地役権の設定に対して､ 物権法第 158 条では､ ｢地役権は､ 地役権設定

言ってよいだろう｡ 当事者が物権に関して私的自治領域を備えていると考えられる

契約が発効したときに設定される｡ 当事者が登記を求めた場合､ 登記機関に地役権

論拠としては､ 次のようなものが挙げられる｡

の登記を申請することができる｡ 登記をしなければ､ 善意の第三者に対抗すること

①

ができない｣ とされている｡ 当事者が地役権設定契約で､ ｢本契約は債権の効力し
かなく､ 登記手続を行った後でしか物権としての地役権の効力を有しない｣ と約定
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うな物権関係を設定するか､ 物権を変動させるか否か､ どのような要件によっ

②

容が不確定なものであるため､ 物権法定主義の硬直性を補うことができる｡

て物権を変動させるかということなどについて､ 自由を与えている｡
③

物権法は､ 各物権保有者は権利を自由に行使でき､ 尊重されるべきであり､

④

物権体系の内部で解決する｡ 例えば､ 地役権を例に考えれば､ これ自体､ 内

③

物権法の大部分は強制法である上､ 当事者の意思の私的自治領域を排除して

他者は物権保有者の権利を侵してはならず､ その権利行使を干渉してはなら

いるが､ 法律が当事者の約定を優先させる規定もある｡ 例えば､ 物権法第 115

ないことを確認している｡

条､ 第 116 条､ 第 149 条第 2 項､ 第 173 条､ 第 176 条などが挙げられる｡

物権法は､ 地役権などの物権類型を通じて､ 当事者に選択する自治的領域を

また､ 取引慣習の中で新たな類型の物権が出現した場合､ 物権の基礎的理論に照
らし､ 物権法定主義の主旨に反せず､ 適切な公示方式があれば､ 物権法定主義の緩

提供している｡

やかな運用により､ こうした類型の物権を承認することができると考えられる｡ 具
体的な ｢緩和｣ 方式は､ 柔軟かつ多様である｡ 例えば､ ドイツの通説では､ 物権種
三

物権法定主義に対して採るべき態度
類強制の原則は､ 当事者の ｢形成自由 (Gestaltungsfreiheit)｣ を排除するものに
物権法定主義は物権法の重要な原則であるが､ もしこれを硬直的に適用すれば､

とどまり､ 必要な場合に立法を補充し､ あるいは裁判官が発展的に新たな物権の種

社会発展の需要に適応することができない｡ 人類の知恵には限りがあり､ 立法者は

類を創設し､ 法律によって規定されていない法律関係を作り出して､ 社会一般に通

立法時に将来の社会発展の需要を予言しすべてを網羅した物権制度を制定すること

用させる効力を形成することを排除するものではないとされている｡ すなわち､ 例

はできない｡ 特に実務において財産の新しい利用形式が現れるが､ 物権法定主義の

えば､ 所有権留保の物権的期待権は､ まさに裁判官が物権種類強制の原則に反しな

制限により､ 物権に昇格することができないため､ 経済発展の妨げとなっている｡

いとの認識に基づき､ 成文法から展開したものである｡

このような物権法定主義の欠点を克服するため､ 学説上示されている主な見解と

ドイツの著名な法学者であるライザー (Raiser) は､ 期待権は､ 物権ひいては法

しては､ (1) 物権法定主義無視説､ (2) 慣習法包含説､ (3) 慣習法物権限界承認説､

律の発展であり､ 法律に対する蔑視を意味するものではなく､ 物権法定主義の本質

(4) 物権法定主義緩和説､ (5) 物権法定主義否定説がある｡ 物権法定主義が規定さ

を軽視するものではないと評価している｡ 法律は時代の進行とともに変化すべきで

れて以来､ 一部の学説は一貫してその妥当性に疑問を呈している｡ 近年､ 物権法定

あり､ それでこそ社会の需要に適応できるのである｡ また､ 日本の学者である三猪

主義を否定し､ 物権自由創設を主張する見解が､ わが国の大陸と台湾地区で徐々に

信三は､ 一定の要件に合致する慣習は法律と同等の効力があるとしつつ､ これによ

増加している｡ 物権法定主義を批判する論者は､ 伝統的な民事財産法における ｢物

り､ 新しい種類の物権を創設してはならない (既存の物権の内容を変更するだけし

権と債権を二分する｣ の基本構造は合理性に欠け､ 経済発展を阻害すると考えてい

かできない) ことが要請されるにすぎないと述べている｡

る｡ これに対し､ 以下のような方法により物権法定主義の硬直性を低下させること
ができると考えられる｡
①

物権法定主義の根拠となる ｢法律｣ の範囲を拡大する｡ 物権法第 5 条におけ
る ｢物権の種類および内容は､ 法律によって定める｣ という規定における
｢法律｣ を広義に解釈し､ 全国人民代表大会およびその常務委員会が制定し
た法律に限定せず､ 行政法規､ 司法解釈などを含むと解することにより､ 物
権法定主義の法源の範囲を拡大する｡
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ᴗᰃ⊩ᅮᢙֱ⠽ᴗˈ≵᳝ᯢ⹂㾘ᅮ݊݀⼎ᮍᓣ˗ᴗ߽䋼ᴗϞˈ݀⼎ᮍᓣৃҹᰃѸҬᴗ߽߁
䆕ˈгৃҹᰃⱏ䆄˄
ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 224 ᴵ˅
Ǆ
Ё⊩⠽ᴗ݀⼎ᮍᓣⱘḋ࣪ᰃ᳝ᛣᔶ៤ⱘˈЏ㽕ᰃЎ⏋ড়㒻ফⱘॳˈ㒻ফ
⾡ࡼѻᢙֱ⠽ᴗৢˈゟ⊩㗙ḍ↣⾡ᢙֱ⠽ᴗⱘ⡍ᗻˈᑊ㗗㰥Ѹᯧдᛃˈߚ߿㾘ᅮњࡼѻ
ᢙֱ⠽ᴗⱘ݀⼎ᮍᓣǄ݀⼎ᮍᓣᇍᴗ߽ⱘ៤ゟϢᇍϝҎⱘᬜϞ䛑᳝ϔᅮⱘᛣНǄᔧџ
Ҏ䆒ᅮপᕫࡼѻᢙֱ⠽ᴗᯊˈ乏ԧ߸ᮁ䳔㽕ાѯ݀⼎ᮍᓣˈᇍѢϡ᳝ϧϮⶹ䆚ⱘᔧ
џҎˈৃ㛑ᏺᴹϔѯ咏⚺ˈᑊᕅડѸᯧᅝܼǄ
˄Ѡ˅ࡼѻᢙֱ⠽ᴗⱘᴹ⑤
Ёᮄⱘǉ⠽ᴗ⊩ǊⱘᴀḚᶊᴹ㞾Ѣᖋ⠽ᴗ⊩ˈৠᯊ㒻ফњᢝϕ㣅㕢⊩㋏ⱘϔѯࠊ
ᑺˈ䰸ℸПˈ䖬᳝Ѣ⼒ӮЏН䕀ൟᯊᳳⱘ⡍⅞䳔㽕㗠㾘ᅮⱘࠊᑺǄ佪ˈܜゟ⊩Ё㱑✊
≵᳝䞛㒇ᖋ⊩Ϟ᮴݀⼎㽕ӊⱘ䅽Ϣᢙֱࠊᑺ1ˈԚǉড়ৠ⊩Ǌ 134 ᴵ㾘ᅮњ᠔᳝ᴗֱ
⬭ࠊᑺˈ㉏ԐѢǉᖋ⇥⊩Ǌ 449 ᴵˈ㗠⬭㕂ᴗࠊᑺ䞛㒇ⱘ߭ᰃ⊩⊩ǃ⨲⊩ǃ᮹ᴀ
⊩Ϟⱘ᳝⠽ᴗᗻⱘ⊩ᅮᢙֱ⠽ᴗࠊᑺ˗݊ˈЁǉᢙֱ⊩Ǌ
ǃ
ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ׳䡈њ㕢ǉ㒳
ϔଚ⊩Ǌⱘᢙֱ߽Ⲟ˄security interests˅ࠊᑺˈ߯䆒њࡼѻᢉᢐࠊᑺˈѢ䫊㸠ⱘᅲ䏉ˈ
䖬⡍䆒њᑨᬊ䋺ℒ؎ᴗᢙֱࠊᑺ˗ǉ⠽ᴗ⊩Ǌᅵ䆂ᳳ䯈ˈゟ⊩㗙জࡴϞњࡼѻ⍂ࡼᢉᢐࠊ
ᑺˈ䆹ࠊᑺᴹ㞾Ѣ㣅⊩ˈ⍂ࡼᢉᢐࠊᑺࡳ㛑ϞϢ㕢ⱘᢙֱ߽ⲞԧⳌᔧˈৠᯊ䖬᳝
ᣃᬥ݀ৌࡳ㛑2Ǆ⏋ড়㒻ফⱘ㚠᱃ϟˈҎӀӮথ⦄Ёǉ⠽ᴗ⊩ǊⱘϔϾ⡍ᕕ˖㱑✊⠽ᴗ
∗

⏙ढᄺ⊩ᄺ䰶ࡃᬭᥜˈᖋᓫ㦅ᄺ⊩ᄺमǄ
ᖋ⊩Ϟⱘࡼѻᢙֱ⠽ᴗϡ䳔㽕ӏԩ݀⼎ᔶᓣˈ៥ǉ⠽ᴗ⊩Ǌゟ⊩䖛Ёˈ⊩Ꮉྨ⇥⊩ᅸ䅸Ў䖭⾡
⊩خ᳝ᆇѢѸᯧᅝܼܼҎ⊩Ꮉྨ⇥⊩ᅸ㓪㨫ˈǉ⠽ᴗ⊩ゟ⊩㚠᱃Ϣ㾖⚍ܼ䲚Ǌˈ⊩ᕟߎ⠜⼒ 2007 ᑈ⠜ˈ
 645 义Ǆ
2
R. Goode, Commercial Law, 2004, S. 678; Jungmann, Grundpfandgläubiger und Unternehmensinsolvenz, 2004,
S. 179.
1
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⊩㾘߭㹿∛㓪ࠄϔ䚼⊩ᕟЁˈԚ䖰≵᳝ԧ㋏࣪Ǆ
Ң↨䕗⊩ᴹⳟˈ᮹ᴀ⇥⊩ܜᰃҹ⊩⊩Ў㣗ᴀˈৢজҹᖋ⇥⊩Ў㣗՟ˈ䖯㸠⏋ড়㒻
ফˈ݊ԧ㋏࣪㒣偠ؐᕫ׳䡈Ǆ Ϫ㑾 ǃ ᑈҷˈϔԡ᮹ᴀᄺ㗙থ⦄ˈᔧᯊⱘ᮹ᴀ⇥⊩ࠊ
ᑺϢǉ᮹ᴀ⇥⊩Ǌ乕Ꮧᯊⱘ⇥⊩ࠊᑺᄬᕜᏂᓖˈ㗠䖭ϔᏂᓖⱘॳѢ  Ϫ㑾߱क
Ѩᑈ䯈᮹ᴀᇍᖋ⊩ᄺⱘ㒻ফǄᔧᯊˈᖋ⇥⊩⧚䆎᮹ᴀᰃབℸⱘ⌕㸠ˈҹ㟇Ѣ݊Ϣᔧ
ᯊⱘ᮹ᴀ⇥⊩ࠊᑺТᰃৠϔⱘǄ᮹ᴀ㒻ফᖋ⊩ᄺ⧚䆎ǃᇸ݊ᰃ┬ᖋܟ乓⊩ᄺ䖥Ѡकᑈৢˈ

ᓔྟ䖯㸠ডᗱˈѠϪ⬠ৢˈ䖯㸠䞡ᵘ᮹ᴀ⊩ԧ㋏ˈՓ᳝݊⣀ゟᗻ Ǆ䖭݊Ё䖤

⫼ⱘᮍ⊩ˈህᰃĀ⧚䆎㒻ফāⱘᮍ⊩ Ǆ᠔䇧⧚䆎㒻ফˈህᰃϔ⾡⾥ᄺ࣪ⱘ䖛ˈेᇍ᮶᳝
ⱘ⊩ᕟˈ䗮䖛⊩ᕟҎҹᶤϔ⊩ᕟ⾥ᄺЎձ䴴ˈᇍ݊᠔᳝ᮍ䴶㗙㟇ᇥϾ䞡㽕ᮍ䴶䖯
㸠䞡ᵘ㗙ׂℷˈ㒧ᵰϞഄ⾏أ䆹⊩ᕟॳ᳝ⱘ㾘㣗㒧ᵘ5Ǆ
៥䅸Ўˈ㽕ՓЁ⊩᳝⣀ゟᗻǃԧ㋏ᗻˈгᖙ乏䞛প⧚䆎㒻ফⱘᮍ⊩Ǆ佪ܜऎߚϡৠ
ࠊᑺⱘ⧚䆎ᴹ⑤ˈϡ㛑ߛᮁ݊Ϣ↡⊩ⱘ݇㘨ˈߎ⦄䯂乬ᯊˈ㽕↡⊩Ёᇏᡒ㾷އᮍḜǄ݊
ˈԧ㋏࣪Ϟҡ㽕ձ䌪ᖋ⊩ᬭНˈᇚᢝϕ㕢⊩㾘߭㵡ড়ܹᖋ⊩⧚䆎ḚᶊЁǄ
Ѡǃࡼѻᢉᢐⱏ䆄ⱘᬜ
Ѣᖋ⠽ᴗ⊩ⱘḚᶊˈ
ǉ⠽ᴗ⊩Ǌⱘ㾘ᅮᴀϞ䖬ᰃҢ݀⼎⫳ᬜ㽕ӊЏНߎথⱘˈԚ
⬅Ѣᡓ䅸њⱏ䆄ᇍᡫЏНˈ㾘߭Ϟߎ⦄њϢ݊ᑊ㸠ⱘ㾘߭ǄҢ݀⼎ᬜϞˈৃҹऎߚ䖭ϸ
༫㾘߭Ǆ
ᖋ⊩Ϟˈϡࡼѻⱏ䆄᳝䆒ᴗǃֵ݀ҹঞᅮᬜ6ˈԚ៥ࡼѻᢉᢐⱏ䆄ᑊϡ
᳝䖭ѯᬜǄḍǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 188 ᴵ㾘ᅮˈࡼѻᢉᢐᴗϡⱏ䆄ϡᕫᇍᡫᛣϝҎǄ⬅ℸ
ৃⶹˈϡⱏ䆄ᑊϡᕅડࡼѻᢉᢐᴗⱘѻ⫳⫳ᬜˈাᰃϡ㛑ᇍᡫᛣϝҎǄ䆹㾘߭ԧ㋏
ϞϢ݀⼎⫳ᬜᬜ㾘߭ҹঞ݀⼎ⱘֵ݀㾘߭ᰃᑊ߫ⱘǄ᠔ҹᇍѢࡼѻᢉᢐˈॳ߭Ϟ≵᳝䗖
⫼ⱏ䆄⫳ᬜ㽕ӊ㾘߭˄ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 9 ᴵǃ 15 ᴵǃ 16 ᴵ˅ҹঞᛣপᕫ㾘߭˄
ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ
 106 ᴵ˅ⱘԭഄǄ
䙷Мˈࡼѻᢉᢐᴗⱏ䆄᳝ҔМᬜࡳ㛑ਸ਼˛ϔ㠀ᴹ䆆ˈࡼѻᢉᢐⱏ䆄া᳝䄺⼎ࡳ

㛑 ˈ݊⧚⬅བϟ˖
佪ˈܜࡼѻᚙމϟˈⱏ䆄Ϣ⡍ᅮ࣪ᰃ䴲ᐌೄ䲒ⱘˈ݊ᏖഎᛣНг↨䕗ᔅˈϢℸⳌডˈ
ᴗ߽Ϣ؎ᴗϞ䆒ᅮᢙֱ⠽ᴗᯊˈⱏ䆄Ϣ⡍ᅮ࣪䛑ᰃ↨䕗ᆍᯧⱘǄЎ㾷ࡼއѻ⹂ᅮᗻ䯂乬ˈ
ゟ⊩Ϟˈ᳝䞛প㉏ൟ࣪߫В↨䕗䞡㽕ࡼѻ㗙ˈ៥ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 180 ᴵ߫Вњ↨䕗䞡㽕ⱘࡼ
ѻ㉏ൟˈབ⫳ѻ䆒ǃॳᴤ᭭ǃञ៤કǃѻકǃѸ䗮䖤䕧ᎹㄝǄℸˈ䖬᳝䞛ᷛ䆄ᮍᓣ㗙ˈ
៥ৄഄऎǉࡼѻᢉᢐѸᯧ⊩ᅲᮑ㒚߭Ǌ 16 ᴵ㾘ᅮˈⱏ䆄ᴎ݇ᑨѢᏆⱏ䆄Пᷛⱘ⠽П
ᰒ㨫䚼ߚ⚭ॄ㉬䌈ᷛㅒㄝˈҹ䌘䆚߿ˈ䖭ϔᅮᑺϞޣᇥњϝҎᶹ䯙ⱏ䆄㈓ⱘ咏⚺8Ǆ
Ԛሑㅵབℸˈ⫳ѻ䆒ㄝ䋶ѻ䖬ᰃ᳝ᕜⱘ⌕ࡼᗻҹঞϡ⹂ᅮᗻⱘˈ㗠Ϩˈ䞛পᷛ䆄ⱘࡲ
⊩ˈ䖬ӮᤳᆇӕϮⱘֵ䁝Ǆ
 ᑈ  ᳜  ᮹ᆊᎹଚᘏሔ乕Ꮧⱘǉࡼѻᢉᢐⱏ䆄ࡲ⊩Ǌˈ׳䡈њǉ㕢㒳ϔଚ⊩
Ǌⱘˈ⊩خᬍব䖛এⱏ䆄ᢉᢐড়ৠⱘˈ⊩خᬍЎⱏ䆄Āࡼѻᢉᢐⱏ䆄кāˈ㉏ԐѢ㕢㒳
ϔଚ⊩Ёⱘ㵡䌘ໄᯢ˄ILQDQFLQJVWDWHPHQW˅Ǆ
ǉࡼѻᢉᢐⱏ䆄ࡲ⊩Ǌ  ᴵ㾘ᅮ˖
ǉࡼѻ
ᢉᢐⱏ䆄кǊᑨᔧ䕑ᯢϟ߫ݙᆍ˖˄ϔ˅ᢉᢐҎঞᢉᢐᴗҎৡ⿄˄ྦྷৡ˅ǃԣ᠔ഄ˗˄Ѡ˅ҷ
⧚Ҏৡ⿄˄ྦྷৡ˅
˗
˄ϝ˅㹿ᢙֱ؎ᴗⱘ⾡㉏᭄乱˗
˄ಯ˅ᢙֱⱘ㣗ೈ˗
˄Ѩ˅؎ࡵҎሹ㸠؎
3
Kitagawa, Japanese Civil Law and German Law – From the Viewpoint of Comparative Law, in the Identity of
German and Japanese Civil law in Comparative perspectives, 2007, P. 42.
4
Zentaro Kitagawa, Rezeption und Fortbildung des europäischen Zivilrechts in Japan, 1970 Frankfurt.
5
Zentaro Kitagawa, Rezeption und Fortbildung des europäischen Zivilrechts in Japan, 1970 Frakfurt, S. 67.
6
剡ᇨ/ᮑ㩖ᇨ㒇㨫ˈᓴঠḍ䆥ˈ
ǉᖋ⠽ᴗ⊩Ǌ
ˈϞ⊩ˈݠᕟߎ⠜⼒ 2004 ᑈˈ 61 义ҹϟǄ
7
McCormack, Secured Credit under English and American Law, 2004, S. 76.
8
ԭ㛑᭠/փ⺞ˈ
ǉ៥ࡼѻᢉᢐⱏ䆄ࠊᑺⱘ㔎䱋ϢᅠǊ
ˈ䕑ǉ⊩ᄺǊ
ˈ2001 ᑈ 5 ᳳˈ 36 义Ǆ
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ࡵⱘᳳ䰤˗˄݁˅ᢉᢐ䋶ѻⱘৡ⿄ǃ᭄䞣ǃ䋼䞣ǃ⢊މǃ᠔ഄǃ᠔᳝ᴗᔦሲ㗙Փ⫼ᴗᔦ
ሲ˗
˄ϗ˅ᢉᢐҎǃᢉᢐᴗҎㅒᄫ㗙ⲪゴǄ㓪ࠊᮍ⊩Ϟˈ䞛পⱘᰃҎⱘ㓪៤ЏНˈेҹ
ҎЎḌᖗⱘ㓪ࠊᮍ⊩ˈབᵰҹ⠽ЎḌᖗ㓪ࠊⱏ䆄㈓ˈेЎ⠽ⱘ㓪៤ЏНˈϢҎⱘ㓪៤ᮍ⊩Ⳍ
↨ˈ⠽ⱘ㓪៤ᮍ⊩᳝ᕜⱘӬˈϝҎ᮴乏佪ܜᅵᶹ䇕ᰃ᠔᳝ᴗҎˈৃҹㅔ⋕ഄǃ䖙䗳
ഄ⹂䅸ϡࡼѻϞⱘ⊩ᕟ݇㋏9ǄϢǉ㕢㒳ϔଚ⊩ǊЁⱘ㵡䌘ໄᯢⳌ↨ˈࡼѻᢉᢐⱏ䆄к
ⱘݙᆍЎ䆺㒚ˈ݊Џ㽕㾘㣗ⳂⱘѢሑৃ㛑ഄ⹂ᅮⱏ䆄ᷛⱘ⠽Ǆǉ㕢㒳ϔଚ⊩ǊЁⱘ
ࡼѻᢉᢐ㵡䌘ໄᯢⱘݙᆍᰃकߚㅔऩⱘˈা㽕∖؎ࡵҎǃ؎ᴗҎৡ⿄ҹঞ᠔⍝ঞⱘᢙֱ⠽Ǆ
ؐᕫ⊼ᛣⱘᰃˈ㕢ˈৃҹࡼѻᢉᢐ៤ゟࠡे䖯㸠ࡼѻᢉᢐⱏ䆄ˈℸЎ݊ⱏ䆄ࠊ

ᑺϔ⡍㡆ˈ㗠Ϩ݊ⱏ䆄ᰃ᳝ᯊ䯈䰤ࠊⱘ ǄᇍѢ䖭ѯࠊᑺˈ៥ഛќҹফǄ㒧ᵰϞˈ
ᇚӮޣᇥࡼѻᢉᢐⱘ䆒ᅮৃ㛑ᗻǄԚ៥ˈᇍѢࡼѻĀࡼѻᢉᢐⱏ䆄кāˈᢙֱᔧџ
Ҏৃҹ䱣ᯊব݊ݙᆍˈ⬅ℸӮϹ䞡ᕅડϝҎⱘѸᯧᅝܼ߽ⲞǄ
ḍǉࡼѻᢉᢐⱏ䆄ࡲ⊩Ǌ  ᴵˈᇍѢĀࡼѻᢉᢐⱏ䆄кā
ˈᎹଚ㸠ᬓㅵ⧚ሔϡخᅲ
䋼ᅵᶹˈࡼѻᢉᢐⱏ䆄ᴎ݇ফ⧚ⱏ䆄⬇䇋᭛ӊৢˈᑨᔧᔧഎǉࡼѻᢉᢐⱏ䆄кǊϞࡴⲪࡼ
ѻᢉᢐⱏ䆄ϧ⫼ゴᑊ⊼ᯢⲪゴ᮹ᳳǄ⬅ℸᮁˈࡼѻᢉᢐⱏ䆄ᴎ݇ᑊ᮴䫭䇃ⱏ䆄䌨ٓ䋷ӏǄ
䖭ḋⱘࠊᑺࠡᦤϟˈѺϡᑨ䌟ќࡼѻᢉᢐⱏ䆄кҹֵ݀Ǆ
݊ˈࡼѻᢙֱ⠽ᴗᚙމϟˈ᮴⊩䆒䅵ϔϾࣙᣀ᠔᳝ࡼѻᢙֱ⠽ᴗ㉏ൟⱘⱏ䆄ࠊᑺˈ
བϞ᠔䗄ˈ៥ࡼѻᢙֱ⠽ᴗⱘ݀⼎ᮍᓣᰃˈⱘ࣪ܗᑊ䞛প㒳ϔⱘⱏ䆄ᓣǄǉ㕢
㒳ϔଚ⊩ǊЁˈࡼѻᢙֱ⠽ᴗⱘ݀⼎ᮍ⊩гᰃḋ࣪ⱘˈ䚼ߚᚙމϟˈ䗮䖛ⱏ䆄Ā㵡䌘
ໄᯢā䖯㸠݀⼎ˈ䋻Ꮥǃ䆕ࠌǃֵ⫼䆕ǃ䆕к؎ᴗㄝᚙމϟḍऴ᳝㗠݀⼎ǄᇍѢᡩ䌘䋶
ѻǃټ㪘䋺᠋ㄝ䖬ৃҹ䗮䖛᠔䇧ⱘĀࠊā䖯㸠݀⼎Ǆ䰸ℸПˈ⍜䌍કӋ䞥ᢙֱᴗㄝᚙ
މϟˈ᮴䳔݀⼎ᔶᓣˈᢙֱᴗѢ䆒ᅮᯊेথ⫳ᇍᡫϝҎⱘᬜ11Ǆབℸᚙމϟˈԩҹѻ⫳
ϔϾՓϝҎֵ䌪ⱘⱏ䆄㈓ݠਸ਼˛
ˈᢝϕ⊩ᆊЁ䖬ᄬϡᇥ᮴䳔ⱏ䆄ህѿ᳝Ӭܜᴗⱘ؎ᴗҹঞ᮴䳔ⱏ䆄ⱘᠻ㸠ᠷ
ᢐᢙֱᴗˈ៥⊩ᕟϞгᄬ᳝݅ҎӬܜ䌁фᴗǃড়ӭҎӬܜ䌁фᴗǃЁড়㧹ӕϮЁⱘӬ
ܜ䌁фᴗǃᬊӬܜᴗǃᎹ䌘ӬܜᴗǃᓎㄥᎹℒӬܜᴗㄝӬܜᴗˈ⬅ℸϔᴹˈⱏ䆄㈓ᰃ
᮴⊩ᅠܼডࡼѻϞⱘᴗ߽⢊ˈމ᮴⊩ֵ᳝݀Ǆ
ˈݡḍǉ㕢㒳ϔଚ⊩Ǌˈা㽕ℷᐌ㒣㧹䖛Ёˈ⍜䌍㗙ህৃҹ᮴䋳ᢙഄপᕫ
ࡼѻᢙֱᷛⱘ⠽Ǆ៥ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 189 ᴵг䚼ߚഄ㒻ফњ䖭ϔ㾘߭Ǆгህᰃ䇈ˈ⍜䌍㗙
᮹ᐌ⫳⌏Ёᅠܼৃҹᗑ⬹᠔䌁фࡼѻϞᰃ৺ᄬࡼѻᢉᢐᢙֱⱘ䯂乬Ǆ䖭䞠ˈⱏ䆄㈓ϡ
᳝ӏԩᬜǄ
㓐Ϟ᠔䗄ˈ៥䅸Ўˈ㕢ᢙֱ߽Ⲟⱏ䆄ⱘᓣা᳝䄺⼎ࡳ㛑ˈϝҎ᮴⊩ֵ䌪݊݀⼎
ݙᆍˈপᕫᷛⱘ⠽᠔᳝ᴗҪ⠽ᴗᯊˈᖙ乏䖯㸠䇗ᶹǄ䖭⾡ᓣᰃᓎゟ㕢ゲѝᄺҹ
ঞ㞾⬅㒣⌢ᬓㄪⱘ⸔ПϞⱘǄ
ϝǃࡼѻᢉᢐⱏ䆄ϢϝҎѸᯧᅝܼ
བϞ᠔䗄ˈࡼѻᢉᢐⱏ䆄ᑊϡֵ᳝݀㗙ᛣপᕫᬜˈᇍѢѸᯧᅝֱܼᡸˈЏ
㽕ձ䴴ⱏ䆄ᇍᡫᬜ㾘߭ҹঞӬܜᴗ㾘߭Ǆϟ䴶៥Ӏߚܜᵤϔϟⱏ䆄ᇍᡫᬜ㾘߭ϟབԩֱ
ᡸѸᯧᅝܼǄ
˄ϔ˅؎ᴗҎ㛑ᛣഄপᕫࡼѻᢉᢐᴗ৫˛
៥ˈᑊϡᄬᖋ⊩ᛣНϞⱘ⌕䗮ᗻᢉᢐᴗ12ˈ㗠াᡓ䅸᳝䰘䱣ᗻⱘֱܼᗻᢉᢐ
9

Wagemann, Funktion und Bedeutung von Grundsatücksregistern: Eine rechtsvergleichende Studie zum
Liegenschaftsrecht von Deutschland, England und Frankreich, 2002, S. 6.
McCormack, Secured Credit under English and American Law, 2004, S. 77.
11
খ㾕催ᑇˈǉࡼѻᢉᢐⱏ䆄ࠊᑺⷨおǊˈЁᎹଚߎ⠜⼒ 2007 ᑈ⠜ˈ 61 义Ǆ
12
剡ᇨ/ᮑ㩖ᇨ㒇㨫ˈ⬇ि᯳/⥟⋾҂䆥ˈǉᖋ⠽ᴗ⊩Ǌˈϟ⊩ˈݠᕟߎ⠜⼒ 2006 ᑈ⠜ˈ 43 义Ǆ
10
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ᴗˈ㹿ᢙֱⱘ؎ᴗ㹿䅽Ϣᯊˈᢉᢐᴗг䱣П㹿䅽Ϣˈ㗠؎ᴗҎϡᕫॳⱏ䆄ˈҹ䆕ᯢ݊؎
ᴗˈᬙϝҎѺϡ㛑ᛣপᕫ㹿ᢙֱⱘ؎ᴗˈ㒧ᵰϞˈᑨϡᄬऩ⣀ᇍᢉᢐᴗᛣপᕫⱘ
ᚙމǄ
ˈ
ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 180 ᴵ㽕∖ᢉᢐҎЎ؎ᴗҎ䆒ᅮᢉᢐᴗᯊˈᇍᢉᢐ⠽乏᳝໘ߚᴗ˄ࣙ
ᣀ᠔᳝ᴗⱘᚙˈ˅މℸ㾘߭гᴹ㞾Ѣǉ㕢㒳ϔଚ⊩Ǌ13ˈབᵰᢉᢐҎ≵᳝໘ߚᴗˈᢉᢐ
ᴗᢙֱ⠽ᴗेϡѻ⫳ᬜˈ᠔ҹˈ݊᮴໘ߚᴗП⠽Ϟ䆒ᅮᢉᢐᴗᯊˈ᮴䆎ᢉᢐᴗҎᰃ৺
Ўᛣˈ䛑᮴⊩㦋ᕫ᳝ᬜⱘᢉᢐᴗǄ
˄Ѡ˅ϝҎ㛑᮴䋳ᢙഄপᕫᢙֱ⠽Ϟⱘ᠔᳝ᴗ৫˛
ϝҎ㛑৺᮴䋳ᢙഄপᕫᢙֱ⠽Ϟⱘ᠔᳝ᴗˈᑨḍǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 188 ᴵⱘ㾘߭ˈे
ࡼѻᢉᢐᴗϡⱏ䆄ϡᕫᇍᡫᛣϝҎˈ㗠ϡᑨḍᛣপᕫ㾘߭Ǆ
䙷Мˈԩ䇧ĀᛣϝҎāਸ਼ˈ᳔催Ҏ⇥⊩䰶⊩ᅬ⥟䯃䅸Ў䆹ϝҎҙᣛࡼѻᢉᢐᴗ
Ҏǃࡼѻ䋼ᴗҎǃ⬭㕂ᴗҎҹঞ䆹ࡼѻ᠔᳝ᴗⱘপᕫҎㄝ⠽ϞϝҎˈϡᑨࣙᣀϔ㠀؎ᴗҎ
14
Ǆᇍℸˈ⥟߽ᯢᬭᥜг㸼⼎䅸ৠˈԚ䅸Ўˈ᠔䇧ᛣϝҎˈᖙ乏ᰃড়⊩ѸᯧЁⱘᛣ
ⱘǃᏆ㒣ࡲ⧚њⱏ䆄ⱘ⠽ᴗҎˈ䖭䞠ˈ⥟߽ᯢᬭᥜࡴњড়⊩Ѹᯧ䖭ϔ㽕㋴ˈᑊ㽕∖䆹⠽
ᴗҎᖙ乏Ꮖ㒣ࡲ⧚њⱏ䆄15Ǆ᠔䇧ড়⊩ѸᯧˈᰃᣛϝҎϢᢉᢐҎП䯈ⱘড়ৠᖙ乏᳝ᬜˈ䖭
ᰃ⠽ᴗ㸠Ў᳝ᗻⱘԧ⦄ˈԚⱏ䆄П㽕ӊ߭ᖙড়⧚ˈЎࡼѻᚙމϟЏ㽕ᰃҹѸҬЎ݀
⼎ᮍᓣⱘˈेՓҹⱏ䆄Ў݀⼎㽕ӊˈгাᰃᇍᡫ㽕ӊǄ
ᛣᰃϔϾЏ㾖㋴ˈᅵ߸Ё↨䕗䲒ҹ⹂ᅮˈ᠔ҹˈ㕢⊩ϞᛣᑊϡᰃϔϾ㗗
䞣㽕ӊˈᇍѢ៥ǉ⠽ᴗ⊩ǊϞⱘᛣг᳝ϡৠⱘ⧚㾷ˈ᳔催Ҏ⇥⊩䰶⊩ᅬ⥟䯃䅸Ўˈᛣ
㽕ӊা䗖⫼ѢϝҎЎфফҎⱘᚙމϟˈ㗠ϡ䗖⫼ѢᏆ㒣ձ⊩݀⼎ᢉᢐᴗҎǃ䋼ᴗҎ⬭㕂
ᴗҎⱘᚙेˈމՓ䖭ѯᢙֱᴗҎᰃᙊᛣⱘˈгᰃབℸ16Ǆ៥䅸ЎˈৠϔࡼѻϞৠᯊᄬ݊
Ҫᢙֱ⠽ᴗᚙމϟˈ䗖⫼៥⊩ᕟϞⱘӬܜ乎ԡ㾘߭ˈ㗠ϡᑨ䗖⫼ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 188 ᴵǄ
˄ϝ˅՟㾘߭
1ǃǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 191 ᴵ
ᇍѢࡼѻᢙֱ⠽ᴗˈ䰸њᇍᡫᬜ㾘߭ҹˈᇮᄬϔ㋏߫ⱘӬܜᴗ㾘߭ǄህϝҎ
ᰃ৺ৃ᮴䋳ᢙഄপᕫᢙֱᷛⱘ⠽㗠㿔ˈ佪ܜ㽕㗗㰥ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 191 ᴵⱘ㾘߭ˈḍ䆹㾘߭ˈ
ᢉᢐᳳ䯈ˈᢉᢐҎ㒣ᢉᢐᴗҎৠᛣˈϡᕫ䕀䅽ᢉᢐ䋶ѻˈԚফ䅽ҎҷЎ⏙ٓ؎ࡵ⍜♁ᢉᢐ
ᴗⱘ䰸ǄҢ᭛ᛣϞⳟˈৃҹ᳝ϸ⾡㾷䞞㒧ᵰˈϔ⾡ᰃ؎ᴗ㸠Ў᮴ᬜˈ㗠໘ߚ㸠Ў᳝ᬜˈे
䞛ᖋ⊩㾘߭˗ϔ⾡ᰃ໘ߚ㸠Ў᮴ᬜˈϝҎা㛑ḍᛣপᕫ㾘߭পᕫ17ǄԚ㾷䞞䆎Ϟˈ
Џ⌕㾖⚍䅸Ў䆹㾘㣗ᑊ䴲ᔎࠊᗻ㾘㣗ˈ㗠ᰃ᠔䇧ⱘᇐᗻ㾘㣗ˈेՓ⊩ᕟ㸠Ў䖱ড䆹㾘㣗ˈ
гϡӮᏺᴹ᮴ᬜⱘ⊩ᕟৢᵰˈ㗠Ϩˈৃҹ䗮䖛⠽ᴗⱘ䗑ঞֱᡸᢉᢐᴗҎˈेϡ䆎ᢉᢐ⠽㨑
ܹԩҎПˈᢉᢐᴗ䛑ҡ✊ᄬ18Ǆ᳔催Ҏ⇥⊩䰶ǉᢙֱ⊩㾷䞞Ǌ 67 ᴵгᡓ䅸њ䖭ϔᄺ
䇈Ǆ㗠Ϩˈᢉᢐ⠽㒣ⱏ䆄ⱘᚙމϟˈḍᇍᡫᬜ㾘߭ˈᢉᢐᴗҎϡᕫᇍᡫফ䅽Ҏˈ
ℸ㒭ᢉᢐᴗҎ䗴៤ᤳ༅ⱘˈ⬅ᢉᢐҎᡓᢙ䌨ٓ䋷ӏǄ㕢⊩Ϟˈࡼѻᢉᢐᴗ䆒ᅮৢˈᢉ
13
催ᑇˈ
ǉࡼѻᢉᢐⱏ䆄ࠊᑺⷨおǊ
ˈЁᎹଚߎ⠜⼒ 2007 ᑈ⠜ˈ 54 义Ǆ
14 ⥟ 䯃 ˈǉ 㾘 ߭  ކさ Ϣ ࠊ ᑺ ߯ ᮄ ˄ Ё ˅ —— ҹ ⠽ ᴗ ⊩ Ϣ ᢙ ֱ ⊩ ঞ ݊ 㾷 䞞 ⱘ ↨ 䕗 Ў Ё ᖗ 㗠 ሩ ᓔ Ǌˈ
www.civillaw.com.cnˈⱏ䰚ᯊ䯈 2008 ᑈ 10 ᳜ 16 ᮹Ǆ᳔催Ҏ⇥⊩䰶݇Ѣᢙֱ⊩ৌ⊩㾷䞞ѨकбᴵЁⱘ“
ϝҎ”㣗ೈ䯂乬ⱘㄨ˄⊩ߑ[2006]51 ো˅ Ёাᰃᯢ⹂ϝҎᰃᢉᢐᔧџҎПⱘϝҎǄ
15
⥟߽ᯢˈ
ǉ⠽ᴗ⊩ⷨおǊ
ˈϟोˈЁҎ⇥ᄺߎ⠜⼒ 2007 ᑈˈ 517 义Ǆ
16
⥟ 䯃 ˈǉ 㾘 ߭  ކさ Ϣ ࠊ ᑺ ߯ ᮄ ˄ Ё ˅ —— ҹ ⠽ ᴗ ⊩ Ϣ ᢙ ֱ ⊩ ঞ ݊ 㾷 䞞 ⱘ ↨ 䕗 Ў Ё ᖗ 㗠 ሩ ᓔ Ǌˈ
www.civillaw.com.cnˈⱏ䰚ᯊ䯈 2008 ᑈ 10 ᳜ 16 ᮹Ǆ
17
⥟߽ᯢᬭᥜⱘ㾖⚍ԐТᰃৢ㗙ˈখ㾕⥟߽ᯢˈ
ǉ⠽ᴗ⊩ⷨおǊ
ˈϟोˈЁҎ⇥ᄺߎ⠜⼒ 2007 ᑈˈ
517 义Ǆ
18
የᓎ䖰/䶽Ϫ䖰ˈ
ǉ؎ᴗֱ䱰⊩ᕟࠊᑺⷨおǊ
ˈ⏙ढᄺߎ⠜⼒ 2004 ᑈ⠜ˈ 158 义ҹϟǄ
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清華大学・名城大学交流協定締結 10 周年記念

特別講演

ᢐҎҡ᳝ᴗᇍᢙֱᷛⱘ⠽䖯㸠໘ߚ19ˈ໘ߚᢙֱᷛⱘ⠽Пৢˈࡼѻᢙֱ⠽ᴗҡ✊ᄬѢᷛ
ⱘ⠽ПϞˈेࡼѻᢙֱ⠽ᴗ᳝䗑ঞᬜ20Ǆ
᠔ҹˈḍǉ⠽ᴗ⊩ǊˈϝҎᰃ৺㛑পᕫᢙֱᷛⱘ⠽Ϟ᠔᳝ᴗˈҡ㽕ḍǉ⠽ᴗ⊩Ǌ
 188 ᴵ߸ᮁǄৃҹ⧚㾷ⱘᰃˈ⊩ᕟ㒻ফϢ⊩߱࣪ᳳˈ㾷䞞ᄺ᳝݊⣀⡍ⱘ䞡㽕ӋؐˈԚ
ⷁᯊ䯈ݙгӮѻ⫳ϔѯ䋳䴶ᬜᑨˈབᔧџҎ᮴⊩乘ᳳ⊩ᕟᬜᵰˈेՓֵ䌪⊩ᕟᴵ᭛г᮴⊩
ᣝ✻㞾Ꮕⱘᛣᗱᅲ⦄⊩ᕟᬜᵰˈᛣᗱ㞾⊏᮴⊩ᕫࠄᅲ⦄Ǆ
2ǃ
ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 189 ᴵ
䖭䞠ˈ䖬䳔㗗㰥 188 ᴵⱘѠϾ՟㾘߭ˈेℷᐌ㒣㧹⌏ࡼপᕫᷛⱘ⠽㾘߭Ǆḍ
ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 189 ᴵˈᇍѢࡼѻ⍂ࡼᢉᢐᴗˈेՓᏆⱏ䆄ˈгϡᕫᇍᡫℷᐌ㒣㧹⌏ࡼЁᏆ
ᬃҬড়⧚Ӌℒᑊপᕫᢉᢐ䋶ѻⱘфফҎǄ⍂ࡼᢉᢐᴗᴹ㞾Ѣ㣅⊩ˈࡳ㛑Ϟ㉏ԐѢ㕢⊩
ϞⱘĀᢙֱ߽Ⲟ˄security interests˅
āࠊᑺ21Ǆ㕢ǉ㒳ϔଚ⊩ǊЁг᳝㉏Ԑⱘֱᡸ⍜䌍
㗙߽Ⲟⱘ㾘߭22Ǆ
⬅Ѣ៥ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ᮶䚼ߚ㒻ফњ㕢⊩ⱘᢙֱ߽Ⲟࠊᑺˈेࡼѻᢉᢐˈজ䚼ߚ㒻ফ
њ⍂ࡼᢉᢐࠊᑺǄ᠔ҹˈҢ㾘㣗Ⳃⱘ㾷䞞㾦ᑺᴹⳟˈᇍѢϔ㠀ⱘࡼѻᢉᢐ㾘߭ˈгৃҹ䗖⫼
ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 189 ᴵⱘ㾘߭Ǆ
ಯǃࡼѻᢉᢐ⠽ᴗϢ݊ҪᢉᢐᴗᑊᄬᚙމϟⱘӬܜ乎ԡ㾘߭
ࡼѻᢉᢐᴗϢ݊Ҫᢉᢐᴗᑊᄬᚙމϟˈϡ㛑䗖⫼ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 188 ᴵⱘ㾘߭ˈ㗠ᑨ䙉
ᕾ⦄㸠⊩ϞⱘӬܜ乎ԡ㾘߭Ǆ
˄ϔ˅Ͼࡼѻᢉᢐᴗᑊᄬⱘᚙމ
佪ˈܜৠϔ䋶ѻϞ䆒ᅮϸϾҹϞࡼѻᢉᢐᴗⱘˈϡ䆎䖭ϸϾᢉᢐᴗᰃ৺ⱏ䆄ˈ䛑ᰃ᳝
ᬜ៤ゟⱘˈাϡ䖛㽕㗗㰥Ѡ㗙ⱘӬܜ乎ԡˈḍǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 199 ᴵ 3 乍ˈབᵰϸϾ
Ͼᑊᄬⱘᢉᢐᴗˈ䛑≵᳝ⱏ䆄ˈ߭㹿㾚Ўৠㄝ乎ԡˈᢉᢐᴗҎᣝ✻؎ᴗ↨՟⏙ٓ˗ḍǉ⠽
ᴗ⊩Ǌ 199 ᴵ 2 乍ˈབᵰϾᢉᢐᴗЁˈ᳝ⱘⱏ䆄ˈ᳝ⱘ≵᳝ⱏ䆄ˈ߭ⱏ䆄ⱘᢉᢐᴗӬ
ܜѢⱏ䆄ⱘᢉᢐᴗǄḍǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 199 ᴵ 1 乍ˈབᵰϾᢉᢐᴗ䛑Ꮖⱏ䆄ˈ߭ᣝ✻
ⱏ䆄ⱘৢܜ乎ᑣ⏙ٓˈ乎ᑣⳌৠⱘˈᣝ✻؎ᴗ↨՟⏙ٓǄ
ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 199 ᴵ 1 乍ᰃॳ߭
ᗻ㾘߭ˈ༝㸠ⱘᰃ㕢⊩᠔䇧ⱘⱏܜ䆄㗙Ӭ˄ܜfirst-in-time rule˅ⱘ㾘߭Ǆḍ㕢⊩㾘߭ˈ
Ꮖ݀⼎ⱘᢙֱᴗӬܜѢ᳝݀⼎ⱘᢙֱᴗ˗ഛᏆ݀⼎ⱘᢙֱᴗ䯈ˈⱏܜ䆄ᢙֱໄᯢк݀ܜ
⼎ᢙֱᴗ㗙Ӭ⼎݀ܜ˄ܜ㗙Ӭܜ㾘߭˅Ǆ䖭䞠ˈձⱏ䆄ⱘ⹂ৢܜᅮৠϔᢉᢐ⠽Ϟゲᄬᴗ߽
ⱘӬܜ乎ԡˈ㗠ϡ䯂ᴗ߽ҎϝҎᰃ৺ⶹᙝⱏ䆄ⱘᅲ䰙ᚙމ23ǄҢ↡ǃᄤ⊩݇㋏ϞˈЁ
⊩гᑨ䞛প䆹㾘߭ˈℸ໘ϡ㛑䗖⫼ϡⱏ䆄ϡᕫᇍᡫᛣϝҎⱘ㾘߭Ǆ
㕢⊩ϞˈᇍѢⱏܜ䆄㗙ܜӬܜ㾘᳝߭ϔϾ՟ˈेӋ䞥ᢙֱᴗӬܜѢ݊Ҫ᠔᳝ձĀܜ
݀⼎㗙Ӭܜ㾘߭ā㗠পᕫӬܜᴗⱘᢙֱᴗ24Ǆ᠔䇧Ӌ䞥ᢙֱᴗᰃᣛӋ䞥ᢙֱ⠽ϞᢙֱӋ䞥
ٓҬНࡵሹ㸠ⱘࡼѻᢙֱᴗˈབᄬ䋻ϞⱘӋ䞥ᢙֱϢᄬ䋻ϞⱘࡼѻᢉᢐᴗП䯈ⱘゲᄬǄᇍѢ
䆹㾘߭ˈ៥⊩ᑊ≵᳝㒻ফˈ݊⧚⬅Ѣˈ៥ǉ⠽ᴗ⊩Ǌᅲ㸠ⱘᰃ⠽ᴗ⊩ᅮ㾘߭ˈᑊ≵᳝
ᡓ䅸Ӌ䞥ᢙֱᴗˈাᰃ㾘ᅮњ᠔᳝ᴗֱ⬭ࠊᑺˈԚ≵᳝㾘ᅮ᠔᳝ᴗֱ⬭ϢࡼѻᢉᢐᴗП䯈ⱘ
19

§ 9-205 UCC
§ 9-315 (1) UCC
R. Goode, Commercial Law, 2004, S. 670.
22
McCormack, Secured Credit under English and American Law, 2004, S. 77. § 9-320 UCC. Buyer in the
ordinary course of business is defined in Article 1-201 as buyer from a person, other than a pawnbroker, in the
business of selling goods of the kind.
23
催ᑇˈǉࡼѻᢉᢐⱏ䆄ࠊᑺⷨおǊˈЁᎹଚߎ⠜⼒ 2007 ᑈ⠜ˈ 40 义Ǆ
24
§ 9-322 UCC. খ㾕催ᑇˈǉࡼѻᢉᢐⱏ䆄ࠊᑺⷨおǊˈЁᎹଚߎ⠜⼒ 2007 ᑈ⠜ˈ 63 义Ǆ
20
21
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ᬜ݇㋏Ǆ
ᑨᔧᣛߎⱘᰃˈҢゟ⊩ⳂⱘϞⳟˈ 199 ᴵ᮶䗖⫼Ѣࡼѻᢉᢐᚙˈމг䗖⫼ϡࡼѻᢉᢐ
ᚙމ25ˈԚ⬅Ѣϡࡼѻᢉᢐᴗᚙމϟˈϔ㠀䛑ᰃ⫳ᬜ㽕ӊЏНˈ᠔ҹˈা᳝ 199 ᴵ 1 乍
ৃҹ䗖⫼ѢϡࡼѻᢉᢐᚙމǄᇍℸˈ
ǉᢙֱ⊩Ǌ 54 ᴵህߚ߿ᇍࡼѻᢉᢐⱏ䆄乎ԡϢϡࡼѻ
ᢉᢐⱏ䆄乎ԡ䖯㸠њ㾘ᅮǄ
៥⊩ᕟϞˈϡ⏙Ἦⱘᰃˈ⬅ⱏ䆄ⱘࡼѻᢉᢐᴗ᠔ᢙֱⱘ؎ᴗᰃ৺ӬܜѢϔ㠀᮴ᢙ
ֱⱘ؎ᴗǄᇍѢℸ⊩ᕟⓣ⋲ˈгৃҹ↡⊩Ϟ㦋ᕫ㸹ᬥǄ㕢ǉ㒳ϔଚ⊩ǊϞˈेՓᢙ
ֱᴗҎ݀⼎݊ᢙֱᴗˈᢙֱᴗҎህ䆹ᢙֱᴗ᠔ঞⱘᢙֱ⠽ѺӬܜѢ᮴ᢙֱ؎ᴗҎ26Ǆ
˄Ѡ˅ࡼѻᢉᢐᴗϢ݊Ҫᢙֱ⠽ᴗᑊᄬⱘᚙމ
Ёˈ䰸њࡼѻᢉᢐҹˈᇮ᳝䋼ᴗǃࡼѻ⍂ࡼᢉᢐǃ᠔᳝ᴗֱ⬭ҹঞ⬭㕂ᴗㄝǄࡼ
ѻᢉᢐϢ䖭ѯᢙֱ⠽ᴗгᰃৃҹᑊᄬⱘǄᇍℸˈ៥⦄㸠⊩ᕟ㾘ᅮњབϟ㾘߭˖
1ǃ⬭㕂ᴗӬѢᢉᢐᴗϢ䋼ᴗ
ゟ⊩՟Ϟˈᖋ⊩Џ㽕ᇚ⬭㕂ᴗᵘᓎЎϔ⾡ᡫ䕽ᴗˈᑊϡ᳝⠽ᴗ⡍ᗻˈԚ៥ゟ⊩
㗙ᇚ݊㾘ᅮЎ⠽ᴗᗻⱘ⬭㕂ᴗˈ䅸ᅮ݊Ў⊩ᅮᢙֱ⠽ᴗǄḍǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 239 ᴵˈৠϔࡼ
ѻϞᏆ䆒ゟᢉᢐᴗ㗙䋼ᴗˈ䆹ࡼѻজ㹿⬭㕂ⱘˈ⬭㕂ᴗҎӬܜফٓǄЏ㽕ゟ⊩⧚⬅Ѣˈ
⬭㕂ᴗҎᇍࡼѻᢉᢐ⠽䖯㸠ࡴᎹǃ㓈ׂㄝ㸠Ўৢˈ䆹ࡼѻϔᅮᑺϞᏆࡼѻ᠔᳝ᴗ
ҎϢ⬭㕂ᴗҎ᳝݅П⡍ᗻˈᇸ݊ᰃ㗗㰥⬭㕂ᴗҎⱘᎹ䌘؎ᴗⱘ⡍⅞ֱᡸ䯂乬ˈᬙे֓䆹⬭㕂
ᴗҎሲѢᙊᛣˈѺᑨӬֱܜᡸ27Ǆ㗠䋼ᴗϢ⬭㕂ᴗゲড়ⱘᚙމϟˈЎ⬭㕂ᴗᰃᢙֱѢ
㓈ᡸֱᄬᷛⱘ⠽ⱘӋؐⱘ㸠Ў㗠থ⫳ⱘ؎ᴗˈᑊϨᷛⱘ⠽⬅⬭㕂ᴗⳈऴ᳝ˈ䋼ᴗҎҙЎ
䯈ऴ᳝Ҏˈ᠔ҹˈ⬭㕂ᴗӬܜѢ䋼ᴗ28ǄԚ⬭㕂ᴗѻ⫳ˈܜ䋼ᴗৢЎ៤ゟⱘˈ䋼ᴗҎ
ЎⳈऴ᳝Ҏˈᬙℸᯊ䋼ᴗᑨӬܜѢ⬭㕂ᴗ29Ǆ
ؐᕫ⊼ᛣⱘᰃˈ㠍㠊Ӭܜᴗǃ⇥⫼㟾ぎ఼Ӭܜᴗߚ߿ӬܜѢ㠍㠊⬭㕂ᴗǃ⇥⫼㟾ぎ఼⬭
㕂ᴗ˄ǉ⍋ଚ⊩Ǌ 25 ᴵ˅Ǆ
2ǃᢉᢐᴗӬѢ䋼ᴗ
2000 ᑈ᳔催Ҏ⇥⊩䰶ǉᢙֱ⊩㾷䞞Ǌ 79 ᴵ㾘ᅮˈৠϔ䋶ѻ⊩ᅮⱏ䆄ⱘᢉᢐᴗϢ䋼ᴗ
ᑊᄬᯊˈᢉᢐᴗҎӬܜѢ䋼ᴗҎফٓǄ݊ゟ⊩⧚⬅Ѣˈ䋼ᴗ䆒ᅮᯊ䯈䲒ҹ䕼䅸ˈᢙֱҎᅠ
ܼৃҹ䆒ᅮᢉᢐৢϢϝҎᙊᛣІ䗮ˈҹ䋼ᴗ䆒ᅮܜЎ⬅ˈᇍᡫᢉᢐᴗҎ㸠ՓᢉᢐᴗǄ
᠔ҹˈᢉᢐᴗⱘᬜᑨӬܜѢ㒣ⱏ䆄䚼䮼݀⼎ⱘ䋼ᴗⱘᬜ30Ǆ
ᔧᶤ؎ᴗҎᯢⶹᢉᢐ⠽Ϟᄬⱏ䆄ⱘᢉᢐᴗᯊˈҡফ䆹ᢉᢐҎᦤկⱘ䆹ࡼѻ䋼ᢐˈ
ℸᯊ䆹؎ᴗҎ㱑ሲᙊᛣ䋼ᴗҎˈԚѸҬऴ᳝ᰃࡼѻ䋼ᴗⱘ⊩ᅮ݀⼎ᮍᓣˈᬙ䆹ᙊᛣ䋼ᴗҎ
ᑨফࠄ݀⼎ࠊᑺⱘֱᡸˈৃᇍᡫⱏ䆄ⱘࡼѻᢉᢐᴗ31Ǆ
25
ܼҎ⇥ҷ㸼ӮᐌࡵྨਬӮ⊩ࠊᎹྨਬӮ⇥⊩ᅸ㓪˖ǉЁढҎ⇥݅⠽ᴗ⊩ᴵ᭛䇈ᯢǃゟ⊩⧚⬅
ঞⳌ݇㾘ᅮǊ
ˈ࣫Ҁᄺߎ⠜⼒  ᑈ⠜ˈᇍ  ᴵⱘ䆘⊼Ǆ
26
催ᑇˈ
ǉࡼѻᢉᢐⱏ䆄ࠊᑺⷨおǊ
ˈЁᎹଚߎ⠜⼒ 2007 ᑈ⠜ˈ 62 义Ǆ
27
খ㾕ᴢܝㄝˈ
ǉ݇Ѣ䗖⫼ЁढҎ⇥݅㢹ᑆ䯂乬ⱘ㾷䞞⧚㾷Ϣ䗖⫼Ǌ
ˈঢ়ᵫҎ⇥ߎ⠜⼒ 2000ˈ 283
义ҹϟ˗咘ᵒ᳝Џ㓪ˈ
ǉЁढҎ⇥݅⠽ᴗ⊩ᴵ᭛⧚㾷Ϣ䗖⫼Ǌ
ˈҎ⇥⊩䰶ߎ⠜⼒ 2007 ᑈ⠜ˈ 691 义ҹ
ϟ Ǆ ⥟ 䯃 ˈǉ 㾘 ߭  ކさ Ϣ ࠊ ᑺ ߯ ᮄ ˄ Ё ˅ ——ҹ ⠽ ᴗ ⊩ Ϣ ᢙ ֱ ⊩ ঞ ݊ 㾷 䞞 ⱘ ↨ 䕗 Ў Ё ᖗ 㗠 ሩ ᓔ Ǌˈ
www.civillaw.com.cnˈⱏ䰚ᯊ䯈 2008 ᑈ 10 ᳜ 16 ᮹Ǆ
28
咘ᵒ᳝Џ㓪ˈ
ǉЁढҎ⇥݅⠽ᴗ⊩ᴵ᭛⧚㾷Ϣ䗖⫼Ǌ
ˈҎ⇥⊩䰶ߎ⠜⼒ 2007 ᑈ⠜ˈ 693 义Ǆ
29
咘ᵒ᳝Џ㓪ˈ
ǉЁढҎ⇥݅⠽ᴗ⊩ᴵ᭛⧚㾷Ϣ䗖⫼Ǌ
ˈҎ⇥⊩䰶ߎ⠜⼒ 2007 ᑈ⠜ˈ 694 义Ǆ
30
খ㾕ᴢܝㄝˈ
ǉ݇Ѣ䗖⫼ЁढҎ⇥݅㢹ᑆ䯂乬ⱘ㾷䞞⧚㾷Ϣ䗖⫼Ǌ
ˈঢ়ᵫҎ⇥ߎ⠜⼒ 2000ˈ 284
义Ǆ
31
⥟ 䯃 ˈǉ 㾘 ߭  ކさ Ϣ ࠊ ᑺ ߯ ᮄ ˄ Ё ˅ —— ҹ ⠽ ᴗ ⊩ Ϣ ᢙ ֱ ⊩ ঞ ݊ 㾷 䞞 ⱘ ↨ 䕗 Ў Ё ᖗ 㗠 ሩ ᓔ Ǌˈ
www.civillaw.com.cnˈⱏ䰚ᯊ䯈 2008 ᑈ 10 ᳜ 16 ᮹Ǆ
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ǉ⠽ᴗ⊩ǊЁˈᇮ≵᳝⍝ঞࡼѻᢉᢐᴗϢ᠔᳝ᴗֱ⬭ҹঞ⍂ࡼᢉᢐӬܜ乎ԡⱘ㾘߭Ǆ
ህ᠔᳝ᴗֱ⬭㾘߭ˈৃҹࡽ׳㕢⊩ϞⱘӋ䞥ᢙֱᴗ㾘߭䖯㸠㸹ܙǄᖋ⊩ϞˈѢ䞥䪅ֵ
䌋Ϣ䋻⠽ֵ䌋থ⫳ކさᯊˈ⊩䰶䗮ᐌӮ߸ᅮ䋻⠽ֵ䌋Ҏⱘᢙֱᴗ߽Ӭܜ32ˈ߽Ⲟ㸵䞣ϞӬ
ֱܜᡸ䋻⠽ֵ䌋Ҏⱘ߽ⲞǄ
ህ⍂ࡼᢉᢐϢࡼѻᢉᢐゲড়ⱘ䯂乬ˈ㣅⊩Ϟϔ㠀䙉ᕾ⍂ࡼᢉᢐ乎ԡࡷѢᅮᢉᢐⱘ
㾘߭33ˈ݊ॳѢˈ⍂ࡼᢉᢐĀ㒧āࠡᑊ᮴⠽ᴗᬜˈ៥ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ⍂ࡼᢉᢐ㾘
߭Ϟˈᇮ≵᳝ϹḐᛣНϞⱘĀ㒧āǃ
Āㅵāࠊᑺ34ˈԚǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 196 ᴵ߱ℹ㾘ᅮњ⍂
ࡼᢉᢐĀ⹂ᅮāⱘᚙˈމԧࣙᣀ˖ᢉᢐҎ㹿ᅷਞ⸈ѻ㗙㹿᩸䫔ǃᔧџҎ㑺ᅮⱘᅲ⦄ᢉᢐ
ᴗⱘᚙᔶҹঞϹ䞡ᕅડ؎ᴗᅲ⦄ⱘˈԚ⍂ࡼᢉᢐ⹂ᅮࠡˈ݊Ꮖ㒣ѻ⫳њ⠽ᴗᬜˈᬙᬜ
㾘߭Ϟˈϡᑨ䞛প㣅П㾘߭ˈ㗠ᑨḍ䆒ᅮᯊ䯈ⱘއৢܜᅮӬܜ乎ԡǄ

ᴗᑊᄬⱘᚙމϟˈ߭জϡ㛑䗖⫼ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 188 ᴵⱘ㾘߭ˈ䳔㽕㸠䗖⫼ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ
199 ᴵǃ 239 ᴵҹঞ᳔催Ҏ⇥⊩䰶ǉᢙֱ⊩㾷䞞Ǌ 79 ᴵ㾘ᅮǄ
⬅Ѣ៥ࡼѻᢉᢐᴗࠊᑺⱘ↡⊩Ѣ㕢ǉ㒳ϔଚ⊩Ǌˈ᠔ҹˈ៥Ӏ฿㸹⊩ᕟⓣ⋲
㗙ᰃ㾷䞞⊩ᕟⱘᯊˈ㽕佪ܜ↡⊩Ёᇏ∖ᬃᣕˈԚԧ㋏࣪ⱘᯊˈᑨ⠽ᴗ⊩ⱘᴀ
Ḛᶊݙ䖯㸠㵡ড়ˈ㗠䖭ѯᎹⱘ⸔䛑Ѣ⧚䆎㒻ফǄؐᕫ⊼ᛣⱘᰃˈ⠽ᴗ݀⼎㾘߭ᮍ䴶ˈ
⬅Ѣࡼѻᢉᢐⱏ䆄ᬜ㾘߭ⱘ⣀ゟᗻˈ៥Ꮖ㒣থሩߎⱘܗ⠽ᴗ݀⼎ᓣˈᠧ⸈њᖋ⊩
ⱘḚᶊˈᑨᔧ䇈ˈ⣀⡍ⱘЁ⠽ᴗ⊩ԧ㋏ℷᔶ៤Ǆ

3ǃࡼѻᢉᢐᴗϢϡࡼѻᢉᢐᴗⱘᑊᄬ
⬅ѢЏ⠽ⱘ໘ߚঞѢҢ⠽ˈᬙᢉᢐᴗⱘᬜгঞѢҢ⠽ǄህЏ⠽䆒ᅮᢉᢐᴗᯊˈेՓ
㑺ᅮࣙᣀҢ⠽ˈݙгᔧ✊ࣙᣀҢ⠽Ǆℸˈᢉᢐᴗⱘᬜ㱑㛑ঞѢҢ⠽ˈԚϝҎѢᢉᢐ
ᴗ䆒ᅮࠡህ䆹Ң⠽᠔পᕫⱘᴗ߽ˈϡফᕅડˈЎᢉᢐᴗ䆒ᅮৢˈϡᑨ։ᆇҪҎⱘ᮶ᕫᴗ
߽ǄԚᰃˈ᳔催Ҏ⇥⊩䰶ǉᢙֱ⊩㾷䞞Ǌ 63 ᴵ㾘ᅮˈᢉᢐ⠽Ϣ݊Ң⠽ЎϸϾҹϞⱘҎߚ
߿᠔᳝ᯊˈᢉᢐᴗⱘᬜϡঞѢᢉᢐ⠽ⱘҢ⠽ǄᢉᢐᴗঞѢҢ⠽ⱘᚙމϟˈህᄬࡼѻᢉ
ᢐᴗϢϡࡼѻᢉᢐᴗᑊᄬⱘᚙˈމᇍℸˈ៥г≵᳝Ⳍᑨⱘ໘⧚㾘߭Ǆ

˄ϝ˅ᇣ㒧
⬅Ѣ㕢ǉ㒳ϔଚ⊩ǊᰃҢĀᢙֱ߽Ⲟā
ǃेᢙֱ⠽ᴗⱘ㾦ᑺ㾘ᅮӬܜ㾘߭ⱘˈ᠔ҹˈ
݊Ӭܜᴗ㾘߭ϔᅮᑺϞᰃৃҹ׳䡈ⱘˈԚ⬅Ѣ៥⠽ᴗ⊩ᅲ㸠ⱘᰃ⠽ᴗ⊩ᅮ㾘߭ˈা㛑
⊩ᅮ㉏ൟП䯈⹂ᅮӬܜ乎ԡ㾘߭Ǆ⬅ℸˈ៥Ӏথ⦄ˈ⧚䆎㒻ফᚙމϟˈᡒࠄ↡⊩䖯㸠㸹
ᬥ✊䞡㽕ˈԚҡ㽕Ϣ᮶᳝ⱘ⊩ᕟḚᶊ㵡ড়Ǆ
ǉ⠽ᴗ⊩ǊЁˈ៥ҡ✊༝㸠⠽ᴗ⊩ᅮॳ߭ˈ⬅ℸˈࡼѻᢙֱ⠽ᴗ㉏ൟϢݙᆍ㹿ԧ
⊩ᅮ࣪ˈेՓ㒻ফњ㕢ᢙֱ߽Ⲟ˄VHFXULW\LQWHUHVW˅Ёⱘ䚼ߚݙᆍˈ䞛পⱘгᰃ㉏ൟ
࣪ⱘᮍᓣˈབࡼѻᢉᢐǃᑨᬊ䋺ℒ䋼ᴗㄝ˗⠽ᴗবࡼϞˈ៥Ӏ䖬ᰃᇚ؎ᴗᬜϢ⠽ᴗᬜ
ऎߚᓔᴹ˗⠽ⱘ⡍ᅮᗻ㾘߭ᮍ䴶ˈѢᖋ⊩ⱘ⡍ᅮᗻॳ߭ˈ៥ࡼѻᢉᢐᴗ㾘߭↨㕢
⊩ᔎ䇗ᢙֱ⠽ⱘ⹂ᅮᗻ˗᠔᳝ᴗϞ䖬ᰃ䙉ᅜњ᠔᳝ᴗ㒱ᇍⱘ㾘߭ˈᇚ᠔᳝ᴗֱ⬭Ϣ݊Ҫ
ᢙֱ⠽ᴗऎ߿ᇍᕙǄ
Ԛ݀⼎ঞ݊ᬜϞˈᄬᑊ߫ⱘϸ⾡ࠊᑺˈॳ߭Ϟ៥Ӏ䞛পњ݀⼎⫳ᬜ㽕ӊЏНҹ
ঞᛣপᕫࠊᑺˈԚৠᯊᡓ䅸ⱏ䆄ᇍᡫᬜ㾘߭Ǆ
ࡼѻᢉᢐᢙֱϞˈ݊ߎ⦄њൟⱘ㕢⊩⡍ᕕˈԚ⬅Ѣᖋ⊩Ḛᶊˈ݊Ёᕜ䞡㽕ࠊ
ᑺ㹿ׂᬍњˈৃҹܜѢᢙֱ㑺ᅮㅒ䅶ࠡⱏ䆄ⱘ㾘߭ǃӬܜᴗ㾘߭Ϟ䛑᳝᠔বࡼˈ᠔ҹˈे
Փ៥Ӏ㕢⊩Ϟᇏᡒࡼѻᢉᢐᴗࠊᑺⱘ↡⊩䖯㸠ׂ㸹ˈгᑨ䙉ᅜ㒻ফⱘᖋ⊩ⱘḚᶊǄ
Ѩǃ㒧䆎
Ң⠽ᴗᬜ㾦ᑺϞⳟˈǉ⠽ᴗ⊩Ǌ㾘ᅮњ⣀ゟⱘࡼѻᢉᢐⱏ䆄ᬜ㾘߭ǄѸᯧᅝֱܼ
䱰ᮍ䴶ˈ≵᳝䗖⫼ᛣপᕫ˄
ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 107 ᴵ˅㾘߭ⱘԭഄˈ㗠ᰃ㽕䗖⫼ϡⱏ䆄ϡᕫᇍ
ᡫᛣϝҎⱘ㾘߭˄
ǉ⠽ᴗ⊩Ǌ 188 ᴵ˅
ǄࡼѻᢉᢐᴗϢ݊Ҫࡼѻᢉᢐᴗ݊ᅗᢙֱ⠽
32

剡ᇨ/ᮑ㩖ᇨ㒇㨫ˈ⬇ि᯳/⥟⋾҂䆥ˈǉᖋ⠽ᴗ⊩Ǌˈϟ⊩ˈݠᕟߎ⠜⼒ 2006 ᑈ⠜ˈ 701 义ҹϟǄ
33
R. Goode, Commercial Law, S. 686 f. McCormack, Secured Credit under English and American Law, 2004, S.
60.
34
ᇍѢࡼѻ⍂ࡼᢉᢐࠊᑺˈ៥ゟ⊩ޚᯢᰒϡ䎇ˈখ㾕ṕ᯳ˈǉϡᅰ䕏⥛㾘ᅮĀࡼѻ⍂ࡼᢉᢐāǊˈ
www.civillaw.com.cnˈⱏ䰚ᯊ䯈 2008 ᑈ 10 ᳜ 17 ᮹Ǆ
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ものである｡ すなわち､ それが混合継受によるものであることや社会的なニーズ､
また銀行取引慣習や社会主義国家の特徴などがある｡ このような多様な公示形式は､

中国動産抵当における登記の効力に関する原則

当事者が権利設定を必要とする場合､ 具体的にどの公示公式が必要かを判断するに
当たり､ 取引上かなりの混乱をもたらしている｡

王

洪

(二) 動産担保物権の由来

亮

中国の新たな物権法の基本的な枠組みはドイツ物権法に由来するものであり､ 同
時にラテンアメリカ法系の制度の一部を継受している｡ これら以外にも､ 社会主義

動産担保物権は､ 物権法制度において新たに発展している領域であり､ わが国に

転換期の特殊な必要性を基礎として定められた制度もある｡ このような背景から､

おける法の継受における典型的な混合継受の特徴を有している｡ 法理論を通じてそ

中国物権法の特徴を見出すことができる｡ すなわち､ 物権法は物権に関する諸原則

の体系化を図り､ 法律に適合する形で原則をいかに構築するかは､ 中国の学者が直

を一つの法律にまとめているものの､ それは体系的というにはほど遠いものである

面している重大な問題である｡

ということである｡

本稿では､ 理論継受の方法をもって､ 動産抵当登記効力原則の独立性を分析し､

日本民法は､ 当初フランス民法をモデルとし､ その後ドイツ民法典をモデルとし

わが国の動産抵当登記制度における取引の安全保護原則および優先順位原則を系統

て､ 混合継受を行った｡ 1960 年代から 70 年代にかけて､ ある日本の学者が､ 当時

的に整理し､ ドイツ物権法の基本的枠組みの下で､ ｢母法｣ (手本とした外国の法律)

の日本民法制度と日本民法典公布時の民法制度には大きな相違があり､ この相違の

を借用・補足して､ わが国の動産抵当登記効力原則を体系化することを試みる｡

原因は 20 世紀はじめの 15 年間に日本がドイツ法学を継受したためであることを見
出した｡ 当時､ ドイツ民法理論は日本で流行し､ ドイツ民法理論と当時の日本民法
制度とはほぼ同一のものであった｡ なぜこのような現象が現れたのであろうかとい

一

物権公示の多様性と動産担保物権
う疑問から､ この学者は ｢学説継受｣ の理論を提示したのである｡

(一) 動産担保物権の公示方法

日本が継受したドイツ法理論､ 特にパンデクテン法学は､ 約二十年後に再認識さ

動産が差し押さえられている場合は､ 登記は物権設定の効力をもたず､ 第三者に
対抗する効力のみをもつ (物権法第 188 条､ 第 189 条)｡

れ始め､ 第二次世界大戦後､ 日本法体系の再構築が行われ､ 独立性をもつようになっ
た｡ 私は､ 中国法に独立性､ 体系性をもたせるためには､ 同じく理論継受を行う必

わが国における動産担保物権は､ ①動産質権､ ②動産抵当権 (浮動抵当を含む)､

要があると考える｡ まず異なる制度の理論の源流を区別し､ その母法との関連を断っ

③所有権留保､ ④留置権の四種類がある｡ 広義には権利質権を含めることができる｡

てはならず､ 問題が発生した場合には､ 母法から解決方策を探すべきである｡ 次い

これらの動産担保物権の公示方式はそれぞれ異なる｡ すなわち､ 動産質権の場合は

で､ 体系化を行う際には､ 依然としてドイツ法のドグマを頼りとし､ ラテンアメリ

交付であり､ 動産抵当権の場合は登記方式を採る｡ 所有権留保の場合は､ 現在公示

カ法の原則をドイツ法理論の枠組みと融合させるべきである｡

方式は規定されていない｡ 留置権は法定担保物権であるため､ 公示方式はない｡ 権
利質権は権利証書を交付することも登記することもできる (物権法第 224 条)｡
中国物権法上の権利公示方式の多様さは､ さまざまな事情の下に形成されてきた
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ける融資説明書に類似するものである｡ 動産抵当登記方法第 4 条には､ 下記の内容

二

動産抵当登記の効力
を明記しなければならないと定められている｡ ①担保権者および債務者の氏名 (姓
ドイツ物権法の枠組みに基づいて､ 物権法の規定は基本的にはやはり公示効力発

名) および住所､ ②代理人の氏名 (姓名)､ ③被担保債権の種類と定額､ ④担保の

生要件主義から出発しているが､ 登記対抗主義を認めたために並存する原則が現れ

範囲､ ⑤債務者が債務を履行する期限､ ⑥抵当財産の名称､ 数量､ 品質､ 状況､ 所

ている｡ 公示効力原則から二つに分けることができる｡

在地､ 所有権の帰属あるいは使用権の帰属､ ⑦担保権者､ 債務者の署名あるいは捺

ドイツ法では､ 不動産登記には設権力､ 公信力および推定力が認められているが､

印｡ これらの内容からわかるように､ この制度は登記技術上､ 人的編成主義を採っ

わが国の法では､ 動産抵当登記にはこれらの効力は認められていない｡ 物権法 188

ているが､ アメリカ統一商法典と比べるとその内容は非常に詳細であり､ できるだ

条では､ 動産抵当権について登記を行っていない場合には､ 善意の第三者に対抗で

け登記標的物を確定することができるようなしくみになっている｡ アメリカ統一商

きない｡ この原則は､ 体系上は効力発生公示原則および公信力公示原則と並列の関

法典では､ 動産抵当融資説明書の内容は非常に簡単であり､ 債務者ならびに担保権

係にある｡ そのため体系上は､ 原則として登記効力発生要件に適用される原則 (物

者の名称および対象となる担保物の記載のみが要求される｡ アメリカの登録制度の

権法第 9 条､ 第 15 条､ 第 16 条) および善意取得原則 (物権法第 107 条) の余地は

特色として､ 動産抵当が成立する前に動産抵当登記ができ､ かつその登録には時間

ない｡

的制限がある点が挙げられる｡ こうした制度はわが国では採用されていない｡ この

では､ 動産抵当権登記はどのような効力あるいは機能を有するのだろうか｡ 一般

ような制度の採用により､ 結果として､ 動産抵当の設定が大いに減少する可能性が

的には､ 動産抵当登記は警告機能のみを有すると理解されている｡ その理由は以下

ある｡ しかし､ 注意すべき点は､ ｢動産抵当登記書｣ に対して､ 担保当事者はいつ

のとおりである｡

でもその内容を変更することができるということである｡ このため､ 第三者は動産

まず､ 動産の登記と特定は非常に困難であり､ その市場的な意味も比較的弱い｡

抵当登記に信頼を置くことができない｡

これに比べて､ 債権について担保物権を設定する時､ 登記と特定は比較的容易であ

動産抵当登記方法第 5 条により､ 工商行政管理局は ｢動産抵当登記書｣ について

る｡ 動産の特定という問題を解決するために､ 立法上､ 類型化して列挙することが

実質審査を行わず､ 動産抵当登記機関は登記申請書を受理した後､ その場で動産抵

比較的重要な方法であり､ わが国の物権法第 180 条には一定類型の動産が列挙され

当登記書に動産抵当登記専用章を押した上､ 捺印期日を明記することとされている｡

ている｡ 例えば､ 生産設備､ 原材料､ 半製品､ 製品､ 交通運輸手段などである｡ こ

動産抵当登記機関は登記の過誤に対する賠償責任を負わない｡ このような制度の下

れ以外に､ 標識方式を採るものもある｡ わが国台湾地区の動産抵当取引法実施細則

では､ 第三者はこれを信用することができない｡

第 16 条の規定では､ 登記機関は完了した登記の目立つところに押印またはラベル

次に､ 動産担保物権の場合は､ そのあらゆる類型を網羅した登記制度を設計する

を貼付することによって識別することとされている｡ これは第三者に登記簿の閲覧

ことは不可能である｡ 上述したように､ わが国の動産担保物権の公示方式は多様化

調査の手間をいくぶん減らすことできるが､ いずれにせよ生産設備などの財産は流

している｡ アメリカ統一商法典における動産担保物権の公示方式も多様化しており､

動性および不確定性が高いため､ 標識方法いかんによっては企業の信用と評判を落

ほとんどの場合は ｢融資説明書｣ により公示することとされているが､ 通貨､ 証券､

とすことにもつながりうる｡

信用状､ 証書債権などの場合は占有が公示方法である｡ 投資財産､ 貯金通帳などは

2007 年 10 月 17 日に国家工商局が発した動産抵当登記方法は､ アメリカ統一商

いわゆる ｢支配｣ により公示される｡ このほか､ 消費物資が売得金に対する担保権

法典 (UCC) を参考にして従来の登記抵当契約の方法を改めたものである｡ すな

などの場合､ 公示形式は必要なく､ 担保権は設定時にただちに第三者に対抗する効

わち､ ｢動産抵当登記書｣ に登記するというものであり､ アメリカ統一商法典にお

力が発生する｡ こうした状況下において､ 第三者に対して信用を与えられる登記簿
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ルもアメリカ統一商法典に由来するものであり､ もし抵当権者に処分権がない場合､

はどのようにして実現することができるのだろうか｡
その他､ ラテン法系の国の中にはまだ登記を必要とせず､ 優先権のある債権の享
受および登記を必要としない留置担保権が少なからず存在している｡ わが国の法律

抵当権あるいは担保権はすぐに効力が生じないため､ 抵当権者が善意であるか否か
に関わらず､ 有効な抵当権を得ることはできない｡

でも､ 共有者優先購入権､ 共同経営者優先購入権､ 中外合弁企業における優先購入
權､ 租税徴収優先権､ 給与優先権､ 建設工事費用優先権などの優先権が存在するた

(二) 第三者が担保物件の所有権を負担なしで取得できるか
第三者が負担なしに担保物件の所有権を取得できるか否かは､ 物権法第 188 条が

め､ 動産抵当登記の公信力はさらに低下する｡
アメリカ統一商法典に再度目を転ずると､ 経営が正常に行われてさえいれば､ 消
費者は負担なしで動産担保標的物を取得することができる｡ わが国の物権法第 189
条も部分的にこの原則を継受している｡ 言い換えれば､ 消費者は日常生活の中で購

根拠となる｡ すなわち､ 動産抵当権の登記をしなければ善意の第三者には対抗する
ことができず､ しかも善意取得ルールに依拠することはできない｡
では ｢善意の第三者｣ とは何か｡ 最高人民法院裁判官である王闖は､ この第三者

入した動産について､ 動産抵当担保問題が存在しているか否かについては完全に無

とは､ 動産抵当権者､ 動産質権者､ 留置権者およびこの動産所有権の取得者など､

視してよいということになる｡

物理的な意味における第三者のみを指し､ 一般債権者を含めてはならないと考えて

総じて言えば､ アメリカ担保利益のモデルは警告機能しかもたず､ 第三者はその

いる｡ 王利明教授も同様に解しているが､ いわゆる善意の第三者とは､ 合法的な取

公示内容を信頼することができず､ 標的物所有権あるいは他の物権を取得するとき

引において善意であり､ すでに登記手続を行った物権者であることが必要であると

は必ず調査を行う必要がある｡ この種のモデルは､ アメリカの競争哲学および自由

考えている｡ このように､ 王利明教授は､ 合法的取引の要件､ およびこの物権者が

経済政策の基礎の上に成り立っているものである｡

登記手続を完了していなければならないとの要件を付け加えている｡ いわゆる合法
的な取引とは､ 第三者と抵当権者との間の契約が有効でなければならないことを意
味している｡ これは物権行為の基本的な属性であるが､ 登記の要件は必ずしも合理

三

動産抵当登記と第三者の取引の安全
性を必要としない｡ なぜなら､ 動産の場合は主に交付を公示方法としており､ 登記
前述したように､ 動産抵当登記は､ 公信力ないし善意取得効力を備えていないた

を公示要件としても対抗要件にすぎないからである｡

め､ 取引の安全保護に対しては､ 主に登記対抗効力原則および優先権原則に依拠す

善意は主観要素であり､ 裁判での認定が比較的難しいため､ アメリカ法では善意

ることになる｡ そこで､ 次に､ 登記対抗効力原則の下でいかにして取引安全を保護

は必ずしも考慮要件とはされていない｡ わが国の物権法における善意については異

すべきかについて分析する｡

なる理解があり､ 最高人民法院裁判官である王闖は､ 善意要件は第三者が購入者で
ある場合のみに適用され､ すでに法により公示された抵当権者､ 質権者と留置権者

(一) 債権者は善意で動産抵当権を取得することができるか

の場合には適用されず､ これらの抵当権者が悪意であっても同様であると解してい

わが国にはドイツ法の意味における流通性抵当権が存在しないため､ 被担保債権

る｡ 私は､ 同一の動産に同時に複数の担保物権が存在している場合は､ わが国の法

に対しても善意取得ルールは適用されず､ そのため抵当権を単独で善意取得する場

律上､ 優先順位原則を適用すべきであり､ 第 188 条は適用すべきではないと考える｡

面は存在しない｡
その他､ 物権法第 180 条は､ 抵当権者が債権者のために抵当権を設定する際､ 処
分権 (所有権の状況を含む) を持たなければならないことを要求している｡ このルー
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(三) 例外ルール
1

動産浮動抵当権に関し､ すでに登記を終えているとしても､ 正当な経営活動におい
て合理的な対価を支払って抵当物を取得した譲受人には対抗することができないと

物権法第 191 条

対抗効力原則の他に､ 一連の優先権原則が存在する｡ 第三者が負担なしに担保目

されている｡ 動産浮動抵当権はイギリス法に由来し､ その機能はアメリカ法の ｢担

的物を取得できるか否かについて言えば､ まず､ 物権法第 191 条が定める原則につ

保権 (security interests)｣ 制度に類似している｡ アメリカの統一商法典の中にも

いて考えるべきである｡ この原則によれば､ 抵当権の存続期間内においては､ 抵当

類似の消費者利益保護ルールがある (UCC§9-320)｡

権者の同意を得なければ抵当物を譲渡することができないが､ 譲渡人がこれに代わ

わが国の物権法は､ 部分的にアメリカ法の担保権制度を継受し､ 動産抵当､ また

り債務を弁済し抵当権を消滅させた場合を除くとされている｡ 文言からすれば二種

部分的に浮動抵当制度を継受した｡ それゆえ､ 規範目的の解釈の角度から見れば､

類の解釈が可能であると言えよう｡ 第一は､ 債権行為は無効で､ 逆に処分行為が有

一般的な動産抵当原則に対して､ 第 189 条のルールを適用してもよいというべきで

効であるとするものである｡ これに対し､ 第二の解釈は､ ドイツ法における原則で

あろう｡

あるが､ 処分行為が無効であり､ 第三者は善意取得ルールによってのみ取得するこ
とができるというものである｡ 解釈論上､ 主流な見解は､ この規範は決して強制的
四

動産抵当物権とその抵当権が共存している場合の優先順位

なものでなく､ いわゆる指導的性格をもつ規範であり､ 違反したとしても無効とす
る法律効果をもたらすことはなく､ 物権の追及力を通じて抵当権者を保護する､ す
なわち抵当物件が誰の手に入ったとしても抵当権は依然として存在するとされてい

動産抵当権とその他の抵当権が共存している場合は､ 物権法第 188 条のルールは
適用することができず､ 現行法の優先順位原則に従わなければならない｡

る｡ 最高人民法院の担保法解釈第 67 条もこの見解を認めている｡ さらに抵当物件
が未登記の場合は､ 対抗効力原則に基づき抵当権者は譲受人に対抗してはならない｡

(一) 複数の動産抵当権が共存する場合

これにより抵当権者が損失を被り､ 抵当権設定者がこの賠償責任を背負う｡ アメリ

まず､ 同一の財産に二つ以上の動産抵当権を設定している場合には､ これらの抵

カでは､ 動産抵当権設定後､ 抵当権設定者は担保目的物を処分する権限をもち､ 担

当権が登記されているか否かに関わらず､ すべて有効に成立するが､ 両者の優先順

保目的物を処分した後も､ 動産担保権は依然として目的物上に存在する (UCC§9-

位を考慮する必要がある｡ 第 199 条第 3 項によると､ もし複数の抵当権が共存し未

205)｡ すなわち､ 動産物権は追及力を有する (UCC§9-315 (1))｡

登記であれば､ 同等の順位とみなし､ 抵当権者は債権の割合に応じて弁済を受ける｡

そのため､ 物権法により､ 第三者が担保目的物の所有権を取得できるか否かは､

第 199 条第 2 項によれば､ 複数の抵当権の中に登記済みのものと未登記のものがあ

物権法第 188 条により判断する｡ 法の継受および法典化の初期段階では､ 解釈学は

る場合､ 登記済みの抵当権が未登記の抵当権に優先する｡ 第 199 条第 1 項によれば､

その独特の重要な価値をもつが､ 短期的にはマイナス効果が生じることは理解でき

複数の抵当権がすべて登記されている場合､ 登記の順位に従って弁済し､ 登記の順

る｡ すなわち､ 当事者は法効果を予見することはできず､ 法律の条文を信頼して自

位が同じであれば､ 債権の割合に応じて弁済する｡ 第 199 条第 1 項は原則的なルー

分の意思により法効果を実現し､ 意思の自由を貫くことはできないのである｡

ルであり､ アメリカ法における､ 先に登記したものを優先的に扱うルール (firstin-time rule) が採用されている (UCC§9-322)｡ アメリカ法によると､ すでに公

2

物権法第 188 条

示した担保権は未公示の担保権に優先する｡ 公示した担保権の間で､ 先に担保説明

ここではさらに､ 第 188 条の第二の例外ルールを考慮する必要がある｡ すなわち､
正常な営業活動において目的物を取得するルールである｡ 物権法第 189 条によれば､
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によって確定するものであり､ 権利者あるいは第三者が登録の現実の状況を知って

に過ぎないため､ 留置権は質権に優先する｡ しかし､ 留置権が先に発生し､ 質権が

いるか否かは問わない｡ 母法､ 子法の関係から中国もこのルールを採用すべきであ

後で成立した場合は､ 質権者が直接的な占有者であるため､ 質権は留置権に優先す

り､ 登記しなければ善意の第三者に対抗できないとのルールを適用してはならない｡

る｡

アメリカ法では､ 先に登録した方を優先するルールには例外があり､ 売得金に対
する担保権は､ ｢先に公示した者が優先されるルール｣ により優先権を取得した担

船舶優先権および民間航空機優先権は､ 船舶留置権および民間航空機留置権に優
先する点に注意が必要である (海商法第 25 条)｡

保権よりも優先されるのである (UCC§9-322)｡ 売得金に対する担保権とは､ 売得
金償還義務履行のための担保としての動産担保権を指す｡ 例えば､ 在庫の売得金担

2

抵当権は質権に優先する

保と在庫の動産抵当権との競合的な並存のことであるが､ この原則はわが国の法制

2000 年最高人民法院担保法解釈第 79 条では､ 同一の財産について法定の登記を

度では継受していない｡ その理由は､ わが国の物権法が採用しているのは物権法定

行なった抵当権と質権が共存している場合は､ 抵当権者が質権者に優先して弁済を

主義であり､ 売得金に対する担保権を認めておらず､ 所有権留保制度を規定してい

受けるとされている｡ その立法理由は､ 物権の設定時期の判断が難しく､ 担保権者

るだけであるからである｡ しかし､ 所有権留保と抵当権との関係に関する法律の規

は抵当権設定後､ 第三者と悪意に内通し､ 質権の設定が先であることを理由に抵当

定はない｡

権設定者に対抗し､ 抵当権を行使する可能性が十分あるからである｡ そのため､ 抵
当権の効力は､ 登記機関の公示を経ていない質権の効力に優先する｡

(二) 動産抵当権とその他の担保物権との共存状況

物権法では､ 動産抵当権と所有権留保および浮動抵当の優先順位原則には触れて

中国では､ 動産抵当以外に､ 質権､ 動産浮動抵当､ 所有権留保および留置権など

いない｡ 所有権留保原則は､ アメリカ法の売得金に対する担保に関するルールを借

がある｡ 動産抵当とこれらの担保物権は共存することができる｡ これに対して､ わ

用および補足するものである｡ ドイツ法では､ 金銭の貸付けと商品の貸付けとの間

が国の現行法は若干のルールを定めている｡

で衝突が発生した場合､ 裁判所はやはり商品貸付人の担保権を優先すると考えている｡
浮動抵当と動産抵当との競合問題について､ イギリス法では一般的に浮動抵当順

1

位は固定抵当に劣るのがルールであるが､ この原因は､ 浮動抵当が ｢結晶｣ する前

留置権は抵当権および質権に優先する

ドイツ法では一般的に留置権を抗弁権として構築し､ 物権の特性を与えていない｡

には物権の効力はなく､ わが国の物権法では浮動抵当原則において､ ｢結晶｣ およ

しかし､ わが国の立法では物権的な留置権として確定し､ これを法定担保物権と認

び ｢接収管理｣ などの制度が存在しないため､ 浮動抵当と動産抵当の間の問題につ

定している｡ 物権法第 239 条により､ 同一の動産の上に抵当権または質権が設定さ

いてさらに進んだ研究を待つ必要がある｡

れている場合は､ 当該動産が重ねて留置された場合､ 留置権者は優先的に弁済を受
ける｡ この規定の立法理由としては､ 留置権者が動産抵当物に対して､ 加工､ 補修

(三) 小括

を行った後､ その動産はある程度は動産所有権者と留置権者の共有の特性をすでに

アメリカの統一商法典は､ ｢担保権｣､ すなわち担保物権の角度から優先順位ルー

備えていて､ 特に留置権者の給与債権の特殊な保護問題を考慮して､ この留置権者

ルを規定しているため､ その優先権ルールはある程度は参考にすることができるが､

が悪意であっても優先的に保護すべきであるという点にある｡ 質権と留置権が競合

わが国の物権法は物権法定主義を採用しているため､ 法定された類型の間でしか優

する場合は､ 留置権は目的物の価値の維持あるいは保存に基づいた行為により発生

先順位が確定できないルールになっている｡ そのため､ われわれは理論を継受する

した物権であり､ 目的物は留置権により直接占有されており､ 質権者は間接占有者

場合､ モデルにしたいと考える外国法を探すことはもちろん重要であるが､ やはり
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しかもこれらの作業の基本は理論の継受にある｡ しかし､ 物権公示ルールについて

既存の法律の枠組みと融合させることが必要であることを認識すべきである｡
物権法の中では､ わが国は依然として物権法定主義を採用していて､ ここから動

は､ 動産抵当登記効力の独立性のため､ わが国はすでに多元的なモデルを展開して

産物権の種類と内容が具体的に類型化されているが､ アメリカの担保権 (security

きており､ ドイツ法の枠組みを打ち破り､ 独特の中国物権法の体系が形成しつつあ

interest) の内容の一部を継受し類型化方式も採用している｡ 例えば､ 動産抵当権､

る状況にある点に注意すべきである｡

未回収の質権などである｡ それにもかかわらず､ 物権変動の場面では､ われわれは
やはり債権の効力と物権の効力を区別している｡ ドイツ法の特定性原則に基づき､
わが国の動産抵当権ルールはアメリカ法よりも担保物の確定性をさらに強調してい
る｡ 所有権との関係では､ 所有権の絶対性をいまだに遵守していて､ 所有権留保と
その他担保物権とを区別している｡
しかし､ 公示およびその効力については並列した二つの制度が共存し､ 原則的に
われわれは公示効力発生要件主義および公信力制度を採ると同時に､ 登記対抗効力
原則も認めている｡
動産抵当担保に関してはアメリカ法の特徴が現れているが､ ドイツ法の枠組みの
中で多くの重要な制度が改正され､ 担保契約を結ぶ前に登記できる原則や優先権原
則にも変動があるため､ われわれはアメリカ法を動産抵当制度のモデルとして補っ
たとしても､ なおドイツ法の枠組みも遵守すべきである｡

五

結論
物権の効力の観点から見ると､ 物権法は独立した動産抵当効力原則を規定してい

る｡ 取引の安全を保障する側面において､ 善意取得原則 (物権法第 107 条) を適用
する余地はなく､ 登記をしなければ善意の第三者に対抗してはならないとの原則
(物権法第 188 条) が適用される｡ 動産抵当とその他の動産抵当権あるいはその他
の担保物権が競存する場合､ 物権法第 188 条のルールを適用できないため､ 物権法
第 199 条､ 第 239 条および最高人民法院担保法解釈第 79 条の規定を適用する必要
がある｡
わが国の動産抵当権法の母法はアメリカの統一商法典であるため､ われわれは法
律の抜け穴をふさぐ場合や法律を解釈する際に､ まずは母法を参考にすべきである
が､ 体系化する場合には､ 物権法の基本的な枠組みの中に融合させるべきであり､
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も善意取得を認めた (106 条 1 項)｡ 崔先生は､ (立法以前の) 通説とは異なる
この立場に賛同する｡

清華大学法学院三先生の報告を聴いて

2 . この立法は､ 不動産登記での公信力と動産の善意取得との二つの制度を､ 統
一的に規定したわけである｡ それ故に先生の議論も､ この二つの枠組の関係を
中心に展開される｡ その基調は､ 通説批判となる｡ 以下､ 幾つかの点にわたり､

片

桐

善

コメントしてみよう｡

衛

3 . 我々の立場から言えば通説に傾くが､ 兎も角も新たな立法で 106 条を規定し
たわけだから､ それを元に戻して通説を採用せよとの主張は非現実的である｡
4 . この物権法に限ったことではないが､ 法律を支えるいわば社会的諸条件につ

はじめに
いては懸念が残り､ その認識は先生も持っている｡ 例えば占有に付き､ 不動産・
全体の特徴として､ 新たな立法としての中国物権法につき､ 三先生とも果敢に検

動産ともども､ それらは不安定であるようだ｡ 登記制度も完備しているとは言

討対象として取り組まれ､ けれんみの無い評価をされた｡ いわば自国の新法に対し

いがたい (但し､ 前提が異なっている点は注意しておく必要があろう｡ と言う

てのひいきの引き倒しとなる評価が見られなかったのは､ 俗人としての評者 (片桐

のは､ 中国では登記機関に対して､ 実質的審査権が与えられているからなおの

善衛) からは安心して当日の報告を聞けたものだ｡ しかしそれはまさに邪推であっ

ことである)｡

て､ 共に研究者同士の立場で議論している以上､ 当然の態度であったと言うべきで
あろう｡

5 . ｢処分権を有しない者が不動産または動産を譲受人に譲渡した場合｣ (106 条 1
項｡ これは､ 本文として､ 当該目的物の

そしてそれは､ この新法に対して､ 客観的・比較法的観点から冷静に眺め､ それ

る｡

所有者はそれを取り戻す権利を有す

と規定した後で､ 実質的には但書として､ 三つの要件を備えれば譲受人の

ぞれのテーマの個別的検討を加える中から､ 現在の中国法の到達点を明らかにされ

善意取得が成立する､ と規定する) を中心に､ つまりは実質的な但書に付き､

た｡ 一言で今日の中国の立法 (法律) を評するとすれば､ 壮大な実験中とでも言う

先生は議論する｡

べきか｡ 世界的な新動向を大胆に取り入れ､ 特定の国を対象とするのではなく､ あ

無権原者による処分行為は無効である､ とのテーゼ自体には (片桐は) 賛同する｡

まねく他国の法令の水準を参考にして､ 世界法の継受としている｡ それが最大の特

そして､ ここでは中国契約法 51 条が参照されなければならないだろう｡ その 51 条

徴であろう｡

訳｡ ｢処分権のない者が他人の財産を処分し契約を締結した場合､ 権利者の追認が

以下､ 三先生の報告に対して､ そのポイントだけをかいつまんで取り上げ､ コメ
ントを付してみよう｡

あれば､ もしくは契約成立後に処分権を取得すれば､ これを有効とする｡｣
したがって､ 無権利者による処分＋無効で､ 106 条の三要件を満たす場合には､
善意取得が成立することとなる｡ その意味で､ 106 条は契約法 51 条の例外を定め
ている｡

清華大学法学院三先生報告へのポイントとコメント
先生は､ ドイツ物権法理論との対比をしながら､ 次のように言う｡ ｢中国の物権
Ｉ. 崔報告 ｢不動産物権の善意取得｣
法はまだ物権行為理論を承認していないため､ 責任行為と処分行為の二分枠組は採
1 . 中国物権法は､ 我々日本の法制とは異なり､ 動産のみならず不動産に対して

用すべきではなく､ 持続できない取引契約などの行為からは債権債務しか生まれず､
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物権変動の観点を引き起こすことは無いと考える｡ 我々は次の観点を堅持すべきで

題が改めて捉えなおされる余地はあろう)｡

ある｡ それは､ 中国では､ 処分行為が物権変動行為の仕事を担うのではなく､ 取引

3 . 同様に､ 最高人民法院が制定し発布した司法解釈は､ 法律としての効力を持

契約などの行為および履行が物権変動を引き起こした重荷を背負うことである｡｣

つ (最高人民法院司法解釈に関する若干規定 4 条)｡ 日本ではあくまで判例とし

そして､ 当該譲渡行為は有効である必要は無い､ と先生は言う｡ この点は､ 日本

ての位置しかなく､ ここでの ｢法律｣ には入らない｡ 別途､ 法源論で議論する

での動産での善意取得に対する通説・判例とは異なっている｡ わが国での理解は､

ことはあるが｡

無効である場合には善意取得の問題領域の中で捉えるのではなく､ 別の制度として

4 . 慣習 (法) が物権を創設できるかは､ 今なお論争中である｡ 日本では､ 単な

民法総則などの問題としているので､ この議論はかみ合わないだろう｡ 中国民法の

る慣習に留まらず､ 法的確信に支えられていることが明らかであるならば､ 所

法律関係全体から､ こうした立場が出て来るやも知れず､ 同様に先生が挙げられて

謂慣習法上の物権として､ 幾つかの例が認められている｡

いる ｢譲渡契約のモデル｣ についても､ 不勉強ゆえに充分な理解にまで至らないが｡

先生は､ 更に相隣関係での規定 (85 条) と法定果実の規定 (116 条 2 項) を

更に先生は､ この論点の中で､ 譲受人の善意と過失についても議論するが､ これ

挙げて､ 慣習の法的位置を論じ､ ｢適当な条件の下で慣習に妥当な規範地位を与

らは上の有効・無効論とは異なる要件として位置づけられるべきではなかろうか｡
なお､ 不動産物権変動での公信力について一言触れておこう｡ 周知のように日本

え｣ るべきとする｡ しかしながら､ 法源の一つとして慣習を位置づけることに
は賛成するが､ ｢法律｣ の中にそのまま含めることには､ 躊躇を感じる｡

法では､ 登記を対抗要件としているから､ 動産と異なって公信力は無い｡ 但し､ 虚

5 . 続いて先生は､ 物権法定につき､ 種類・内容・物権変動の条件・物権保護の

偽表示 (日本民法 94 条 2 項) の類推適用として､ 結果的に登記に公信力を付与し

方式､ の各法定を述べる｡ 詳述は出来ないが､ 例えば不動産質権は認められて

たと同様になることはある｡

いない､ 等の特徴が指摘できる｡
6 . 最後に先生は､ 物権法定主義に対して採るべき態度を明らかにする｡ ややも
すれば硬直的となるこの制度に対する先生の基本的態度は､ 冒頭に述べた｡ そ

Ⅱ. 申報告 ｢物権法定主義と私的自治｣
して､ ドイツにおける所有権留保での物権的期待権の例を挙げて､ 先生も ｢法
1 . 申先生は､ このテーマに付き､ 穏健中正な態度で (報告当日の片桐の表現)

律は時とともに進むべきである｡ それでこそ社会の需要に適応できる｣ との見

議論した｡ 中国の歴史と現段階を明らかにするのはここでの課題ではないが､

解を示す｡ 妥当であろう｡

封建時代を脱して近代化の歩みを急速に進めている中国にとって､ 果たして物
権法定主義を掲げ維持すべきかは一個の問題であろう｡ 事実先生も､ 物権の自
Ⅲ. 王報告 ｢中国動産抵当における登記の効力に関する原則｣
由創設を主張する学説が増加していることを認めている｡ しかし､ 今回の立法
では ｢物権の種類および内容は､ 法律により定められる｣ (5 条) と規定して､

1 . このテーマにつき､ 先生は次のように冒頭で述べる｡ ｢動産担保物権領域は､

物権法定主義を採用し､ 先生もそれを支持した｡ 以下､ 重点的に取り上げる｡

物権法制度の中の新しく発展している領域であり､ わが国の法律規則継受の中

2 . 行政法も､ ここでの ｢法律｣ に含まれるか？

においてその典型的な混合継受の特徴を持っている｡ いかに法学理論を通じて

先生は､ 例として土地管理法

と都市不動産管理法を挙げて､ ｢事実上行政性法律が法源位置にある｣ とする｡

その体系化を図り､ 法律に適合する形で原則を構築することは､ 中国学者が直

日本では､ 少なくとも伝統的には公法・私法二分 (二元) 論が支配的であるか

面している重大な問題である｡｣
こうした問題意識は､ 全く片桐も共有するものである｡

ら､ 異なる理解となろう (但し､ 近時では公私協働論が登場しており､ この問
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2 . 周知のごとく日本民法は､ 動産抵当制度を有していない (特別法があり､ 判
例とともに現段階ではそれで対応していると言えよう)｡ したがって､ 今回の中
国物権法は､ 日本に先行した立法であって今後が注目される｡
3 . まず､

混合継受

についてみれば､ 基本的枠組みはドイツ物権法から､ 同

時にラテン英米法系の一部の制度の継受､ それら以外に社会主義転換期の特殊

国際物品売買契約に関する国際連合条約
(CISG) と中国契約法―概要

な需要をもとにした制度､ との背景を有している｡ 100 年以上前の日本民法立
法時を髣髴させる関係ではあるが､ 当時の日本では英米法の影響が僅かであっ

韓
伊

たろうし､ まして社会主義法は顧慮されなかったであろう｡ それ故に､ 単に母
法を辿るだけではなく､ これからの法解釈においても､ 極めて複雑な諸関係の

川

世
正

遠
樹(訳)

理解が前提となり､ 正に壮大な実験場を今回の立法は提供したと言えよう｡
4 . 4 種類の動産担保物権が規定されている｡ それは動産質権､ 動産抵当権 (浮
動抵当を含む)､ 所有権留保､ 留置権､ である (広義では､ 権利質権を含む)｡
１. 中国契約法の概要
このリストは､ 明らかに日本法とは異なる｡ そして､ それぞれに多様な公示方
法が用意されている｡ 一つの特徴としては､ 当該動産が差し押さえられている

1978 年の改革開放政策の導入に伴い､ 中国では法制度整備の重要性が高まった｡

場合には､ 登記は物権設定の効力を持たず､ 第三者に対抗できるだけ､ との点

民事法において多数の法律が次第に整備された｡ 例えば､ 経済契約法 (1980 年)､

を先生は挙げる (その根拠条文として 188 条､ 189 条)｡

渉外経済契約法 (1985 年)､ 民法通則 (1986 年)､ 技術契約法 (1987 年) などがあ

5 . この報告は､ 素養のない評者 (片桐) にとって最も難問であり､ 当日は次の

る｡ 国際物品売買契約に関する国際連合条約 (以下､ CISG) を締結した最初期国

諸点につきやり取りを交わした｡ 第三取得者の保護 (191 条 2 項但書､ 参照)､

の一つとして､ 中国は同条約に大きな注意を払ってきた｡ 中国における初期の契約

背信的悪意者論､ 追及効､ 登記機関の問題､ 優先順位 (簡略化されている､ と)｡

法､ とりわけ渉外経済契約法 (1985 年) は CISG の影響を受けている｡ ここでは
考察の対象を契約法 (1999 年) に焦点を当てる｡ 同法は､ 経済契約法､ 渉外経済
契約法および技術契約法の 3 法を廃止して施行された｡ 本報告では､ 中国契約法
(以下､ ｢契約法｣ という｡) がどの程度 CISG により影響を受けてきたかを検討す
る｡

契約法は､ 総則､ 分則および附則の 3 部､ 428 条により構成されており､ その内
容は次のとおりである｡
総
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契約の効力

立法者ならびに裁判官の経験および中国契約法に関する理論的な研究の成果をまと

第4章

契約の履行

め､ 外国ないし他地域の法制度および判例における成功例を広く探り出し､ 近代市

第5章

契約の変更と譲渡

場経済に実在する法律を反映する共通ルールをできる限り受け入れ､ 中国法におけ

第6章

契約の権利および義務の終了

る原理を国際条約および国際慣習法における原理と調和させることである｡｣1 ここ

第7章

違約責任

で ｢国際条約｣ とは主に CISG を意味する｡ 契約法の統一および制定は､ 中国にお

第8章

その他の規定

ける市場経済の発展にとって真に必要なことである｡ CISG における多数のルール

分

第3章

則

に従うことは､ 中国人民の自主的な選択である｡ この選択の合理性は､ CISG 自体

第9章

売買契約

の合理性により証明されるものである｡ すなわち､ CISG は､ 優れた多くの研究者

第10章

電力､ 水､ ガス､ 熱エネルギー供給使用契約

や専門家の英知の結集であるからである｡

第11章

贈与契約

第12章

金銭貸借契約

第13章

賃貸借契約

第14章

ファイナンス・リース契約

第15章

請負契約

は､ ｢申込みと承諾､ 猶予期間 (Nachfrist) を伴う解除､ 違約責任､ 契約の解釈お

第16章

建設工事契約

よび売買契約に関して､ CISG のルールを参照し､ 継受した｡｣2 ゆえに､ 中国契約

第17章

運送契約

法に対する CISG の影響は､ 売買に特有の問題に限定されるのではなく､ それ以外

第18章

技術契約

の問題にも及んでいるということができる｡

第19章

寄託契約

第20章

倉庫保管契約

第21章

委任契約

契約法第 2 章 ｢契約の締結 (Conclusion of Contract)｣ (9 条から 43 条) と

第22章

問屋契約

CISG 第 2 部 ｢契約の成立 (Foundation of the contract)｣ を比較すると､ 前者は

第23章

仲介契約

後者の内容を相当反映していることがわかる｡ その一例として､ 申込みは拘束力を

３. 中国法における CISG への適合の表れ

附

契約法の中心的起草者の一人である梁慧星教授が指摘するように､ 同法の起草者

ａ) 契約の締結

有するのか､ またそれは撤回可能なのかという問題がある｡ これは契約の成立をめ

則

ぐる法制度の統一化にとって最も難しい問題の一つである｡ なぜなら異なる見解の
溝を埋める必要があるからである｡ 申込者は申込みに拘束されるという観念がゲル
２. 契約法の立法者意思
マン法およびスカンジナビア法体系において形成されているのに対し､ ローマ法お
法律案として示された契約法の立法者意思において､ まず次のように述べられて
いる｡ ｢中国の改革開放政策､ 社会主義市場経済の発展､ 国内的な統一市場の形成
および国際市場への参入の真の必要性を検討しながら､ われわれが行うべきことは､
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よび英米法体系においてはそれとは反対のアプローチを採っているのである3｡ か

を有する物の瑕疵に対する担保責任が中国法にもあると考えられている｡ 契約法制

つての中国民法では､ 申込みの拘束的性質に関する理解としてゲルマン法体系のそ

定前は､ この問題に関する学説上の対立が見られた｡ 契約法 153 条は次のように規

れに従っていた4｡ しかし､ この見解は契約法には採用されなかった｡ 契約法 18 条

定している｡ ｢売主は､ 合意した品質基準を満たす目的物を引き渡すものとする｡

および 19 条は､ CISG16 条の規定を参考にしている｡ 契約法 18 条は次のように規

売主が目的物の品質に関して詳細な説明を行う場合には､ 引き渡された当該目的物

定している｡ ｢申込みは撤回することができる｡ 撤回の通知は､ 被申込者が申込み

はその説明された品質基準を満たすものとする｡｣ 155 条は次のように規定してい

を承諾する通知を発する前に､ 被申込者に到達することによって効力を有する｡｣

る｡ ｢売主によって引き渡された目的物が品質基準を満たしていない場合､ 買主は

同法 19 条は次のように規定している｡ ｢以下の場合には､ 申込みの撤回をすること

売主に対して､ 本法 111 条に従い､ 違約責任を追及することができる｡｣ 111 条は

ができない｡ (1) 申込者が承諾の期日を指定した場合､ または当該申込みが撤回不

第 7 章 ｢違約責任｣ に規定されている｡ 同条は次のとおりである｡ ｢品質が合意内

可能であることを明示した場合､ (2) 被申込者が当該申込みを撤回不可能なものと

容を満たしていない場合､ 契約違反に基づく損害賠償は､ 当事者双方が合意した内

信じるに足りる相当の理由があり､ 当該契約の履行の準備を開始している場合｡｣

容に従って負うものとする｡ 当該契約において違約責任に関する合意が存しない場

この他にも ｢契約の締結｣ に関して CISG と契約法との類似点を見出すことがで

合､ またはそうした合意が不明確な場合には､ 本法 61 条の規定に従ってそれを取

きる｡ すなわち､ 申込みの概念 (CISG14 条 1 項､ 契約法 14 条)､ 申込みの誘引

り決めることはできず､ 損害を受けた当事者は当該目的物の性質および損失の性質

(CISG14 条 2 項､ 契約法 15 条)､ 被申込者に到達した申込みの効力 (CISG15 条 1

に照らし､ 他方当事者に対し､ 修理､ 代替品の引渡し､ 作り直し､ 返品､ 価格ない

項､ 契約法 16 条 1 項)､ 申込みの撤回 (CISG15 条 2 項､ 契約法 17 条)､ 申込みの

し報酬の減額といった違約責任のうち､ 合理的な方法を選択して請求することがで

終了 (CISG17 条､ 契約法 20 条 1 項)､ 承諾の概念 (CISG18 条 1 項､ 契約法 21 条)､

きる｡｣ これと反対の立場をとる少数説が存在するものの5､ 現在では中国における

申込者に到達した承諾の効力 (CISG18 条 2 項､ 契約法 26 条 1 項)､ 意思実現

多数説は､ 契約法はローマ法における ｢二層アプローチ｣ に従ったものではないと

(Willensbetaetigung) (CISG18 条 3 項､ 契約法 22 条､ 26 条 1 項)､ 変更 (CISG19

解している｡ いわゆる ｢物の瑕疵に対する担保責任｣ は､ 一般的な契約違反に対す

条､ 契約法 30 条､ 31 条)､ 期限後承諾 (CISG21 条､ 契約法 28 条､ 29 条)､ 承諾

る救済に統合されている｡ 契約法は一元的なアプローチをとっている6｡ 契約法は

の撤回 (CISG22 条､ 契約法 27 条)､ 契約の締結時点 (CISG23 条､ 契約法 25 条)

ある程度において CISG の影響を受けているということができる｡ 契約法制定後､

などである｡ さらに､ 契約法 10 条は次のように規定している｡ ｢当事者双方は､ 契

大陸法系に属するドイツ民法 (BGB) も 2002 年 1 月 1 日以来､ 同様の統合を実現

約成立のために､ 書面､ 口頭その他の形式を用いることができる｡｣ この規定は

している7｡

CISG11 条とほぼ同様の帰結をもたらすものである｡
ｃ) 危険負担
ｂ) 物の瑕疵担保責任と契約違反に対する一般救済との統合

売買の目的物の危険負担は､ 契約法 142 条から 149 条に定められている｡ 148 条

中国法は大陸法系に属すると一般にいわれている｡ そのため一般的には､ ローマ
法における隠れた瑕疵に救済を与えるというルール (aedilitian remedies) に起源

５
６

３ See Schlechtriem, in: Schlechtriem (ed.), Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 2nd edn., 1998 (transl. G. Thomas), p. 118.
４ 王家福編 中国民法学・民法債権 (1991 年) 290 頁 [葉安民執筆]｡

７
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崔建遠 ｢物の瑕疵担保責任の定性と定位｣ 中国法学 2006 年第 6 号 32 頁｡
参照､ 韓世遠 ｢物の瑕疵に対する売主の担保責任と中国合同法｣ 中国法学 2007 年第 3 号
170 頁｡ この問題に関する ｢二層アプローチ｣ と ｢一元的アプローチ｣ との違いについて
は､ 参照､ P. Huber, Comparative Sales Law, in : Reimann/Zimmermann (eds.), The
Oxford Handbook of Comparative Law, 2006, p.956.
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を除く他の条文は､ CISG の規定とかなり類似している｡ 例えば､ 危険負担に関す

した場合には､ 履行の催告 (Mahnung) が解除の要件となるかどうかは､ 94 条 2

る引渡し基準 (契約法 142 条､ CISG69 条 1 項)､ 債権者 (買主) による受領遅延

項には規定されていない｡ 上記のルールの体系的な解釈として､ 履行の催告が必要

の場合のルール (契約法 143 条､ CISG69 条 1 項)､ 輸送による売買にかかる物品

であると解されている｡ この見解は 69 条から導かれるものである｡ すなわち同条

に関する危険配分 (契約法 144 条､ CISG68 条｡ 契約法 143 条には但書がないこと

は次のように定めている｡ 当事者が不安の抗弁により履行を中止する場合には､ 速

に注意)､ 最初の輸送人に引き渡した場合のルール (契約法 145 条､ CISG67 条)､

やかに相手方に通知しなければならない｡ 相手方が合理的期間内に履行能力を回復

売主が引渡しをできない場合のルール (契約法 146 条､ CISG69 条 1 項)､ 売主に

せず､ かつ､ 適当な担保の提供もしないときは､ 履行を中止した当事者は契約を解

よる関連証拠資料の引渡しの瑕疵は､ 危険負担には影響を及ぼさない (契約法 147

除することができる10｡ この解釈は CISG72 条によっても裏付けられる｡

条､ CISG67 条 1 項)､ 売主が負う危険は､ 売主が持つ他の救済の権利に影響を及
ぼさない (契約法 149 条､ CISG70 条) などである｡ ところで､ 契約法 148 条は次

ｅ) その他の規定

のように定めている｡ ｢目的物の品質が品質基準に達していないため､ 契約目的を

中国法における CISG への適合は次のような規定にも見出すことができる｡ 売主

実現できない場合､ 買主は､ 目的物の受領を拒否または契約を解除することができ

の義務 (CISG30 条､ 契約法 135 条､ 136 条)､ 売主の引渡しの場所 (CISG31 条､

る｡ 買主が目的物の受領を拒否または契約を解除した場合､ 目的物の毀損､ 滅失の

契約法 141 条)､ 売主の引渡しの時期 (CISG33 条､ 契約法 138 条､ 139 条)､ 分割

危険は､ 売主が負担する｡｣ これに対応する規定は CISG には存在しない｡ このルー

引渡し契約 (CISG73 条､ 契約法 166 条)､ 損害賠償 (CISG74 条､ 契約法 113 条 1

ルはアメリカの UCC のルールに影響を受けたものであるといわれている8｡ UCC2-

項)｡

510 と比較すると､ 契約法 148 条は同一の規定ではなく､ 修正が加えられた規定で
ある｡
４. CISG に一部適合する中国法の規定
ｄ) 不安の抗弁 (



 ) と履行期日前の契約違反

ａ) 重大な契約違反

CISG71 条は不安の抗弁9に基づいており､ 72 条は履行期日前の契約違反に依拠

重大な契約違反の概念は契約法 94 条 2 項ないし 4 項に受け入れられている｡ た

している｡ この種の混合的な継受のスタイル､ すなわち､ 大陸法と英米法の両者か

だし､ 94 条 2 項ないし 4 項は CISG25 条とはやや異なっている｡ まず､ CISG25 条

らの法原則の組み合わせは､ 契約法において対応する規定にも見出すことができる｡

には次のような但書がある｡ ｢ただし､ 契約違反をした当事者がかかる結果を予見

契約法 68 条および 69 条は不安の抗弁に基づく規定であり､ 94 条 2 項と 108 条は

せず､ かつ､ 同様の状況の下でその者と同等の合理的な者もかかる結果を予見しな

履行期限前の契約違反に根拠を置くものである｡

かったであろう場合を除く｡｣ 契約法にはこのような規定はない｡ この差異につい

契約法 94 条 2 項によれば､ 履行期限満了以前に当事者の一方が主要な債務の不

て､ ある論者は次のように指摘している｡ ｢重大な契約違反の基準に関する中国法

履行を明確に表示または自己の行為をもって表明した場合には､ 当事者は契約を解

のルールは CISG のルールほど厳格ではない｡ 中国法のルールは予見可能性のルー

除することができる｡ 一方当事者が主要な債務の不履行を自己の行為をもって表明

ルとしては機能せず､ 重大な契約違反の基準として違反の結果の重大性のみを強調
している｡ このことが意味するのは､ 主観的な基準は破棄されたということである｡

８
９

参照､ 胡康生編 中華人民共和国合同法釈義 (1999 年) 229 頁｡
Schlechtriem, Internationales UN-Kaufrecht, 2. Aufl., 2003, S. 163.
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(2008 年) 462 頁｡
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そうする中で､ 主観的基準を理由とする重大な契約違反の判定の際における恣意性

あるという中国の実態に向けられていたことによるものと思われる｡

が低下し､ 債権者保護にとって不利な要因が減少する11｡ 第二に､ 履行されていな
い契約の義務について､ CISG は特に要件を定めていない｡ それが要求するのは結

ｃ) 免責

果のみである｡ 他方､ 94 条 2 項および 94 条 3 項は､ 履行されていないのは ｢主た
る債務｣ であることを要求している｡

CISG における免責事由は ｢自己の支配を超えた障害｣ とされている (79 条)｡
これに対応する契約法の規定は不可抗力とされており､ ｢予見できず､ 回避も不能
で､ かつ､ 克服できない客観的状況｣ (117 条) と定義されている｡ 同条において

ｂ) 売買の目的物の適合性

｢かつ｣ という文言が用いられているので､ 契約法における免責は CISG における

CISG35 条は､ 物品が契約で定めた品質､ 数量､ 説明および包装の水準に達して

ものよりも厳格である｡

いなければならないことを求めている｡ 契約法では､ この問題は単一の規定として

CISG79 条 5 項は次のように定めている｡ ｢本条はいずれの当事者についても､

ではなくそれぞれ別個の条文において要求されている｡ 物品の品質の適合性につい

この条約に基づく損害賠償以外の権利を行使することを妨げるものではない｡｣ 受

ては､ 153､ 154､ 155､ 168 および 169 条などが規定している｡ 物品の数量の適合

約者にとってのその他の救済には､ とりわけ､ 契約の解除 (45 条 1 項 (a)､ 49 条､

性は､ 品質が売主の義務として直接規定されているのとは異なるものの､ 72､ 158

51 条､ 61 条 1 項 (a) および 64 条)､ 代金の減額 (50 条) がある12｡ 契約法 94 条 1

および 162 条などの規定が関連している｡ 物品の説明の適合性に関しては､ 品質の

項によれば､ 不可抗力により契約目的の実現が不能になった場合には､ 当事者は契

適合性 (例えば 153 条) や見本売買 (169 条) の場合に準じて取り扱われる｡ 契約

約を解除することができるとされている｡ 不可抗力を理由とする代金の減額が可能

法は ｢通常使用される目的｣ とか ｢特別の目的｣ という表現を使っていないが､

かどうかは契約法上明らかではないが､ 同様に解すべきであろう｡

｢同種の通常基準｣ (169 条) という表現を使っており､ これはおそらく CISG にお
ける ｢通常使用される目的｣ と同義であると考えられる｡ 物品の包装の適合性につ

ｄ) 解約

いては､ 契約法 156 条が CISG35 条 2 項 (d) とほぼ同様の規定を置いている｡

契 約 法 97 条 お よ び 98 条 は CISG81 条 と ほ ぼ 同 様 で あ る ｡ 唯 一 の 違 い は ､

CISG38 条は物品の検査期間を定めている｡ これに対応する契約法の規定は 157

CISG81 条 2 項の最後の規定が ｢当事者双方が原状回復をしなければならない場合

条であり､ ｢買主は､ 目的物を受領した後､ 約定期限内に検査を行わなければなら

には､ それらの履行は同時に行われなければならない｡｣ としている点である｡ 同

ない｡ 検査期限の約定がない場合には､ 買主は速やかに検査をしなければならない｡｣

様の規定は契約法にはない｡ もっとも､ 理論的には､ 同時履行の抗弁権 (契約法 66

と定めている｡ 検査期間の約定がない場合の検査期間として､ この 2 つの規定が､

条) は当事者双方の原状回復義務に類推適用されうると主張されている13｡

速やかに､ または実際上可能な限り短い期間のうちに､ としているのは同義である｡

CISG82 条 1 項は､ 買主が物品を受け取った当時と同等の状態でその物品を返還

ただ､ これらの規定に関して明らかに異なっているのは､ 契約法には CISG38 条 2

できない場合にのみ､ 原状回復を請求することができるというローマ法の原理を規

項および 3 項のような詳細な規定が置かれていないことである｡ この相違は､ 契約

定している｡ 契約の解除権は､ 買主が物品を毀損されていない元の状態で返還でき

法の起草者が CISG38 条は相当ではないと解したからではない｡ 私見によれば､ 起

る場合にのみ､ 買主により行使可能とすべきである｡ 買主がそのような状態で返還

草者の主な関心は､ ルールが複雑だと､ 全国人民代表大会を通過させるのが困難で
12
11

王利明

合同法の新問題の研究
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(2003 年) 544 頁｡
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See Stoll, in: Schlechtriem (ed.), Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 1998 (transl. G. Thomas), p. 622.
韓世遠 合同法総論 (第 2 版) (2008 年) 263 頁｡
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できない場合には､ 契約解除による救済は認められるべきではない｡ 原則として原

確な時点とされているのである17｡ 契約法には類似の規定はない｡ 実務上､ 一方で

状回復は行われるべきではない14｡ 同様のルールは契約法には存在せず､ この問題

は買主が損害賠償の算定時期を選択することができ､ 他方では裁判所が裁量権を有

に関するルールは規定されていない｡ この法の欠缺を埋めるために､ 新ドイツ民法

している｡

(BGB) 346 条 2 項のルールを導入すべきであると主張されている｡ すなわち､ 原
状回復を求める代わりに､ 債務者に物の価格を補填する義務を負わせる｡ 同時に解
６. CISG と中国における法解釈

約権が消滅することはない､ というものである15｡

現在の中国の学説は､ 継受による法解釈の方法論と欠缺を埋めることに次第に関
心が向いている18｡ 法の継受が達成されている場合には､ 関連する法理論の受入れ
５. CISG に適合しない中国法の規定
が重視されている｡ 契約法は比較法の産物である｡ CISG に由来しその影響を受け
ａ) 買主の物品引渡し義務

ているその規定の解釈に当たり､ 中国民法学者は CISG に関連する理論や解釈に多

CISG53 条および 60 条と比較すると､ 契約法 159 条には､ 買主は約定した金額

くの注意を払っている19｡

に基づいて代金を支払わなければならないとしか規定されていない｡ すなわち､ 買
主が物品の引渡しを受領する義務が定められていないのである｡ この相違の理由と
７. おわりに
して､ 契約法の起草者は､ 物品の引渡しの受領は買主の義務ではなく権利だと考え
たことである｡ したがって､ 債権者 (買主) の受領遅滞は､ 起草者の見解によれば､
契約違反とはならない16｡

CISG の誕生はちょうど中国の改革開放と同時期に起こった｡ 1981 年 9 月 30 日
の中国の CISG の調印は､ 中国国民が市場経済に関するルールの国際基準に門戸を
開きそれに従うという決意の表明であった｡ CISG が 1988 年 1 月 1 日に発効して

ｂ) 損害賠償額算定基準としての引取りの時期

以来､ 中国における弁護士､ 裁判官､ 学者および立法者に対してこれまで大きな影

CISG76 条 1 項はその但書において次のように定めている｡ ｢ただし､ 損害賠償

響を与えており､ 今後も継続的に与え続けるであろう｡

を請求する当事者が物品を引き取った後に契約に解除したときは､ 解除時における
時価に代えて､ 物品を引き取った時における時価を適用するものとする｡｣ この規
定は､ 物品を受領しておき､ 市場価格の変動の利益を得るために解約の判断を留保
する買主が､ 解約時期を濫用しないように配慮したものと解されている｡ これに対
応するために､ 損害賠償額は ｢物品を引き取った時における｣ 時価を算定根拠とす
るものとする第二文が追加された｡ すなわち､ 一方的な延期を認めない最も早い明

14
15
16

See Leser, in: Schlechtriem (ed.), Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 1998 (transl. G. Thomas), p. 644.
韓世遠 合同法総論 (第 2 版) (2008 年) 484 頁｡
梁慧星 民法 (1988 年) 403〜404 頁｡ 参照､ 王家福編 中国民法学・民法債権 (1991
年) 232 頁 [梁慧星執筆]｡
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See Honnold, Uniform Law for International Sales, 3rd edn., 1999, p. 452.
例えば､ カール・ラレンツ (Karl Latenz) 教授の著名な著書 法学方法論 (Methodenlehre der Rechtswisseenshaft) は中国でも翻訳され出版されている｡ 参照､ ラレンツ 法
学方法論 (2003 年) (陳愛娥訳)｡
19 例えば､ 私は自著 合同法総論 (第 2 版) 第 3 章 ｢契約の成立｣ において CISG に関す
るシュレヒトリエム (Schlechtriem) 教授のコンメンタールをたびたび引用している｡

17
18
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外務省 ｢国際物品売買契約に関する国際連合条約の説明書｣ によれば､ ｢現在､
我が国の主要な貿易相手国を含む七十箇国がこの条約の締約国となっており､ この

コメント

条約は､ 国際物品売買契約に関する国際的な標準ルールとしての地位を確立してい
る｡ さらに､ 裁判例及び仲裁判断の蓄積によりこの条約の解釈及び適用に関する予
見可能性も高まっており､ 我が国経済界からもこの条約を締結することについて肯

佐

藤

文

定的な評価を得ている｣ ところであり､ これに加え､ ｢貿易立国として多数の国々

彦

と取引を行い､ 及びこの条約の作成にも関与した我が国の国際的な立場を考慮すれ
ば､ この条約を早期に締結することが望ましい｣ とされている (1 頁)｡

一

国際物品売買契約に関する国際連合条約は､ 昭和 55 年 4 月 11 日に､ ウィー

CISG (及びわが国につき CISG が発効すること) は､ ｢実務上も理論上もインパ

ンで開催された国際物品売買契約に関する国際連合会議において採択され､ 昭和

クトが大きい｣5 と言われている｡ 国際取引実務に対し､ 多かれ少なかれ影響があ

63 年 1 月 1 日に発効した､ 国際的な物品 (動産) の売買に関する､ 統一法である｡

ることは当然であろう6｡ むしろ､ 注目すべきは､ CISG が ｢各国における契約立法

本条約は､ 国際物品売買契約条約､ またはウィーン売買条約と略称されるが､ 現

のモデルとしての影響力も有しており､ 現代契約法の 1 つの方向性を示して｣ おり､

時点では､ 別の略称例も相当数あり､ 確定したとまで言えるような略称はない｡ む

｢わが国で現在行われている民法 (債権法) 改正に向けた検討においても｣ ｢有力な

しろ､ 英語の正式名称たる United Nations Convention on Contracts for the In-

立法モデルの 1 つとして参照されている｣ ことであろう7｡ CISG の規律対象が国際

ternational Sale of Goods に由来する CISG1 が

本講演でも略称として用いら

取引に限定されているにもかかわらず､ CISG が ｢国内民法における債権法ないし

一般的に用いられている (このコメントにおいても､ CISG

は契約法学に強い影響を与えてきた｣ のは､ ｢ヨーロッパ大陸法､ 英米法をはじめ

れているように
で統一する)｡

とする諸法系間の架橋ないしは調和を目指し､ かつ､ 現代の国際取引実務に有用な

CISG は､ 1964 年にハーグで採択された､ 国際物品売買についての統一法に関す

準則を提示することを希求して起草される過程を経て｣､ CISG が ｢一定の普遍性

る条約及び国際物品売買契約の成立についての統一法に関する条約を､ 実質的に

に裏打ちされた契約法の体系､ 理論､ 条文等を具現するに至った｣ ことが一因であ

｢改訂｣2 するものである｡ 先行する両条約が多くの国の批准を得られなかった理由

ろう8｡

を反省して､ ｢法体系や社会・経済体制の異なる諸国の意見を取り入れながら条約
の起草が行われた｣ こともあって ｢多くの国にとって受け入れやすいものになって｣
おり3､ ｢中国､ 米国､ 韓国､ オーストラリア､ ドイツ・フランスなどほぼすべての
EU 諸国､ シンガポール､ カナダ､ ロシア､ メキシコなど､ わが国の主要な貿易相
手国の多く｣4 が､ 締約国となるほどに､ 普及している｡

二

本講演は､ CISG に着目しつつ､ 中国の契約法を概観するものである (本講

演 1 を参照)｡
国際取引法上のルールである CISG は､ 渉外事件に適用されることを予定してい
る (１条１項などを参照)｡ それにもかかわらず､ 中国では､ 国内事件に適用され

わが国の場合､ CISG は､ 第169 回国会において承認がなされた｡ これを受けて､

る契約法にも､ CISG の採用する建前を､ 少なからず導入している｡ その理由は､

平成 20 年 7 月 1 日に加入書が寄託され､ 平成 20 年 7 月 7 日に公布 (条約第 8 号)

｢CISG 自体の合理性｣ に､ すなわち CISG が ｢優れた多くの研究者や専門家の英

及び告示 (外務省告示第 394 号) がなされた｡ そして､ 平成 21 年 8 月 1 日に､ わ

知の結集である｣ ことに求められることが指摘されている (本講演 2 を参照)｡

が国について CISG の効力が発生したところである｡
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契約法では､ かなり多くの規定が CISG と同様のものであることが明らかである

7

曽野・同上｡

(本講演 3 を参照)｡ のみならず､ その解釈にあたっても､ CISG に関連する理論及

8

渡辺達徳 ｢ウィーン売買条約と日本民法への影響｣ ジュリスト 1375 号 20 頁｡

9

たとえば､ 韓世遠 ｢中国の履行障害法｣ 法律科学研究所年報 17 号 229 頁､ 韓世遠 (銭

び解釈が参照されている (本講演 6 を参照)｡ もとより､ CISG に部分的に一致す
るにすぎない規定も存在するし (本講演 4 を参照)､ CISG とは内容を異にする規

偉栄訳) ｢中国法における契約責任の構造と争点｣ 亜細亜法学 36 巻 2 号 111 頁が挙げら
れよう｡

定も存在する (本講演 5 を参照)｡
講演者の韓世遠氏は､ これまでにわが国で研究に従事する機会をもっており､ 既
にいくつかの論稿も公にしている9｡ そのため､ 本講演は､ 中国法に馴染みのない
者にとっても､ 中国契約法の概要が理解しやすくなっていることであろう｡

三

本講演は､ 外国法研究ないし比較法的関心からも､ 注目されてしかるべきも

のであろう｡
すなわち､ ある程度の普遍性を備えた CISG と､ 中国契約法との間で､ 差異がみ
られる部分 (及び差異が生じた根拠) に関心が向けられることになろう｡ そこには､
中国法の固有性が見出されるのであろうか｡ また､ 将来､ わが国の債権法が改正さ
れたとき､ CISG との差異がみられる部分 (及び差異が生じた根拠) に注目がなさ
れるであろう｡ さらには､ 将来的に改正された日本の債権法と､ 中国の契約法とで､
CISG との差異を比較するという作業から得られる知見も､ 比較法という観点から､
興味深いところである｡
いずれにしても､ 本講演は､ 今後､ 頻繁に参照されるものになるのではなかろう
か｡

注
1

シーアイエスジーと､ アルファベットそのままに読むこともあれば､ シスグと読むこと
もある｡ 概して､ 研究者は前者の､ 実務家は後者の読み方をすることが多いようである｡

2

山田鐐一・佐野寛

国際取引法 [第 3 版補訂 2 版]

100 頁｡

3

山田・佐野前掲 102 〜 3 頁｡

4

曽野裕夫 ｢ウィーン売買条約 (CISG) の意義と特徴｣ ジュリスト 1375 号 4 頁｡

5

曽野・同上｡

6

この点につき､ たとえば､ 杉浦保友 ｢実務的インパクトの検討｣ ジュリスト 1375 号 32
頁を参照｡
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